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「初音ミク」コラボ第２弾の開催日決定！
4 月 10 日（火）からスタート！
開催日決定を記念し、コラボオリジナル楽曲を先行公開！
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、アルテイルクロニクル）』にて、人気バーチャル・
シンガー「初音ミク」とのスペシャルコラボレーション第 2 弾を 4 月 10 日（火）より開催する事をお知らせ
いたします。

4 月 10 日（火）よりスペシャルコラボレーションがスタート！
新規書き下ろしのコラボオリジナル楽曲を先行公開！！事前ログボもスタート！
『アルテイルクロニクル』と、人気バーチャル・シンガー「初音ミク」とのスペシャルコラボレーション第
2 弾の開催が 4 月 10 日（火）に決定しました。今回のコラボレーションは「初音ミク」だけでなく、「巡音ル
カ」や「MEIKO」
、
「KAITO」も新規描き下ろしのオリジナルイラストで登場するスペシャルコラボレーショ
ンです。そして、この度の開催日決定を記念し、今回のコラボ向けに新たに書き下ろされたコラボオリジナル
楽曲「センセーションは終わらない！」を本日より先行公開しますのでぜひご視聴ください。さらに、コラボ
レーション事前企画として、特別ログインボーナスを 4 月 4 日（火）０時からコラボレーション開始まで実施
します。
☆「初音ミク」とは http://piapro.net/
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフ
トウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなり
ました。
「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍
するようになり、人気は世界に拡がっています。
※「鏡音リン」
「鏡音レン」
「巡音ルカ」
「MEIKO」
「KAITO」もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチ
ャル・シンガーです。

◆「初音ミク」コラボレーション第 2 弾開催日決定に関する詳細 URL
https://www.alchro.jp/news/180403-01
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■祝！開催日決定！コラボオリジナル楽曲を先行公開！
スペシャルコラボレーション開催日決定を記念して、本日 4 月 3 日（火）よりコラボオリジナル楽曲「セン
セーションは終わらない！」を先行公開します。今回の楽曲は、人気楽曲プロデューサーの「キノシタ」さん
が『アルテイルクロニクル』の為に書き下ろした新曲です。ぜひご視聴ください。

☆楽曲プロデューサー 「キノシタ」さん のご紹介
中毒性の高い楽曲制作の他に、イラストや動画制作まで全て自身でこなす、今勢いのあるボカロ P です。

mylist:

http://www.nicovideo.jp/mylist/56280325

twitter: @k1n0shita

◆「センセーションは終わらない！」楽曲公開ページ
YouTube：

https://youtu.be/sOoEyx_I-lQ

ニコニコ動画：

http://www.nicovideo.jp/watch/sm32994579

■「コラボ事前ログインボーナス」がスタート
この度のスペシャルコラボレーション第 2 弾開催日決定にともない、「コラボ事前ログインボーナス」を実
施します。ゲームにログインしていただくだけで、ゲーム内ですぐにご利用いただける「因果石」や、コラボ
期間中に専用ガチャにチャレンジ可能な「初音ミクチケット」を先行してご入手いただけます。
＜期間＞
2018 年 4 月 4 日（火）0:00 ～ 4 月 10 日（火）23:59
＜詳細＞

期間中、ゲームにログインしていただいた方に、ログイン日数に応じて特典をプレゼントします。
＜ログイン日数および特典＞
ログイン日数

特典

1 日目

「初音ミクチケット」×1 個

2 日目

「因果石」×100 個

3 日目

「初音ミクチケット」×1 個

4 日目

「因果石」×100 個

5 日目

「初音ミクチケット」×1 個

6 日目

「因果石」×100 個

7 日目

「初音ミクチケット」×1 個
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フォロー＆リツイートだけで iTunes/Google Play コードを抽選でプレゼント！
さらに総リツイート達成数に応じて「ガチャチケット」をプレゼント！
『コラボ記念 Twitter キャンペーン』
この度の「初音ミク」とのスペシャルコラボレーション実施を記念し、「コラボ記念 Twitter キャンペーン」
を実施します。
「アルテイルクロニクル公式 Twitter アカウント」（@Alchro_Official）をフォローし、対象ツ
イートをリツイートしていただいた方の中から抽選で 100 名様に 1,500 円分の iTunes/Google Play のコー
ドをプレゼントします。さらに、対象ツイートのリツイート達成数に応じて、全員に「ガチャチケット」をプ
レゼントします。フォロー＆リツイートだけの簡単条件ですのでぜひお気軽にご参加ください。

■「コラボ記念 Twitter キャンペーン」 概要
＜期間＞
2018 年 4 月 3 日（火）16:00 ～ 5 月 8 日（火）23:59
＜詳細＞
以下の内容にてキャンペーンを実施します。
・フォロー＆リツイートで抽選！
「アルテイルクロニクル公式 Twitter アカウント」
（@Alchro_Official）をフォローし、対象ツイートをリツイート
していただいた方の中から抽選で 100 名様に 1,500 円分の iTunes/Google Play のコードをプレゼント。
※すでに公式 Twitter をフォロー済みの方は、リツイートのみにて抽選対象とさせていただきます。
・総リツイート数でもれなく！
指定ツイートのリツイート数に応じた数量の、
「ガチャチケット」を全プレイヤーにプレゼントします。
※「ガチャチケット」は「スペシャルガチャ」を回せるチケットです。
＜総リツイート数および特典＞

達成条件

プレゼント

200 リツイート

ガチャチケット×1 個

400 リツイート

ガチャチケット×2 個

600 リツイート

ガチャチケット×3 個

800 リツイート

ガチャチケット×4 個

1000 リツイート

ガチャチケット×5 個

1500 リツイート

ガチャチケット×10 個

以降、100 リツイート達成毎

ガチャチケット×1 個

★対象ツイートは公式 Twitter アカウントをチェック★
アルテイルクロニクル公式 Twitter

@Alchro_Official

◆「コラボ記念 Twitter キャンペーン」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/180403-02
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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、10 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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