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プレスリリース

『アルクロ』×『戦乱のサムライキングダム』
コラボレーション開催！
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 25 日（火）
より、株式会社マイネットゲームスが運営を行うスマートフォンアプリ『戦乱のサムライキングダム』（以下、
サムキン）とのコラボレーションおよび、年末特別企画「2018 年総まとめ大盤振舞ガチャ」を開催すること
をお知らせします。

コラボレーションミッションを達成すると、
「因果石」や「激レアスキルブック」など『アルクロ』のアイテムをゲット可能！
『アルテイルクロニクル』では、人気のリアルタイム戦国バトル『戦乱のサムライキングダム』とのコラボレ
ーションを開催します。開催期間中に所定のミッションをご達成の際には、
「因果石」や「激レアスキルブック」
などの豪華賞品をご獲得いただけます。
『アルクロ』の神感覚リボルバーバトルと『サムキン』のリアルタイム戦国バトルのスペシャルなコラボレー
ションにぜひご参加ください。

【『アルクロ』×『サムキン』コラボキャンペーン概要】
■開催期間
2018 年 12 月 25 日（火）18:00 ～ 2019 年 3 月 25 日（月）18:00 （予定）
※終了日時は変更になる場合がございます。

◆『アルクロ』×『サムキン』コラボキャンペーンに関する詳細 URL：
https://www.alchro.jp/news/181225-01/
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■『戦乱のサムライキングダム』について

最大 20 人 vs20 人のチーム戦を主軸とした戦国リアルタイムバトルゲーム。天下統一を目指し、最大 40 人が同時
参加でバトルを行います。従来のリアルタイムバトルゲームにはない「攻城戦」や「大砲」による「落城」など 新た
なシステムが導入されています。合戦で戦えば戦うほど兵種が進化し、
「騎馬兵」
「忍者」
「第六天魔王」といった 100
通り以上のドット絵アバターや奥義を習得することができます。
≪権利表記≫

(C) Mynet Games Inc. All Rights Reserved.

≪公式サイト≫

http://samu-rai.jp/

特別枠の GOD 出現確率がどんどん UP！5 回目以降は毎回 GOD 確定！
今年登場したキャラやアクセが勢揃いの「2018 年総まとめ大盤振舞ガチャ」
ガチャにチャレンジするたびに特別枠の 1 枠から出現する GOD の確率がステップアップしていく、おまけ付
きガチャ「大盤振舞ガチャ」が、年末特別版の 「2018 年総まとめ大盤振舞ガチャ」として登場しました。出
現ラインナップ内の GOD および UR は、2018 年に登場したキャラクターとアクセサリのみが用意され、狙い
やすくなっているガチャです。さらに、5 回目以降のご利用では特別枠から GOD が毎回確定で出現します。ま
た、チャレンジの度にスタンプ特典ラインナップのうちいずれかをご入手いただけます。スタンプ特典からは、
特定のスキル進化素材としてご活用いただける「枯朽せし絶技」などの豪華ラインナップのうちいずれかのアイ
テムをご獲得いただくチャンスです。ぜひご活用いただき、年末年始のパーティ強化にお役立てください。

【2018 年総まとめ大盤振舞ガチャ 概要】
■開催期間
2018 年 12 月 25 日（火）16:00 ～ 12 月 31 日（月）23:59
■内容
特別枠の 1 枠から出現する GOD の確率が、チャレンジするたびにステップアップしていくガチャで、以下の特長に
てご利用いただけます。
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＜特長＞
・特別枠からの GOD の出現率がご利用回数に応じて増加します。
・５回目以降のご利用では特別枠から GOD が確定します。
・10 連のみのガチャで、初回は「因果石」ｘ1000 個でチャレン
ジ可能です。
・出現ラインナップのうち GOD と UR については、2018 年に登
場したキャラクターおよびアクセサリのみが用意されています。
※コラボキャラクターおよびアクセサリは対象外とさせていただ
きます。
※アルテイルエヴォリューションガチャ限定とエレメントガチャ
限定のキャラクターおよびアクセサリ、そしてゴッドクロニクルガ
チャ限定キャラクターは対象外とさせていただきます。
・
「因果」システム対応キャラクターをご獲得の際は、
「キャラクタ
ーに対応した因果」もご入手いただけます。
・本ガチャご利用の度に、スタンプ特典として SSS スキルブック
「枯朽せし絶技」や登場間もないクエストスキップ用アイテム「跳
躍の手形」などをおまけとしてご入手いただけます。
・1～4 回目のご利用時は、「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。
・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
1 回目：1000 個、2 回目：1500 個、3 回目：2000 個、4 回目：2500 個、5 回目以降：3000 個

◆「2018 年総まとめ大盤振舞ガチャ」に関する詳細 URL： https://www.alchro.jp/news/181225-02/

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！

『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。
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■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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