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イベント「キャット&リリース」開催！
特別ガチャには新しい猫耳 GOD キャラクター2 体が登場！
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、2 月 15 日（金）より、イベ
ント「キャット&リリース」を開始しました。また、
「キャット&リリーススタンプガチャ」を実施するほか、
「C＆R チケット付き因果石」や「イベント「キャット&リリース」限定アイテムパック」、さらに「GOD 確定
チケット付き因果石」の販売を行うことをお知らせします。

猫耳キャラたちが活躍するイベント「キャット＆リリース」がスタート！
チャンスエリアを活用して限定レアスキルや貴重な「因果」をゲット！
人気の猫耳キャラクターとともに猫族の村の危機を救うことが目的のイベント「キャット&リリース」がスタ
ートしました。イベントクエストなどで集めたアイテムは、現在実施中の「木属性強化期間」に合わせて用意
された限定レアスキルや、貴重な「因果」などの豪華報酬と交換可能です。
さらに、クリア時に手に入る「
【伝承者】リト」（CV：藤井美波さん、イラス
ト：カズフミさん）は、交換所で入手した専用アイテムで育成可能です。
また、新しい猫耳キャラクターの「
【流離う狩人】フィンマ」
（CV：依田菜津
さん、イラスト：Genyaky さん）
、
「
【猫娘矜持】シュティ」
（CV：牧野天音さ
ん、イラスト：rioka さん）に適用されているイベント特効によって、効率的な
アイテム収集が可能ですのでご活用ください。

【「キャット&リリース」概要】
■開催期間
2019 年 2 月 15 日（金）16：00～3 月１２日（火）13：59
■内容
可愛い猫耳キャラクターたちと猫族の村を救うストーリーをお楽しみいただけるイベントクエスト「キャット&リ
リース」では、イベントアイテムを集めることで、交換所にて限定スキルや貴重な「因果」などの豪華報酬をご入手
いただけます。また、様々な方法によって入手可能な「黄金のマタタビ」を使うことで挑戦可能なチャンスエリア
「ハンティングタイム」では、イベントアイテム大量入手を狙うことができます。そして、クエストクリアで入手可
能な「【伝承者】リト」（CV：藤井美波さん、イラスト：カズフミさん）は、交換所で入手できる専用アイテム「【剣
聖の打刀】にゃさむね」を使った覚醒進化が可能です。他にも、BINGO 形式のミッションや特別ログインボーナス
からも様々な報酬をご入手いただけます。

◆「キャット&リリース」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/190215-01/
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猫耳 GOD キャラクター2 体が新登場！「キャット&リリース スタンプガチャ」
GOD 出現確率 1.5 倍！スタンプ特典からも新キャラクターゲットのチャンス！
新たに登場した猫耳 GOD キャラクター2 体がラインナップに含まれた「キャット&リリース スタンプガチ
ャ」を開始しました。新キャラクター「
【流離う狩人】フィンマ」
（CV：依田菜津さん、イラスト：Genyaky
さん）と、
「
【猫娘矜持】シュティ」
（CV：牧野天音さん、イラスト：rioka さん）は、イベントクエスト「キャ
ット&リリース」で特効ボーナスを発揮し、ご活用いただくことで有利にイベントを進めることができます。
そして、今回は、現在開催中の「コラボ RUSH キャンペーン」にちなんだ特別版として、
「GOD 出現確率
1.5 倍」でご利用いただけるほか、10 連ガチャご利用時にはスタンプ特典として「C&R キャラクター交換
券」をご入手いただけるチャンスをご用意しています。魅力あふれる猫耳キャラクターをパーティ強化にお役
立てください。

【「キャット&リリース スタンプガチャ」概要】
■開催期間
2019 年 2 月 15 日（金）16：00～3 月 12 日（火）13：59
■内容
出現 GOD キャラクターのラインナップが、新たに登場した猫耳 GOD キャ
ラクター2 体に絞られ、狙いやすくなっているガチャです。新キャラクター2
体をイベントクエスト「キャット&リリース」で使用すると特効ボーナスの恩
恵を得ることができます。
また、今回は現在開催中の「コラボ RUSH キャンペーン」にちなんだ特別
版として、
「GOD 出現確率 1.5 倍」でご利用いただけるほか、
10 連ガチャご利用時には「スタンプ特典」をご入手いただけます。スタンプ
特典の中には新しい猫耳 GOD キャラクターの中からお好きなものを選んでの
交換が可能な「C&R キャラクター交換券」も含まれています。

■必要因果石
＜初回割引価格＞ 1 連ガチャ：150 個

10 連ガチャ：1,500 個

＜通常価格＞

10 連ガチャ：3,000 個

1 連ガチャ：300 個
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■新しい猫耳 GOD キャラクター

「【流離う狩人】フィンマ」

「【猫娘矜持】シュティ」

（CV：依田菜津さん、

（CV：牧野天音さん、

イラスト：Genyaky さん）

イラスト：rioka さん）

◆「キャット&リリース スタンプガチャ」に関する詳細 URL：
https://www.alchro.jp/news/190215-02/

「キャット&リリース スタンプガチャ」に使える「C&R チケット」×5 個がおまけ！
「ショップ」内にて特別な「因果石」を期間限定販売！
「C&R チケット」×5 個がおまけの特別な因果石を、ショップにて期間および数量限定販売します。
「C&R チ
ケット」は 1 個につき「キャット&リリース スタンプガチャ」を 1 回ご利用いただけるチケットです。最低価
格での販売となりますので、ぜひご入手いただき、GOD 確率 1.5 倍で猫耳新 GOD キャラクターを狙いやすい
ガチャにお気軽にご挑戦ください。

【「C&R チケット付き因果石販売」概要】
■販売期間
2019 年 2 月 15 日（金）16：00～2 月 19 日（火）13：59
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■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「C&R チケット」×5 個をセットでご入手いただけます。
「C&R チケット」は 1 個につき、
「キャット&リリース スタンプガチャ」を 1 回ご利用いただけます。
■販売ラインナップ詳細
因果石 120 個＋おまけ「C&R チケット」×5 個

：価格 120 円

※お１人様 1 回限りご購入可能です。

◆「C&R チケット付き因果石販売」に関する詳細 URL：

https://www.alchro.jp/news/190215-03/

イベントにちなんだキャラクターやアイテムをセットにした限定パックが登場！
「キャット&リリースパック」および「赤猫パック」
「白猫パック」の 3 種類を販売！
イベント「キャット&リリース」にちなんだキャラクターやアイテムをセットにしたパックを 2 種類販売開始
しました。新たに「潜在アビリティ」に対応し強力な力を得た、人気の猫耳 GOD キャラクター「
【猫剣聖】リ
ト」
（CV：藤井美波さん、イラスト：カズフミさん）もしくは 「【光の弓】フィスターア」
（CV：藤井美波さん、
イラスト：カズフミさん）とアイテムがセットになったパックと、特別なイベントアイテム詰め合わせパックを
ご用意しています。イベントを有利に進めることができるパックとなっておりますのでぜひご活用ください。

【「イベント「キャット&リリース」限定パック販売」概要】
■販売期間
2019 年 2 月 15 日（金）16：00～2 月 22 日（金）13：59
■内容
ショップにて、イベント「キャット&リリース」にちなんだ 3 種類のアイテムパックを限定販売します。それぞれ
お 1 人様 1 回限りご購入可能です。
■販売ラインナップ詳細
1、
「「キャット&リリース」パック」

価格：500 因果石

内容：
「C&R チケット」×1 個、「黄金のマタタビ」×1 個、
「虹エリクサー」×1 個、
「バトルチケット」×30 個
2、「赤猫パック」 価格：3,500 因果石
内容：GOD キャラクター「【猫剣聖】リト」（CV：藤井美波さん、イラスト：カズフミさん）×1 体
称号「赤猫」×1 個、
「C&R チケット」×3 個、
「黄金のマタタビ」×1 個、
「虹エリクサー」×5 個、
「虹宝玉のカーバンクル」×20 個
3、「白猫パック」 価格：3,500 因果石
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内容：GOD キャラクター「【光の弓】フィスターア」（CV：藤井美波さん、イラスト：カズフミさん）×1 体
称号「白猫」×1 個、
「C&R チケット」×3 個、
「黄金のマタタビ」×1 個、
「虹エリクサー」×5 個、
「虹宝玉のカーバンクル」×20 個

◆イベント「キャット&リリース」限定パック販売に関する詳細 URL：
https://www.alchro.jp/news/190215-04/

限定 GOD キャラクターがラインナップに含まれ、1 枠 GOD 確定の
「GOD 確定ガチャ」に挑戦可能なチケットがおまけの特別因果石を限定販売
強力な能力を誇る、
「ゴッドクロニクルガチャ」や「アルテイルエヴォリューションガチャ」限定 GOD キャラ
クターがラインナップに含まれ、特別枠にて GOD が確定し、通常枠も GOD 出現確率が 2 倍の 10 連ガチャ
「GOD 確定ガチャ」にご挑戦いただけるチケットがおまけの特別な因果石を、お 1 人様 1 回限りかつ期間限定
にて販売します。ゲーム内最高クラスの能力を誇るキャラクター獲得チャンスにぜひご参加ください。

【「GOD 確定チケット付き因果石販売」 概要】
■期間
①おまけ付き「因果石」販売期間
2019 年 2 月 15 日（金）16：00～2 月 19 日（火）13：59
②「GOD 確定チケット」利用可能期間
2019 年 2 月 15 日（金）16：00～2 月 26 日（火）13：59
■内容
特別枠で GOD が確定し、通常枠でも GOD 出現確率 2 倍でご利用いただける「GOD 確定ガチャ」にご挑戦いただ
けるチケット「GOD 確定チケット」がおまけの因果石を、ショップ内にて期間限定販売します。なお、
「GOD 確定ガ
チャ」の出現キャラクターラインナップには「ゴッドクロニクルガチャ」や「アルテイルエヴォリューションガチャ」
限定のキャラクターも含まれています。
■販売ラインナップ詳細
因果石 480 個＋おまけ「GOD 確定チケット」×1 個

：価格 480 円

※お１人様 1 回限りご購入可能です。

◆「GOD 確定チケット」付き因果石販売に関する詳細 URL：
https://www.alchro.jp/news/190215-05/
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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] https://app.appsflyer.com/jp.coreedge.alchro?pid=PR
[iOS] 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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