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5 連続コラボ企画「コラボ RUSH」第 5 弾！
『アルクロ』×『ファルキューレの紋章』開催！
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、4 月 4 日（木）より、株式会
社マイネットゲームスが運営を行う 5 種類のゲームタイトルとの連続コラボレーションイベント「コラボ
RUSH」の第 5 弾として大人気美少女育成×萌えゲーム RPG『ファルキューレの紋章』とのコラボレーショ
ンを開始したことをお知らせします。

美少女育成×萌えゲーム RPG『ファルキューレの紋章』とのコラボ！
特別ミッションなどの特別企画で『アルクロ』のアイテムが手に入る！
「コラボ RUSH」の第 5 弾として、大人気美少女育成×萌えゲーム RPG『ファルキューレの紋章』とのコラ
ボレーションイベントを実施します。特設ページに表示された所定のコラボミッションをご達成の際には、「因
果石」や「限定コラボアクセサリ」などの豪華賞品をご獲得いただけます。さらに、コラボ限定の GOD キャラ
クターやアクセサリがラインナップに含まれた「ファルキューレの紋章コラボガチャ」の開催など様々な企画を
ご用意していますのでぜひご参加ください。

【『アルクロ』×『ファルキューレの紋章』コラボイベント概要】
■開催期間
＜コラボミッション＞
2019 年 4 月 4 日（木）18：00 ～ 7 月 4 日（木）17：59 （予定）
※終了日時は変更になる場合がございます。
＜コラボガチャ＞
2019 年 4 月 4 日（木）18：00 ～ 4 月 18 日（木）17：59

■内容
『ファルキューレの紋章』とのコラボレーション企画として、
「コラボミッション」が公開されました。
特設ページに表示された『ファルキューレの紋章』に関する所定のミッションを達成していただくことで、報酬をご
入手いただけます。他にも様々な企画をご用意しておりますので、詳しくはゲーム内のお知らせをご覧ください。

◆『アルクロ』×『ファルキューレの紋章』に関する詳細 URL：https://www.alchro.jp/news/19040401
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5 連続コラボ期間中は「コラボ RUSH キャンペーン」を同時開催中！
ガチャ大量無料チャレンジ企画や因果石 7777 個ゲット可能な企画を実施！
『アルテイルクロニクル』では、計 5 種類のスマートフォン向けゲームアプリとの連続コラボレーション「コ
ラボ RUSH」を実施中です。
「コラボ RUSH」期間中は 2 週間間隔で次々とコラボレーションイベントが行わ
れます。
また、同時開催の「コラボ RUSH キャンペーン」では、対象タイトル 5 種類それぞれとのコラボ開始後 5 日
間、10 連ガチャを毎日 1 回無料でご利用いただけます。（1 タイトルあたり計 50 連分）さらに、参加タイト
ルとの連動企画にご参加いただくたびに手に入る
「コラボ参加証」を 5 つ集めていただいた方には、因果石 7777
個をプレゼントしますのでぜひご参加ください。

【「コラボ RUSH キャンペーン」概要】
■開催期間
☆「コラボ RUSH キャンペーン」実施期間
2019 年 2 月 7 日（木）18：00 より随時実施中
☆「ファルキューレの紋章コラボ記念無料 10 連ガチャ」実施期間
2019 年 4 月 5 日（金）0：00 ～ 4 月 9 日（火）23：59

■内容
株式会社マイネットゲームスが運営中のゲームアプリの中から、5 種類のタ
イトルとのコラボレーション「コラボ RUSH」を実施中です。
「コラボ RUSH」
では、第 1 弾の『刻のイシュタリア』から、2 週間単位で次々とコラボイベン
トを行っています。
さらに「コラボ RUSH」期間中は、各タイトルそれぞれにて行われるコラボ
イベント以外にも、5 種類全ての参加タイトルを対象にしたキャンペーンを、以
下の内容にて実施中です
第 5 弾の「ファルキューレの紋章」とのコラボレーションを記念した、
「ファ
ルキューレの紋章コラボ記念無料 10 連ガチャ」を実施しますのでぜひご利用
ください。
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■キャンペーン内容
＜10 連ガチャ無料キャンペーン＞
対象タイトル 5 種類のコラボイベント開催後の 5 日間は、毎日 10 連ガチャを無料でご利用可能です。1 タイトル
あたり最大 50 連分ご利用いただけます。この度スタートした第 5 弾の「ファルキューレの紋章」とのコラボレーシ
ョンを記念し、5 日（金）0：00 より、10 連ガチャを無料でご利用いただけます。
＜5 つすべてを集めると因果石 7777 個と交換可能！「コラボ参加証」をもれなくプレゼント＞
コラボ RUSH 参加タイトル連動企画にご参加いただいた方にもれなく「コラボ参加証」をプレゼントします。計 5 種
類分の参加証をすべて集めていただいた際には、因果石 7777 個との交換が可能です。

◆「コラボ RUSH キャンペーン」に関する詳細 URL：https://www.alchro.jp/news/190207-01/

■『ファルキューレの紋章』について

『ファルキューレの紋章』はプレイヤーが最強の騎士となって風の王国の美女達と共に冒険を繰り広げるロー
ルプレイングゲームです。
≪権利表記≫
≪公式サイト≫
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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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iOS 7.0 以降
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月額無料、一部アイテム課金
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© 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
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