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「因果」対応キャラクターをラインナップに追加！
魅力度 UP の特別版！「エレメントガチャ」
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 11 日（火）
より、属性強化特化型ガチャの特別版「エレメントガチャ」を開始したことをお知らせします。

出現属性が 1 種類に絞られ、限定 SSS スキルも用意された属性強化特化型ガチャ！
ラインナップには各属性の「因果」に対応したキャラクターを特別に追加！
出現キャラクターの属性が 1 種のみに絞られていることから、お好きな属性パーティの作成や強化に最適な
「エレメントガチャ」の特別版「エレメントガチャ」を開始しました。この度登場した特別版では出現 GOD の
ラインナップについて、従来の「エレメントガチャ限定 GOD キャラクター」5 体に加え、各属性の「「因果」シ
ステムに対応した GOD キャラクター」5 体が追加されています。
「エレメントガチャ限定 GOD キャラクター」5 体に加え、各属性の「因果」
システムに対応した GOD キャラクター5 体は「潜在アビリティ」システムに
対応していますので、
「因果」や「潜在アビリティ」といった特別な要素を、属
性の視点に絞って狙うことが可能なガチャです。なお、期間中、ガチャ内容は
1 属性ずつ更新が行われ、各属性それぞれに初回割引価格が適用されますので、
各属性 1 回ずつ必ず初回割引価格でご利用いただけます。「属性」と「因果」
を上手く活用し、より戦略的なパーティ構築にお役立てください。

【「エレメントガチャ」概要】
■開催期間
2018 年 12 月 11 日（火）16：00～12 月 21 日（金）15：59

＜属性ごとの開催日時＞
火属性: 12 月 11 日（火）16：00～12 月 13 日（木）15：59
水属性: 12 月 13 日（木）16：00～12 月 15 日（土）15：59
木属性: 12 月 15 日（土）16：00～12 月 17 日（月）15：59
光属性: 12 月 17 日（月）16：00～12 月 19 日（水）15：59
闇属性: 12 月 19 日（水）16：00～12 月 21 日（金）15：59
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■内容
出現キャラクターが単一の属性のみに絞られたガチャで、以下の特長にてご利用いただけます。
＜特長＞
•出現 GOD は各属性にてそれぞれ対象属性の「エレメントガチャ限定 GOD キャラクター」1 体＋対象属性の
「
「因果」システムに対応した GOD キャラクター」1 体＋対象属性ごとにピックアップされた強力なキャラクター1
体＋アクセサリ 2 種のみで、欲しい GOD を狙いやすくなっています。
・各属性にて出現する GOD キャラクター3 体のうち 1 体は限定 GOD キャラクターです。また、アクセサリ 2 種
のうち 1 個は限定 GOD アクセサリです。
・今回は特別版として、各属性の「因果」システム対応した GOD キャラクター5 体が、ラインナップに追加されて
います。
＜「因果システム」対応 GOD キャラクター＞
火属性:「
【律する背徳】バトルク」

（CV：大西弘祐さん、イラスト：旗助さん）

水属性:「
【水霧の英傑】ダルシェ」

（CV：田毎なつみさん、イラスト：rioka さん）

木属性:「
【屠る者】ギセン」

（CV：兼政郁人さん）

光属性:「
【不落光蓮華】ナヴィ」

（CV：野口瑠璃子さん）

闇属性:「
【渇望する隻眼】フーカ」

（CV：渡部恵子さん、イラスト：Genyaky さん）

・各属性の「因果」システム対応した GOD キャラクター5 体およびエレメントガチャ限定 GOD キャラクター5 体
は、
「潜在アビリティ」システムに対応しています。
＜エレメントガチャ限定 GOD キャラクター＞
火属性:「【王者の御印】バルベル」

（CV：松久保いほさん、イラスト：結川カズノさん）

水属性:「
【把握せし者】アエシュマ」

（CV：朝倉栄介さん、イラスト：結川カズノさん）

木属性:「
【霊弓】ソフィヤ」

（CV：鈴代紗弓さん、イラスト：智冬さん ）

光属性:「
【聖光の大隊長】ラフィーレ」

（CV：阿部里果さん、イラスト：竹浪秀行さん）

闇属性:「
【現世魔王】シメオン」

（CV：藤原夏海さん、イラスト：結川カズノさん）

・
「潜在アビリティ」システム対応キャラクターは、一定確率で「潜在アビリティ」解放済みの状態で出現すること
があります。※「因果」システムに対応した GOD キャラクターは未解放の状態でのご入手となります。
•出現する GOD キャラクターは、各属性に対応したエレメントガチャ限定 SSS スキルを必ず習得しています。
•出現する UR キャラクターは、各属性に対応したエレメントガチャ限定アビリティを必ず所持しています。
さらに、一定確率で属性ごとに対応したエレメントガチャ限定 SSS スキルを習得していることもあります。
•10 連ガチャでは、
「特別枠」にて UR 以上のキャラまたはアクセサリが 1 個確定します。
•期間中は、順番に対応属性が切り替わります。切り替わり時には毎回初回割引価格が適用されます。
・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。

■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＞

1 連ガチャ：300 個 10 連ガチャ：3000 個

◆「エレメントガチャ.」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/181211-01/
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■「因果システム」対応 GOD キャラクターのご紹介

「【律する背徳】バトルク」

「【水霧の英傑】ダルシェ」

「
【屠る者】ギセン」

「
【不落光蓮華】ナヴィ」

「
【渇望する隻眼】フーカ」

（CV：大西弘祐さん、
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（CV：野口瑠璃子さん）

（CV：渡部恵子さん、

イラスト：旗助さん）

イラスト：rioka さん）

イラスト：Genyaky さん）

■エレメントガチャ限定 GOD キャラクターのご紹介

「【王者の御印】バルベル」

「【把握せし者】アエシュマ」

「
【霊弓】ソフィヤ」

「
【聖光の大隊長】ラフィーレ」

「
【現世魔王】シメオン」

（CV：松久保いほさん、

（CV：朝倉栄介さん、

（CV：鈴代紗弓さん、

（CV：阿部里果さん、

（CV：藤原夏海さん、

イラスト：結川カズノさん）

イラスト：結川カズノさん）
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イラスト：結川カズノさん）

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。

※iOS は、米国およびその他の国で登録された Cisco の商標です。
※Android は Google LLC 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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