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新しい 3 種のマスを追加し、戦略の幅が拡大！
ギルドバトル「リンクフィールド ver.Summer」
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、略称：アルクロ）
』にて、8 月
10 日（水）より 3 種類の新マスが追加された「リンクフィールド ver.Summer」や、新 GOD キャラが 2 体登
場した「トロピカルガチャ Refrain」
、そして「サマーピックアップガチャ#2」を実施する事をお知らせしま
す。

「ラヴァートクラム」をたくさん集めることで、夏イベントのガチャに
たくさんチャレンジすることも可能！「リンクフィールド ver.Summer」
最大 20 人対 20 人で行われる「ギルド vs ギルド」のバトルコンテンツ「リンクフィールド ver.Summer」
を 8 月 10 日（金）より開催します。「リンクフィールド ver. Summer」では、現在開催中の夏イベント「常夏
トロピカルサマー」に対応した専用アイテム「ラヴァートクラム」を収集することが出来ます。
「ラヴァートクラ
ム」を集めることで、イベント交換所にてイベントアイテム「トロピカルドロップ」と交換可能です。
「トロピカ
ルドロップ」は「トロピカルドロップガチャ」にご使用いただけます。また、参加するだけで勝敗に関係なく
「因果石」などの豪華報酬が獲得でき、勝利することでさらに豪華報酬が獲得できます。さらに、獲得ポイント
上位のギルドにはランキング報酬として、特別称号をご用意しています。また、今回の「リンクフィールド ver.
Summer」より、新たなマスを 3 種類同時に追加しました。追加されたマスはどれも強力なマスとなりますの
で、ぜひご活用いただき「リンクフィールド ver. Summer」をお楽しみください。

【「リンクフィールド ver.Summer」概要】■開催期間
第 1 週目エントリー期間
2018 年 8 月 8 日（水）16:00～8 月 13 日（月）11:30
実施期間
2018 年 8 月 10 日（金）18:00～8 月 13 日（月）12:30

第 2 週目エントリー期間
2018 年 8 月 22 日（水）16:00～8 月 27 日（月）11:30
実施期間
2018 年 8 月 24 日（金）18:00～8 月 27 日（月）12:30

第 3 週目エントリー期間
2018 年 8 月 29 日（水）16:00～9 月 3 日（月）11:30
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実施期間
2018 年 8 月 31 日（金）18:00～9 月 3 日（月）12:30

■新たに追加された 3 種類のマスについて
・スタン設置マス
敵軍の次の「バトルフィールド」内の 25 マスのうちいずれか 1 個にスタントラップマスをランダムに設置します。

・回復マス
自身の「攻撃回数」を「3」回復することが出来ます。

・スタントラップマス
「スタン設置マス」によって設置されたマスです。通常のスタンマスとは異なり STUN を押したプレイヤーは 30 秒
間「攻撃」を行えず、
「攻撃回数の回復」が停止した状態になります。

◆「リンクフィールド ver.summer」に関する詳細 URL https://www.alchro.jp/news/180810-01/

新しい水着ＧＯＤキャラクター2 体が登場！ピックアップで狙いやすく！
「トロピカルガチャ Refrain」開催！
夏イベント「常夏トロピカルサマー」に登場する新 GOD キャラクター2 体、「【繁忙黒機の常】ペイラ」
（CV：田中亜貴さん、イラスト：Genyaky さん）
、
「【葉陰の頬染雷光】ソアラ」（CV：河瀬茉希さん、イラス
ト：米月かなさん）が登場した「トロピカルガチャ Refrain」が開催中です。10 連ガチャをご利用いただくと
特典として、集めることで GOD キャラクター「【朱夏妹勇】ナロア」
（CV：宮崎水希さん、イラスト：kgr さ
ん）をはじめとした豪華特典と交換可能な、
「パラダイスブック」が獲得できますので、この機会をお見逃し無き
ようご利用ください。
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【「トロピカルガチャ Refrain」概要】
■開催期間
2018 年 8 月 10 日（金）16:00～2018 年 9 月 11 日（火）13:59
■内容
水着 GOD キャラクター2 体「【繁忙黒機の常】ペイラ」および「【葉陰の頬染
雷光】ソアラ」がピックアップされたガチャで、以下の特長にてご利用いただけ
ます。
＜特長＞
・GOD キャラクターは「【繁忙黒機の常】ペイラ」および「【葉陰の頬染雷
光】ソアラ」のみ出現します。
・10 連ガチャをご利用時に、特典として「パラダイスブック（1 個、2 個、3
個、5 個）」のうち 1 つをランダムでご入手いただけます。
・「パラダイスブック」を集めると、本ガチャからは出現しない、GOD キャラ
クター「【朱夏妹勇】ナロア」や豪華アイテムと交換できます。
・出現する GOD および UR キャラクター、そして「パラダイスブック」で交換
可能な GOD キャラクター「【朱夏妹勇】ナロア」はイベントクエスト「常夏ト
ロピカルサマー」で特効ボーナスを発揮します。
・10 連ガチャに限り、「特別枠」にて UR 以上のキャラクターまたはアクセサリが 1 個確定します。
・「ランダムスキル群」の対象ガチャです。出現した UR 以上のキャラクターの空きスキル枠に、ランダムで特別なス
キル 1～2 個を習得した状態でご入手いただけます。

■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＞

10 連ガチャ：3,000 個

1 連ガチャ：300 個
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■新登場ＧＯＤキャラクターおよび「パラダイスブック」で交換可能な GOD キャラクター

「
【繁忙黒機の常】ペイラ」

「
【葉陰の頬染雷光】ソアラ」

「
【朱夏妹勇】ナロア」

（CV：田中亜貴さん、イラスト：Genyaky さん）

（CV：河瀬茉希さん、イラスト：米月かなさん）

（CV：宮崎水希さん、イラスト：kgr さん）

◆「トロピカルガチャ Refrain」に関する詳細 URL https://www.alchro.jp/news/180810-02/

この夏限界突破対応で強化された神属性の水着ＧＯＤキャラをピックアップ！
「サマーピックアップガチャ#2」開催！
神属性水着 GOD キャラクター3 体「
【遊夏の巫女】ナスターチェ」
（CV：榎吉麻弥さん）、
「【遊夏の巫女】エテ
ルニス」
（CV：諏訪彩花さん）
、
「
【遊夏の巫女】カルン」
（CV：鈴木亜理沙さん）
、および GOD アクセサリ 5 種
がピックアップされた「サマーピックアップガチャ#2」がスタートしました。ピックアップされたキャラクター
やアクセサリは、新たに限界突破や神格化に対応し、活躍の場が広がっています。新たな力を得た強力なキャラク
ターやアクセサリをご入手いただき、パーティ強化にお役立てください。
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【「サマーピックアップガチャ#2」概要】
■開催期間
2018 年 8 月 10 日（金）～8 月 21 日（金）13:59
■内容
神属性の水着 GOD キャラクター「【遊夏の巫女】ナスターチェ」、
「【遊
夏の巫女】エテルニス」、
「【遊夏の巫女】カルン」と、GOD アクセサリ 5
種がピックアップされたガチャで、以下の特長にてご利用いただけます。
＜特長＞
・出現する GOD キャラクターは「【遊夏の巫女】ナスターチェ」、
「【遊夏
の巫女】エテルニス」そして「
【遊夏の巫女】カルン」の 3 体です。この
夏新たにアビリティの「限界突破」に対応し、さらなる強化が可能になり
ました。
・出現する GOD アクセサリは 5 種です。この度 5 種すべてが「神格
化」に対応し特殊能力が大幅に強化されました。
・10 連ガチャに限り、「特別枠」にて UR 以上のキャラクターまたはア
クセサリが 1 個確定します。
・「ランダムスキル群」の対象ガチャです。出現した UR 以上のキャラク
ターの空きスキル枠に、ランダムで特別なスキル 1～2 個を習得した状態
でご入手いただけます。

■出現する GOD キャラクター

「【遊夏の巫女】ナスターチェ」

「【遊夏の巫女】エテルニス」

「【遊夏の巫女】カルン」

（CV：榎吉麻弥さん）

（CV：諏訪彩花さん）

（CV：鈴木亜理沙さん）
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■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＞

10 連ガチャ：3,000 個

1 連ガチャ：300 個

◆「サマーピックアップガチャ#2」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/180810-03/

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/

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、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

マーケティング部

E-Mail: publicity@core-edge.jp
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