プレスリリース

2019/01/23
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

いつでも限定 GOD キャラクター入手のチャンス！
新システム「ゴッドクロニクルガチャ ライト」実装！
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 23 日（水）より、新シ
ステム「ゴッドクロニクルガチャ ライト」を実装し、運用を開始したことをお知らせします。

GOD キャラクター出現ラインナップは限定キャラのみで毎週変化！
強力な∞スキル持ち限定 GOD キャラクター獲得チャレンジがいつでも可能に！
これまで入手可能時期が限られていた最高レアリティかつ強力な「∞スキル」を誇る「ゴッドクロニクルガチ
ャ限定 GOD キャラクター」
（以下、GC 限定キャラ）の獲得にいつでも挑戦可能とする新システム「ゴッドクロ
ニクルガチャ ライト」を実装し、1 月 23 日（水）16：00 より運用を開始しました。
「ゴッドクロニクルガチャ ライト」は「スペシャルガチャ」と同様、因果石のご使用によって常にご利用可能
なガチャです。出現 GOD キャラクターのラインナップが、現在登場している「GC 限定キャラ」のうち、ピッ
クアップされた 4 体に絞られて狙いやすくなっていることが大きな特長で、ピックアップ対象となる 4 体のラ
インナップは part1 から part4 までに分かれ、週ごとに変化します。
ただし、随時限定にて開催されている通常版「ゴッドクロニクルガ
チャ」とは異なり、ライト版では「GOD 出現確率 2 倍」や「10 連
特典アイテム「運命の神糸」のご入手」をはじめとする特別な要素は
ありません。通常版につきましては、従来と同様に随時開催させてい
ただきます。
∞スキルの獲得機会が常に準備され、パーティ編成の試行錯誤を重
ねることを容易にした新システムをぜひご活用ください。

【「ゴッドクロニクルガチャ ライト」概要】
■開始時期
2019 年 1 月 23 日（水）16：00 より開始

■内容
因果石の使用により常にご利用可能なガチャシステムで、ライト版「ゴッ
ドクロニクルガチャ」として以下の特長にてお楽しみいただけます。
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＜特長＞
・出現 GOD キャラクターのラインナップが 2018 年 12 月末までに登場中の「GC 限定キャラ」全 16 体の中から
ピックアップされた 4 体のみに絞られたガチャです。
・
「ゴッドクロニクルガチャ限定 GOD キャラクター」は「∞ランクの夢幻スキル」を習得しています。
・ピックアップ対象の 4 体は part に分かれており、毎週火曜日 16 時に変更されます。開始より 4 週が経過し、
part4 が終了する 5 週目からは、part1 から再度スタートします。
・各 part 共に、初回ご利用時に割引価格が適用されます。また、再度同 part をご利用いただく際にも同様に毎回初
回割引価格が適用されます。
・GOD アクセサリにつきましては、通常版「ゴッドクロニクルガチャ」と同様、「比較的登場して間もない GOD ア
クセサリ」がラインナップに含まれますが、週ごとのラインナップ変更は行いません。UR や R のキャラクターおよ
びアクセサリにつきましても同様です。
・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。
・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。
・随時開催中の通常版「ゴッドクロニクルガチャ」とは異なり、GOD 出現確率は 2 倍ではなく通常確率です。
・随時開催中の通常版「ゴッドクロニクルガチャ」とは異なり、10 連特典アイテムの「運命の神糸」はご利用いた
だけません。
■「GC 限定キャラ」出現ラインナップご紹介
◆part1 対象キャラクター
【黒の戦乙女】アイギナ
（CV：中道美穂子さん、 イラスト：ぽぽるちゃさん）

【失われし名】アルミラル
（CV：一杉佳澄さん、 イラスト：米月かなさん）

【月想の公女】ラヴィニア
（CV：橋本結さん、 イラスト：KASEN さん）

【竜皇帝】ジュッズヴァー
（CV：阿部里果さん、 イラスト：結川カズノさん）

◆part2 対象キャラクター
【終末皇帝】エクサート
（CV：朝倉栄介さん、 イラスト：米月かなさん）

【魔王】ジュダ
（CV：前野智昭さん）
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【怠惰の七獄魔】ベルフェ
（CV：新田ひよりさん）

【太陽人神】アンノウン
（CV：各務立基さん、 イラスト：結川カズノさん）

◆part3 対象キャラクター
【闇の宝石獣】メリザナ
（CV：堀江由衣さん、 イラスト：saraki さん）

【博愛の憤鎚】ロディタ
（CV：田毎なつみさん、イラスト：碧風羽さん）

【救世主】カタラ
（CV：武内健さん）

【天竜の乙女】イリア
（CV：久木田かなこさん、 イラスト：toi8 さん）

◆part4 対象キャラクター
【厭人将校】シド
（CV：藤井美波さん、イラスト：Dite さん）

【最終因果系歌姫】ナナセ
（CV：宮崎水希さん、 イラスト：ぽぽるちゃさん）

【書庫の契約者】バネット
（CV：一色まゆさん、イラスト：騎羅さん）

【現人邪神】エルガンディ
（CV：高梨謙吾さん、 イラスト：toi8 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＞

※part が切り替わる度に毎回適用されます。

1 連ガチャ：300 個 10 連ガチャ：3000 個

◆「ゴッドクロニクルガチャ ライト」に関する詳細 URL： https://www.alchro.jp/news/190123-01/
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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/

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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