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バレンタインイベント「Doki☆Doki Patisserie Club!」
および「神属性強化期間」スタート！
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、1 月 22 日（火）に、バレン
タインイベント「Doki☆Doki Patisserie Club!」をスタートしました。イベントでは、神属性巫女キャラクタ
ー「ノイ」
（CV：山崎はるかさん）と、
「エテルニス」（CV：諏訪彩花さん）と、
「ヴェリーミア」（CV：福原
綾香さん）が繰り広げる、お菓子作りストーリーをお楽しみいただけます。さらにバレンタインイベントと連
動した「Doki☆Doki Patisserie Club!スタンプガチャ」や、バレンタイン限定チャットスタンプをご入手いた
だける「スタンプ付き因果石販売」を開催しました。そして、神属性のキャラクターが活躍しやすくなる特別
期間「神属性強化期間」や、コロシアムにて「精神と刻の闘技場」を開始したことをお知らせします。

3 人の巫女たちがパティシエ姿で活躍するバレンタインイベントがスタート！
イベントアイテムを集めると各属性の「因果」などをゲット可能！
バレンタインイベント「Doki☆Doki Patisserie Club!」がスタートしました。ストーリークエストでは、3 人
の巫女キャラクター「ノイ」
（CV：山崎はるかさん）と、
「エテルニス」
（CV：諏訪彩花さん）と、
「ヴェリーミ
ア」
（CV：福原綾香さん）がパティシエ姿でお菓子作りに奔走する物語をお楽しみいただけます。
イベントクエストで、この時期ならではのアイテム「カカオドロップ」を
集めると、
「カカオドロップ BOX ガチャ」にチャレンジ可能です。
「カカオ
ドロップ BOX ガチャ」は、限定スキルやアビリティをご入手いただけるほ
か、ショップ内の交換所にて特別な「DDPC 因果」3 種のうち 1 種と交換
可能な「DDPC 因果交換券」をご入手いただけるチャンスとなっています。
ほかにも、ミッションイベント「Doki☆Doki Patisserie Club! BINGO」
を実施します。ゲームプレイで 9 マス分の個人向け条件を達成することで埋
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。
本イベントで入手可能な因果やスキルなどを、さらなるパーティ強化にお
役立てください。
◆バレンタインイベント「Doki☆Doki Patisserie Club!」に関する詳細 URL
https://www.alchro.jp/news/190122-01/
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【「Doki☆Doki Patisserie Club!」概要】
■開催期間
2019 年 1 月 22 日（火）16：00～2 月 15 日（金）13：59

■内容
バレンタインイベント「Doki☆Doki Patisserie Club!」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「Doki☆Doki Patisserie Club!」
2. 「カカオドロップ BOX ガチャ」およびショップ内「DDPC 因果交換所」
3. 「Doki☆Doki Patisserie Club! BINGO」
4. 「Doki☆Doki Patisserie Club! ログインボーナス」

1. イベントクエスト「Doki☆Doki Patisserie Club!」
■内容
イベントクエスト「Doki☆Doki Patisserie Club!」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
「カカオドロップ」をご入手いただけます。イベントアイテムを集めると、特設ページにて「BOX ガチャ」にご挑戦
いただけます。

2.「カカオドロップ BOX ガチャ」およびショップ内「DDPC 因果交換所」
■内容
イベントアイテム「カカオドロップ」を集めることで、イベント特設ページに設置された「カカオドロップ BOX ガ
チャ」をご利用いただけます。イベント限定スキル・アビリティがラインナップに含まれた当ガチャは、一定回数まで
チャレンジすることで、出現ラインナップ内のすべてのアイテムをご入手いただける形式で、
「カカオドロップ」×100
個につき 1 回ご利用いただけます。
また、
「カカオドロップ BOX ガチャ」の目玉賞品「DDPC 因果交換券」をご入手いただいた際には、ショップ内の
「DDPC 因果交換所」にてイベント限定の「DDPC 因果」と交換可能です

3.「Doki☆Doki Patisserie Club! BINGO」
イベントに関連したミッションイベントとして「Doki☆Doki Patisserie Club! BINGO」を実施します。9 つのマ
ス形式で特設ページに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。

4.「Doki☆Doki Patisserie Club!ログインボーナス」
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■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「カカオドロップ」など、豪華アイテムをご用意しました。
■ログインボーナスラインナップ
日数

アイテム名

1 日目

「カカオドロップ」×3000 個

2 日目

「因果石」×100 個

3 日目

「金のエリクサー」×5 個

4 日目

「DDPC チケット」×1 個

5 日目

「因果石」×100 個

6 日目

「金のエリクサー」×5 個

7 日目

「カカオドロップ」×3000 個

8 日目

「因果石」×100 個

9 日目

「金のエリクサー」×5 個

10 日目

「DDPC チケット」×1 個

※「DDPC チケット」は「Doki☆Doki Patisserie Club! スタンプガチャ」をご利用いただけるチケットです。

◆バレンタインイベント「Doki☆Doki Patisserie Club!」に関する詳細 URL
https://www.alchro.jp/news/190122-01/

新 GOD キャラクター登場！パティシエ姿の巫女 GOD キャラクターが 3 体！
神属性かつ潜在アビリティ対応！「Doki☆Doki Patisserie Club! スタンプガチャ」
バレンタインイベントに登場するパティシエ姿かつ神属性の巫女 GOD キャラクター3 体「【甘夢の巫女】ノ
イ」
（CV：山崎はるかさん）と、
「
【甘夢の巫女】エテルニス」（CV：諏訪彩花さん）と、
「【甘夢の巫女】ヴェ
リーミア」
（CV：福原綾香さん）が出現ラインナップに含まれた「Doki☆Doki Patisserie Club! スタンプガ
チャ」が登場しました。
それぞれ「潜在アビリティ」システムに対応した強力な GOD キャラクターです。また、10 連特典としてご
利用いただけるスタンプ特典ラインナップには 3 体の巫女 GOD キャラクターのうちいずれかを選んでご入手
いただけるイベントアイテム「DDPC キャラクター交換券」が含まれており、キュートなパティシエ姿のキャ
ラクターをご入手いただくためのダブルチャンスとなっていますのでぜひご利用ください。

【「Doki☆Doki Patisserie Club! スタンプガチャ」概要】
■開催期間
2019 年 1 月 22 日（火）16：00～2 月 15 日（金）13：59
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■内容
バレンタインイベント向けキャラクターとして新たに登場したパティシエ姿の巫
女 GOD キャラクター「ノイ」、
「エテルニス」、
「ヴェリーミア」の 3 体と新 GOD
アクセサリ 1 個のみが出現ラインナップとして絞り込まれ、狙いやすくなっている
ガチャで、以下の特長にてご利用いただけます。
＜特長＞
・出現する GOD キャラクターは、3 体の神属性新 GOD キャラクター「【甘夢の巫
女】ノイ」
（CV：山崎はるかさん）と、「
【甘夢の巫女】エテルニス」
（CV：諏訪彩
花さん）と、「
【甘夢の巫女】ヴェリーミア」
（CV：福原綾香さん）のみです。
・3 体の新 GOD キャラクターは「潜在アビリティ」システムに対応しています。
また、50 パーセントの確率で「潜在アビリティ」解放済みの状態で出現します。
・新 GOD キャラクター3 体は、バレンタインイベントクエスト「Doki☆Doki Patisserie Club!」にて特効ボーナ
スを発揮します。
・出現する GOD アクセサリは、新 GOD アクセサリ「
【謎の仮面】支配人」のみです。
・10 連ガチャに限り、
「特別枠」にて UR 以上のキャラまたはアクセサリが 1 種確定します。
・10 連ガチャの特典として「スタンプ特典」をご入手いただけます。特典ラインナップには新 GOD キャラクター
3 体のうちお好きな 1 体と交換可能な「DDPC キャラクター交換券」が含まれています。
・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

■新しいパティシエ姿の巫女 GOD キャラクターのご紹介

「【甘夢の巫女】ノイ」

「【甘夢の巫女】エテルニス」

「
【甘夢の巫女】ヴェリーミア」

（CV：山崎はるかさん）

（CV：諏訪彩花さん）

（CV：福原綾香さん）
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◆「Doki☆Doki Patisserie Club! スタンプガチャ.」に関する詳細 URL
https://www.alchro.jp/news/190122-02/

パティシエ姿の巫女が勢揃いしたチャットスタンプがおまけ！
「ショップ」内にて特別な「因果石」を期間限定販売！
バレンタインイベントで活躍するパティシエ姿の巫女「【甘夢の巫女】ノイ」
（CV：山崎はるかさん）と、
「
【甘
夢の巫女】エテルニス」
（CV：諏訪彩花さん）と、
「【甘夢の巫女】ヴェリーミア」
（CV：福原綾香さん）が勢揃
いしたチャットスタンプがおまけの、特別な因果石をショップにて期間限定販売します。お 1 人様 1 回限定で
購入可能ですので、ぜひご購入いただき、限定のチャットスタンプを、
「ギルドチャット」などのゲーム内コミュ
ニケーションにお役立てください。

【「バレンタイン限定チャットスタンプ付き因果石販売」概要】
■販売期間
2019 年 1 月 22 日（火）16：00～1 月 29 日（火）13：59
■内容
ショップ内の因果石ラインナップに、期間限定かつ、お 1 人様 1 回限定にてご
購入いただけるおまけ付き因果石が登場しました。対象因果石ご購入時に、おま
けとしてパティシエ姿の巫女キャラクターが勢揃いしたチャットスタンプ「上手
にできました♪【甘夢の巫女】
」をご入手いただけます。

上手にできました♪【甘夢の巫女】

■販売ラインナップ詳細
因果石

960 個 ［960 円］+おまけチャットスタンプ「上手にできました♪【甘夢の巫女】」×1 個

◆「バレンタイン限定チャットスタンプ付き因果石販売」に関する詳細 URL
https://www.alchro.jp/news/190122-03/

特別プロジェクト「属性強化期間」の「神属性強化期間」がスタート！
神属性を活用して様々な恩恵を受けてプレイしよう！
「アルクロ」は、魅力の一つである「パーティ構築の楽しさ」を広げていくことを視野に、数々の改善や調
整を継続して行っています。調整の一環として、バトル環境の多様化に向けた特別プロジェクト「属性強化期
間」内の神属性版企画「神属性強化期間」を開始しました。期間中は、「属性強化 BINGO」の神属性バージョ
ンを特設ページに設置しているほか、様々なシーンで神属性にまつわる強化要素を多数ご用意しています。神
属性キャラクターやスキルを様々な場面でご活用いただくことで、多大な恩恵を受けられますのでぜひご参加
ください。
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【「神属性強化期間」概要】
■開催期間
2019 年 1 月 22 日（火）16：00～2 月 12 日（火）13：59
■内容
期間中は、神属性を活用したプレイに対して様々な恩恵が設定されます。詳しくは以下の内容をご確認ください。
＜内容＞
・
「属性強化 BINGO」の神属性強化期間バージョンを実施します。9 つのマス形式で特設ページに用意された様々
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神属性の
特別スキルをはじめとした豪華賞品を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

・属性別トーナメントの「神属性エリア」のみ、
「属性強化期間ボーナス」として、
「栄光のリボン」をご入手いた
だけます。
・
「曜日クエスト」にて、土曜日と日曜日に開催される「土日は鍛錬の祠」と「日曜は黄金の祠」について消費クエ
スト P が 1/2 の状態でお楽しみいただけます。
◆「神属性強化期間」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/190122-04/

コロシアムイベント「精神と刻の闘技場」スタート！
スペシャルなカーバンクルに出会えれば∞レアスキルの作成チャンス！
コロシアムが特別仕様に変化し、
「限定スキル」をドロップするスペシャルなカーバンクルが出現するコロシ
アムイベント「精神と刻の闘技場」を開始しました。
「精神と刻の闘技場」では、スペシャルなカーバンクル「バ
トルスペシャルラッキー」が出現します。
「バトルスペシャルラッキー」から入手可能な、神属性を含む全 6 種
類の限定スキルブックは、強力な力を発揮する∞スキルまで進化を重ねることが可能です。強力な∞スキルをご
作成いただき、パーティ強化にお役立てください。

【コロシアムイベント「精神と刻の闘技場」概要】
■開催期間
2019 年 1 月 22 日（火）16：00～1 月 29 日（火）13：59
■内容
期間中、コロシアムが青い背景が目印の「精神と刻の闘技場」仕様に変化します。
このコロシアムでは、通常姿を現さないバトラッキー「バトルスペシャルラッキー」と遭遇できることがあります。
「バトルスペシャルラッキー」からは、ドロップアイテムとして、神属性を含む全 6 属性の限定スキルブックの中か
らランダムで 1 個ご入手いただけます。ご入手された限定スキルブックは、進化のベースとして使用することで最高
で∞ランクのスキルへと進化させることが可能です。

◆「精神と刻の闘技場」に関する詳細 URL：
https://www.alchro.jp/news/190122-05/
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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。

■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/
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https://www.alchro.jp/
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