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クリスマスイベント「聖なる夜に心をこめて」を開催！
イベント対応 BINGO 企画や特別ログインボーナスも！
オンラインゲームの開発・運営を行う株式会社コアエッジは、現在サービス中のスマートフォンアプリ、神
感覚リボルバーバトル RPG 『アルテイルクロニクル』
（以下、アルクロ）にて、2018 年 12 月 4 日（火）
より、クリスマスイベント「聖なる夜に心をこめて」を開始したことをお知らせします。

サンタ姿の巫女が活躍する新イベントがスタート！
クエストや BINGO でイベントアイテムを集めて各属性の「因果」などをゲット！
クリスマスイベント「聖なる夜に心をこめて」がスタートしました。ストーリークエストでは、人気の巫女キ
ャラクター「オージェ」
（CV：山本希望さん）と「ナスターチェ」
（CV：榎吉麻弥さん）がサンタクロース姿で活躍
する様子をお楽しみいただけます。
また、イベントクエストで「大きなくつ下」や「大きなプレゼント袋」など、この時期ならではのイベントア
イテムを集めることで、交換所にて各属性に対応した「因果」と無料で交換できるほか、イベント攻略に役立つ
「イベント限定スキル」などの豪華ラインナップとの交換が可能です。
他にも、パーティ企画として「聖なる夜に心をこめて BINGO」を実施します。9 マス分の個人向け条件達成
で埋まるマスに応じてラインが成立し、成立ライン数に応じて豪華賞品をご入手いただけます。さらに、期間中
は特別なログインボーナスもご用意していますので、お気軽にご参加ください。
期間を通じて様々な方法で手に入る大量のプレゼントを、さらなるパーティ強化にお役立てください。

【「聖なる夜に心をこめて」概要】
■開催期間
2018 年 12 月 4 日（火）16：00～12 月 27 日（木）13：59
■内容
クリスマスイベント「聖なる夜に心をこめて」では、以下の内容をお楽
しみいただけます。
1. イベントクエスト「聖なる夜に心をこめて」
2. 「聖なる夜に心をこめて BINGO」
3. 「聖なる夜に心をこめてログインボーナス」

◆クリスマスイベント「聖なる夜に心をこめて」に関する詳細 URL
https://www.alchro.jp/news/181204-01/

Copyright © 2018 CORE EDGE All Rights Reserved.

2018/12/04
株式会社コアエッジ
東京都品川区東大井 5-26-22 エクシズビル 8F

プレスリリース

1. イベントクエスト「聖なる夜に心をこめて」
■内容
イベントクエスト「聖なる夜に心をこめて」では、シナリオ付きの「ストーリークエスト」と、アイテム収集向けの
「探索クエスト」をお楽しみいただけます。ストーリークエストおよび探索クエストでは、イベントアイテム「大きな
くつ下」
、
「大きなプレゼント袋」をご入手いただけます。イベントアイテムを集めると、交換所にて各属性に対応した
「因果」や限定イベントスキルなどの豪華アイテムと交換することが可能です。限定イベントスキルの中には、入手
後すぐに活用することで本イベントクエスト攻略に役立つものも含まれていますのでご注目ください。

2.「聖なる夜に心をこめて BINGO」
イベントに関連したパーティ企画として「聖なる夜に心をこめて BINGO」を実施します。9 つのマス形式で用意
された様々な個人向け条件を達成すると、マスを埋めることができます。埋めたマスに応じてラインが成立した際に
は豪華賞品を、特設ページにて後日ご入手いただけます。賞品は成立ライン数に応じて豪華になっていきますので、
全マスコンプリートを目指しながらイベントをお楽しみください。なお、12 月 7 日（金）に「BINGO 特設ペー
ジ」の公開を予定しています。
「特設ページ」では、成立ラインの状況確認や、達成報酬のお受け取りが可能です。

3.「聖なる夜に心をこめてログインボーナス」

■内容
イベント期間中、最大で 10 日間お受け取りいただける、期間限定の豪華ログインボーナスを実施します。ゲーム
内の様々な場面で役立つ「因果石」や、イベントアイテム「大きなくつ下」、
「大きなプレゼント袋」など豪華なアイテ
ムをご用意しましたので、ぜひログインしてお受け取りください。
■ログインボーナスラインナップ
日程

アイテム名

1 日目

「大きなくつ下」×5000 個

2 日目

「因果石」×100 個

3 日目

「金のエリクサー」×5 個

4 日目

「大きなプレゼント袋」×5 個

5 日目

「因果石」×100 個

6 日目

「金のエリクサー」×5 個

7 日目

「大きなくつ下」×5000 個

8 日目

「因果石」×100 個

9 日目

「金のエリクサー」×5 個

10 日目

「大きなプレゼント袋」×5 個

◆クリスマスイベント「聖なる夜に心をこめて」に関する詳細 URL
https://www.alchro.jp/news/181204-01/
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「オージェ」や「ナスターチェ」の限定チャットスタンプが登場！
強力スキルと一緒にゲットするチャンス！「Holy White 福袋」
豪華なクリスマスプレゼント企画として「Holy White 福袋」を開始しました。「Holy White 福袋」は全 8
種類のラインナップで、ご購入の際はランダムでいずれか 1 種類を入手可能です。お 1 人様各 1 個ずつ、最大
8 回までご利用いただけます。福袋ラインナップは、人気の巫女キャラクター「オージェ」
（CV：山本希望さん）
や「ナスターチェ」
（CV：榎吉麻弥さん）の「限定チャットスタンプ」セットや「特別なスキルブック」セット
などの豪華アイテムセット揃いとなっていますのでぜひご利用ください。

【「Holy White 福袋」概要】
■開催期間
2018 年 12 月 4 日（火）16：00～12 月 27 日（木）13：59
■内容
「HolyWhite 福袋」は全 8 種類、各 1 個ずつ用意されており、ご購入の際にはランダムでいずれか 1 個をご獲得い
くことができ、最大で各 1 個ずつご購入可能です。福袋のラインナップには、「HolyWhite 福袋」でしか手に入らな
い「オージェ」
（CV：山本希望さん）や「ナスターチェ」（CV：榎吉麻弥さん）の「限定チャットスタンプ」セット
や「特別なスキルブック」セットなどが含まれています。
■必要因果石
1 回あたり 3,000 個

◆「Holy White 福袋」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/181204-02/

第 23 回神王戦の上位 3 名を相手に大隊バトル！
スペシャルクエスト「チャンピオンズロード」
先日行われた「第 23 回神王戦」の上位 3 名が編成した大隊を相手にバトル可能なスペシャルクエスト「チャ
ンピオンズロード」を開始しました。素晴らしい成績を収めた強者相手に腕試しバトルをお楽しみいただけます。
また、
「チャンピオンズロード」にご挑戦いただくと、勝敗に関係なく「ロードチケット」が手に入ります。チケ
ットを使って同時開催の「チャンピオンガチャ」へのチャレンジが可能ですのでご活用いただき、限定の神王系
スキルを持ったキャラクター入手にご挑戦ください。
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■開催期間
2018 年 12 月 4 日（火）16:00～12 月 7 日（金）13:59
■内容
先日行われた「第 23 回神王戦」にて 1 位～3 位を獲得したプレイヤーが編成した大隊が、「スペシャルクエスト」
に登場します。強力なライバルが編成したバーティを相手にしたプレイが可能なため、腕試しに最適なスペシャルク
エストです。また、ご挑戦いただくだけで、勝敗に関係なく「ロードチケット」をご入手いただけます。

◆「チャンピオンズロード」に関する詳細 URL：

https://www.alchro.jp/news/181204-03/

なんと出現確率 2 倍の特別版！「チャンピオンガチャ Holy White ver.」
限定の神王系スキル持ち厳選 GOD キャラクター3 体を狙える！
先日行われた「第 23 回神王戦」で活躍したプレイヤー様のパーティから厳選された GOD キャラクターと
GOD アクセサリがラインナップに含まれ、さらに特別版として GOD 出現確率 2 倍でご挑戦いただける「チ
ャンピオンガチャ Holy White ver.」を開始しました。
ガチャラインナップとして出現する GOD キャラクターの「
【憩いのお忍び歌姫】キリュウ」
（CV：畑中万里
江さん、イラスト：rioka さん）および「
【浄化する者】ロアキナ」
（CV：珠宮夕貴さん、イラスト：saraki さ
ん）
、
「
【蒼の宝石獣】ラナ」
（CV：今泉りおなさん、イラスト：米月かなさん）の 3 体は、チャンピオンガチ
ャ限定スキルの「神王系スキル」全 7 種のうちのいずれかを習得しています。
また、GOD アクセサリの出現ラインナップも強力な 2 個をご用意しました。限定スキルや強力キャラクタ
ーおよびアクセサリをご入手いただくチャンスとなっておりますのでぜひご利用ください。

【「チャンピオンガチャ Holy White ver.」概要】
■開催期間
2018 年 12 月 4 日（火）16:00～12 月 7 日（金）13:59
■内容
先日行われた神王戦の上位プレイヤー使用デッキから GOD キャラク
ター3 体および GOD アクセサリ 2 種を厳選し、出現キャラとしてピッ
クアップしたガチャで、以下の特長にてご利用いただけます。
＜特長＞
・Holy White 特別版として、GOD 出現確率 2 倍です。
・GOD キャラクターのラインナップは厳選された 3 体のみです。
・GOD アクセサリのラインナップは厳選された 2 個のみです。
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・GOD キャラクターのご入手時には、限定の神王系スキル「神王撃」
「神王波」「神王歌」
「神王術」
「神王殺」「神
王鎌」「神王魔」の計 7 種類の中から、1 種類を必ず習得した状態でお受け取りいただけます。
また、UR キャラクターも一定確率で神王系スキル 1 種類を習得した状態でお受け取りいただけます。
・10 連ガチャに限り、
「特別枠」にて UR 以上のキャラクターまたはアクセサリが 1 種確定します。
・UR 以上のキャラクターの空きスキル枠に、ランダムで特別なスキル 1～2 個を習得した状態でご入手いただけ
る「ランダムスキル群」システムの対象ガチャです。

■厳選 GOD キャラクター

「【憩いのお忍び歌姫】キリュウ」

「【浄化する者】ロアキナ」

「【蒼の宝石獣】ラナ」

（CV：畑中万里江さん、

（CV：珠宮夕貴さん、

（CV：今泉りおなさん、

イラスト：rioka さん）

イラスト：saraki さん）

イラスト：米月かなさん）

■必要因果石
＜初回割引価格＞ 1 連ガチャ：150 個、

10 連ガチャ：1500 個

＜通常価格＞

10 連ガチャ：3000 個

1 連ガチャ：300 個、

◆「チャンピオンガチャ Holy White ver.」に関する詳細 URL
https://www.alchro.jp/news/181204-04/

スタートダッシュの大チャンス！
『アルテイルクロニクル』を始めた方にもれなく因果石 9999 個プレゼント実施中！
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『アルテイルクロニクル』では新規でダウンロードされたお客様に、因果石 9999 個(6000 円相当)をプレゼント中です。
10 連ガチャ 3 回分が無料で回せるチャンスです。この機会に『アルテイルクロニクル』をお楽しみください。

■Google Play からダウンロード！
https://app.appsflyer.com/jp.coreedge.alchro?pid=PR

■App Store からダウンロード！
https://app.appsflyer.com/id1137512092?pid=PR

●『神感覚リボルバーバトル RPG アルテイルクロニクル』について
ジャンル

神感覚リボルバーバトル RPG

ゲーム URL

[Android]
[iOS]

https://app.appsflyer.com/jp.coreedge.alchro?pid=PR

https://app.appsflyer.com/id1137512092?pid=PRhttp://www.alchro.jp/

公式サイト

https://www.alchro.jp/

対応デバイス

iOS 7.0 以降

利用料金

月額無料、一部アイテム課金

権利表記

© Coreedge Inc / GaYa Corporation

Android4.0 以上

※一部非推奨端末がございます。

※iPhone は、米国および他国の Apple Inc.の登録商標です。
※Android は、Google Inc. の商標です。
※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。
●株式会社コアエッジについて（株式会社コアエッジ ホームページ http://www.core-edge.jp/）
コアエッジは、15 年以上にも及ぶオンラインカードゲームの運営ノウハウを活かし、デバイスの垣根を超えた業界最先端のオンラインゲーム運営・開発に加え、ゲー
ム事業のコンサルティングから海外展開に至るまで、多岐にわたる業務を行っております。国内外へ魅力的なコンテンツを提供し、最高の“企画”をもって最高の笑顔
を創ってまいります。
●株式会社 GaYa について（株式会社 GaYa ホームページ http://www.gaya-corp.jp/）
GaYa は、Google Play、Appstore へのアプリ公開実績とモバイル端末の開発経験も豊富な株式会社システナ(東証一部：2317)の戦略子会社です。オンラインゲー
ムの開発に特化した株式会社シンクロジックと連携し確かな技術力のもと、クオリティの高いサービスをご提供してまいります。

本件に関する報道関係のお問合せ先：株式会社コアエッジ
Tel:03-5781-3440／Fax:03-5781-3441

マーケティング部

E-Mail: publicity@core-edge.jp
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