プレスリリース

2019/02/19
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

SSS スキル新実装で限定 GOD キャラがさらに強力に！
木属性は GOD 出現確率 2 倍！「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、2 月 19 日（火）より、属性
強化特化型ガチャの「エレメントガチャ」を開始したことをお知らせします。

属性ごとに日替わりで新 SSS スキル習得済み GOD キャラの入手チャンス！
「木属性強化版」として、木属性のみ GOD 出現確率 2 倍で 5 日間チャレンジ可能！
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」を開始しました。今回より、各属性にそれぞれ新しい限定 SSS スキルが登場し、GOD
キャラクターご入手の際は 50%の確率で限定新 SSS スキルを習得済みです。
出現 GOD キャラクターも各属性ごとにそれぞれ限定 GOD キャラクターお
よび「因果」対応キャラクターを含む 3 種に絞られ、狙いやすくなっていま
す。さらに UR キャラクターも一定確率で新限定 SSS スキルを習得している場
合がありますのでご注目ください。なお、通常「エレメントガチャ」の属性ラ
インナップは日替わりで変化しますが、現在実施中の「木属性強化期間」にち
なみ、木属性のみ、開催期間を通じて GOD 出現確率 2 倍にてご利用いただけ
ます。新たに登場した強力 SSS スキルを戦力強化にお役立てください。

【「エレメントガチャ」概要】
■開催期間
2019 年 2 月 19 日（火）16：00～2 月 23 日（土）15：59
＜属性ごとの開催日時＞
火属性: 2 月 19 日（火）16：00～2 月 20 日（水）15：59
水属性: 2 月 20 日（水）16：00～2 月 21 日（木）15：59
木属性: 2 月 19 日（火）16：00～2 月 23 日（土）15：59
※「木属性強化期間」にともない、長期間ご利用いただけます。

光属性: 2 月 21 日（木）16：00～2 月 22 日（金）15：59
闇属性: 2 月 22 日（金）16：00～2 月 23 日（土）15：59

◆「エレメントガチャ.」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/190219-01/
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■内容
出現キャラクターが単一の属性に絞られた属性強化特化型ガチャです。各属性日替わりで登場し、登場時にはそれ
ぞれに初回割引価格が適用されます。出現 GOD キャラクターは、限定 GOD キャラクターと「因果」対応キャラク
ターが含まれた 3 種類に絞られています。また、今回より新しい「エレメントガチャ限定 SSS スキル」が登場しま
した。GOD キャラクター獲得時には 50％、UR キャラクター獲得時は低確率で習得済み状態の入手が可能です。そ
して、出現 GOD アクセサリも 2 種に絞られており、うち 1 種は限定 GOD アクセサリです。なお、現在開催中の
「木属性強化期間」にともなう特別要素として、
「木属性」のみ、開催期間中いつでも GOD 出現確率 2 倍でご利用
いただけます。

■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＞

1 連ガチャ：300 個 10 連ガチャ：3,000 個

■エレメントガチャ限定 GOD キャラクターのご紹介
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）
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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/
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※Android は、Google Inc. の商標です。
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●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。
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