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2019/05/16
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

オンラインカードゲームの原点「アルテイル」の
新作アプリ『アルテイル NEO』
ラヴァートグランプリ「リティル杯」来場者特典発表！
世界で活躍中の VR アーティストせきぐちあいみさん参戦！
「叡智崩落」神族別パック「ゴウエン&ファルカウ」発売！
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向けアプ
リ『アルテイル NEO』にて開催するラヴァートグランプリ「リティル杯」リアルイベントの来場者特典を発表
いたしました。さらに世界で活躍中の VR アーティストせきぐちあいみさんが参戦することが決定いたしまし
た。また併せて、「叡智崩落」神族別パック「ゴウエン&ファルカウ」発売しましたことをお知らせいたしま
す。

ラヴァートグランプリ「リティル杯」来場者特典発表！
アルテイル NEO の新チャンピオンの誕生に立ち会おう！
『アルテイル NEO』はシーズンチャンピオンを決める大会ラヴァートグランプリ「リティル杯」リアルイベン
トを e-sports SQUARE AKIHABARA にて 2019 年 5 月 25 日（土）に開催いたします。このリアルイベント
に来場されたお客様に来場者特典として、限定の特別着せ替えカード神帝竜『アウグスタ』をプレゼントいた
します。アルテイル NEO の新チャンピオン誕生の瞬間に立ち会い、会場限定のカードを手に入れましょう。

■ラヴァートグランプリ「リティル杯」概要
ラヴァートグランプリ「リティル杯」は５月、６月、７月の月間チャンピオン 3 名と、１月 31 日（木）メ

ンテナンス後～４月２６日（金）のメンテナンス開始までの期間において RP ランキング上位 5 名が優勝
賞金 30 万円を賭け『アルテイル NEO』のシーズン日本一を決める大会です。

ラヴァートグランプリ「リティル杯」特設ページ
https://alteilneo.com/campaign/offline_event2/?PR=01
前回イベントラヴァ―トグランプリ「ジュッズヴァー杯」の様子
https://alteilneo.com/campaign/offline_summary/?PR=01
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■開催場所
2019 年 5 月 25 日（土）
開場 13：00
（13：45 イベント開始予定、17：30 イベント終了予定）
■開催日時
e-sports SQUARE AKIHABARA
URL： https://e-sports-square.com/
■来場者特典
神帝竜『アウグスタ』

さらに世界で活躍中の VR アーティスト「せきぐちあいみ」さんがゲスト参戦！
『アルテイル NEO』のキャラクター死の踊り子『レレイウ』の声優を務め、世界各地で活躍中の VR アーティ
スト「せきぐちあいみ」さんがゲストで参戦することが決定いたしました。会場にて話題沸騰中の VR アート
を披露してくれます。普段見ることが出来ない最先端の VR アートを会場でその目に焼き付けましょう。
クリーク・アンド・リバー社所属。
VR アーティストとして多種多様なアート作品を制作しながら、
国内にとどまらず、海外（アメリカ、ドイツ、タイ、マレーシ
ア、シンガポール etc）でも VR パフォーマンスを披露して活動
している。
Twitter：https://twitter.com/sekiguchiaimi
公式 HP：https://www.creativevillage.ne.jp/lp/aimi_sekiguchi/
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叡智崩落神族別パック「ゴウエン&ファルカウ」発売！
『アルテイル NEO』は 2019 年 5 月 16 日（木）12:00 ～ 2019 年 5 月 26（日） 23:59 の期間にて叡
智崩落神族別パック「ゴウエン&ファルカウ」の発売を開始いたしました。第 3 弾カードパック「叡智崩落」
からそれぞれ「ゴウエン」と「ファルカウ」のカードとシールドのみが排出されるカードパックです。狙った
神族のカードを手に入れてデッキを強化しましょう。
■神族別カードパック概要
2019 年 4 月 26 日（金）に発売を開始した第 3 弾カードパック「叡智崩落」からそれぞれ「ゴウエン」と
「ファルカウ」のカードとシールドのみが排出されるカードパックです。
※提供割合につきましてはゲーム内該当パックのタブ「パック詳細」にてご確認いただけます。
■販売期間
2019 年 5 月 16 日（木）12:00 ～ 2019 年 5 月 26（日） 23:59
■販売価格
1 パック（6 枚）150 ベリル
1 ボックス（60 枚）1500 ベリル
※有償ベリル、無償ベリルで購入が可能です。

スタートダッシュの大チャンス！
今始めた方には、120 パックと 444 枚のカードをプレゼント！

『アルテイル NEO』では 2019 年５月 31 日（金）23:59 までに、新規でダウンロードされたお客様に「BASIC
カードパック」を 120 パック（約 36000 円相当)をプレゼントいたします。さらに、148 種類のカードを各 3
枚、合計 444 枚プレゼントいたします。大変お得なこの機会に『アルテイル NEO』をお楽しみください。

■開催期間
5 月 31 日（金）23:59 まで
Copyright © 2019 CORE EDGE All Rights Reserved.

2019/05/16
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

プレスリリース

■プレゼント内容
＜チュートリアル突破時＞
事前登録報酬&チュートリアル突破報酬として下記 3 点をプレゼントいたします。
・
「BASIC パックチケット」40 枚
・
「BASIC パック」のカード 444 枚（148 種類、各 3 枚）
・最高レアリティカード「混沌の美女『アンナローゼ』
」と SR カード「守護騎士団長『アイギナ』
」
＜初心者ログインボーナス＞
・15 日間合計で「BASIC パックチケット」80 枚
■GooglePlay からダウンロード！
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.coreedge.alteilneo&hl=ja
■AppStore からダウンロード！
https://itunes.apple.com/JP/app/id1287923121?mt=8
■公式サイト
URL：https://alteilneo.com/?PR=01
■公式 SNS
Twitter：https://twitter.com/alteilneo
Facebook：https://www.facebook.com/alteilneo/
Facebook(USA)：https://www.facebook.com/Alteil/
公式 SNS では、
『アルテイル NEO』の最新情報やお得な情報を発信してまいりますので、この機会にご登録
ください。
※ゲーム画像を含め本情報には開発中のものが含まれます。
※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。
●『アルテイル NEO』について
ジャンル

リアル対戦カードゲーム

公式サイト

https://alteilneo.com/

対応デバイス

iOS 、Android

料金

無料 ※一部アイテム課金がございます。

権利表記

© Coreedge Inc / © So-net Game Studio Limited

※一部非推奨端末がございます。

※iOS は、米国およびその他の国で登録された Cisco の商標です。
※Android は Google LLC 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国産スマホアプリの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。

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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