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火属性の強力スキルを手に入れるチャンス！！
火属性の活用で恩恵も！「火属性強化期間」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、3 月 8 日（金）より、
「火属性強
化期間」を開始しました。また、
「火属性アルティメットガチャ 紅の契約 ver.」およびコロシアムイベント「バ
トルラグナロク 火属性応援 ver.」を開始することをお知らせします。

「火属性強化期間」がスタート！火属性の強力なスキルを手に入れることも可能！
火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』では、本作の大きな魅力の一つである「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実施しています。調整の一環として実施中の、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」にて、火属性版の強化企画「火属性強化期間」を開始しました。期間中は、様々なシー
ンで火属性にまつわる強化要素を優先して多数ご用意しているほか、火属性キャラクターやスキルのご活用によ
って、多大な恩恵を受けることが可能ですので、お気軽にご参加ください。

【「火属性強化期間」概要】
■開催期間
2019 年 3 月 8 日（金）16:00～4 月 2 日（火）13:59

■内容
期間中にミッションイベント「属性強化 BINGO」を実施するほか、
「トーナメント」
、「曜日クエスト」の一部要素
にて、火属性にまつわる様々な恩恵が設定されます。詳しくは以下の詳細説明をご確認ください。

＜詳細説明＞
・
「属性強化 BINGO」の火属性強化期間バージョンを開始しました。BINGO 内に設定されたミッション達成数に応じて成
立したラインによって、強力な火属性スキルなどの報酬をご入手いただけます。
・属性別トーナメントの「火属性エリア」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」内にて、火曜日開催の火属性クエスト「火曜は火柱の祠」の消費クエスト P が 1/2 に軽減されます。

◆「火属性強化期間」に関する詳細 URL：https://www.alchro.jp/news/190308-01
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新 GOD キャラ 2 体追加！新 GOD 確定のチャンスも！
火属性の強力キャラクターを特典付きでゲットするチャンス！
近日開催のイベントで活躍する火属性新 GOD キャラクター「【緋色の魔操術】マルテ」（CV：河瀬茉希さん）
と、
「
【千古の暴炎帝】ムルキベル（CV：中島卓也さん、イラスト：旗助さん）
」が、登場の GOD キャラクターとして
ラインナップに含まれた「火属性アルティメットガチャ 紅の契約 ver.」を開始しました。

UR 以上のキャラクターの出現ラインナップはすべて火属性が用意されており、火属性のキャラクターを集め
やすくなっている 10 連専用のガチャで、1 回目、3 回目、5 回目ご利用時には、新 GOD キャラクターの「マル
テ」、
「ムルキベル」いずれか 1 体が確定でご入手いただけます。さらに、特典として特別な「スキルブック」など 8
種類のアイテムラインナップの中から 1 種をご入手いただけます。火属性新 GOD キャラクターをご入手いただき

「火属性強化期間」にてお役立てください。

【「火属性アルティメットガチャ 紅の契約 ver.」概要】
■開催期間
2019 年 3 月 8 日（金）16:00～4 月 2 日（火）13:59

■内容
「火属性アルティメットガチャ 紅の契約 ver.」は、出現する最高レアリ
ティの GOD と UR が火属性キャラクターのみに絞られた特別なガチャで、
10 連ガチャのみご利用いただけます。
ラインナップには、新 GOD キャラクターの「
【緋色の魔操術】マルテ」
（CV：
河瀬茉希さん）と、
「【千古の暴炎帝】ムルキベル（CV：中島卓也さん、イ
ラスト：旗助さん）
」が含まれています。また、ラインナップ内の UR 以上
のキャラクターは、全て火属性のキャラクターです。
そして、1 回目、3 回目、5 回目ご利用の際は、新 GOD キャラクターの「マ
ルテ」、
「ムルキベル」いずれか 1 体が確定でご入手いただけるうえ、特典と
して 8 種類のアイテムラインナップの中から 1 種をご入手いただけます。特
典の中には「火属性の強力なスキルブック」も含まれていますので、ご注目く
ださい。
また、当ガチャは初回割引価格が 1,000 因果石でご利用いただくことがで
き、
2～4 回目までも、
通常価格の 3,000 因果石よりもご利用いただきやすい価格設定とさせていただいています。
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■火属性新 GOD キャラクター

「【緋色の魔操術】マルテ」

「【千古の暴炎帝】ムルキベル」

（CV：河瀬茉希さん）

（CV：中島卓也さん、イラスト：旗助さん）

■必要因果石
1 回目：1,000 個、2 回目：1,500 個、3 回目：2,000 個、4 回目：2,500 個、5 回目以降：3,000 個

◆「火属性アルティメットガチャ 紅の契約 ver.」に関する詳細 URL
https://www.alchro.jp/news/190308-02

「火属性強化期間」と連動したコロシアムイベントがスタート！
限定称号や火属性 GOD キャラと交換可能な「交換券」などの豪華報酬が！
週末のコロシアムが舞台のバトルイベント「バトルラグナロク」を、現在実施中の「火
属性強化期間」にちなんだ「火属性応援 ver.」としてスタートしました。「火属性応援
ver.」では、ランキング報酬として特別称号や、ラインナップ内の火属性 GOD キャラ
クターと交換可能な「バトルラグナロク交換券」
、さらにギルドランキング報酬で「エレ
メントガチャチケット 火」など様々なアイテムをご入手いただけます。週末はコロシ
アムで存分にバトルをお楽しみください。

【「バトルラグナロク 火属性応援 ver.」概要】
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■開催期間
2019 年 3 月 8 日（金）16：00～3 月 11 日（月）13：59

■内容
「バトルラグナロク 火属性応援 ver.」は、「コロシアム」をプレイすることで獲得可能な「イベントポイント」を
競うバトルイベントです。期間中に獲得した「イベントポイント」のランキングに応じて、限定称号や「バトルラグナ
ロク交換券」などの豪華報酬を獲得可能です。また、ランキングは個人・ギルドそれぞれで集計され、結果に応じた報
酬をご入手いただけます。

◆「バトルラグナロク 火属性応援 ver.」に関する詳細 URL：https://www.alchro.jp/news/190308-03

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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※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。
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