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株式会社コーエーテクモゲームス 

 
NHN PlayArt × コーエーテクモゲームス 共同ゲームプロジェクト 

iOS/Android対応『アトリエ オンライン ～ブレセイルの錬金術士～』
2018年 10月 1日（月）正式サービス開始!! 

 
 

NHN PlayArt 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：加藤雅樹、以下 NHN PlayArt）と株式会社 

コーエーテクモゲームス（本社：神奈川県横浜市港北区、代表取締役社長：鯉沼久史、以下コーエーテクモゲームス）

は、共同ゲームプロジェクトである iOS/Android 対応ゲーム『アトリエ オンライン ～ブレセイルの錬金術士～』（以後、

『アトリエ オンライン』）において、正式サービス日が 2018 年 10 月 1 日（月）に決定したことをお知らせいたします。 

また、今後のゲームイベントの一環として、『トトリのアトリエ ～アーランドの錬金術士２～ DX』（PlayStation®4 

/Nintendo Switch™）、および、2018 年 12 月 13 日に発売予定の「アトリエ」20 周年記念作品『ネルケと伝説の 

錬金術士たち ～新たな大地のアトリエ～』（PlayStation®4/PlayStation®Vita/Nintendo Switch™）との  

コラボ企画が決定したことをお知らせいたします。 

 

 

 

公式サイト：http://atelier-online.jp/ 

公式ツイッター：@ao_forest (https://twitter.com/ao_forest) 

事前登録は公式サイト、公式ツイッターなどで実施中です。  

http://atelier-online.jp/
https://twitter.com/ao_forest
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■正式サービスについて 

・2018 年 10 月 1 日（月） 

※開始時間、リリースキャンペーン等の詳細は近日中に公式サイト等で発表いたします。 

 

■事前登録者数 50万人突破！ 正式サービス開始時に豪華特典を員プレゼント！ 

『アトリエ オンライン』の事前登録者数はすでに 50 万人を超えており、コラボキャラクターの「ロロナ」やガチャチケットといった

豪華特典を正式サービス時にユーザー全員にプレゼントすることが決定しております。正式サービス開始時には下記の特典

をゲーム内からお受け取りください。 

 

【20万人突破特典】  

・ゲーム内で使用できる仲間キャラクター「ロロナ」＋ロロナの装備（武器、服、頭装備） 

「アトリエ」シリーズの人気作『ロロナのアトリエ ～アーランドの錬金術士～』 

(2009 年 6 月 25 日発売)の主人公「ロロナ」とロロナの装備） 

・ガチャ 10 回分のゲーム内通貨（コール） 

  

【30万人突破特典】  

・採取時に使用することで高品質な素材が獲得できる妖精アイテムセット 

「妖精の手袋」「妖精の釣竿」「妖精の粉」各 3 個セット 

・装備強化時に使用すると装備経験値が獲得できるアイテムセット  

装備強化石の詰め合わせ（メイス用、剣用、杖用、服用）各 3 個セット  

 

【40万人突破特典】 

・ガチャチケット（仮称）×1 

 

【50万人突破特典】 

・「☆4 以上確定ガチャチケット（仮称）」×１ ・・・ ガチャ 1 回分が無料でできるチケット  

※各特典の詳細は公式サイトをご確認ください。特典の名称などは仮称で、正式サービス時に変更となる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャラクター「ロロナ」  



●Press Release  

■正式サービス時の追加マップとキャラクター紹介 

正式サービス時に実装される「アーテリア地方」、および同地方に登場するキャラクターをご紹介いたします。 

 

◯アーテリア地方の特徴 

『ダルダラ団』の団長でもある「スカルキャップ」が領主として統治する 

地方。主に鉱山から採掘される鉱石を売って生計を立てているエリア

で、鉱石が豊富な土壌を有す。かつては国でも有数の豊かな地方だ

ったが、現在は鉱石の採掘量が減少しているために経済は低調。 

その影響もあり、ここ数十年は盗賊が多数出没するなど、治安はあま

りよいとはいえない。 

 

鉱脈都市らしく坑道などのロケーションがあるダンジョンが存在。街中

は盗賊などが徘徊するが、街の中心の酒場には多くの冒険者などが

集い、いろいろな情報が集まる場所でもある。 

 

 

◯登場キャラクター 

「愛の戦士（自称）」レディースマントル （声優：中尾 隆聖） 

ブレセイル島各地のケンカや抗争を仲裁、とうい名目で両成敗し、

暴れまわっている事象”愛の戦士”。筋骨隆々の大男だが、心は純

粋な乙女。世界中を愛と正義で満たすことを目的にしているとい

う。 

 

 

「アーテリアを牛耳る領主」スカルキャップ （声優：藤井 隼） 

アーテリア地方の領主。この地方に根ざす盗賊団『ダルダラ団』の団

長でもある。適当かつ大ざっぱな性格の持ち主で人の話は８割方

聞いていない。しかし、団員への愛情は本物である。 

 

 

「義に篤い盗賊」ヴァレリアン （声優：白井 悠介） 

アーテリア地方で盗賊に身をやつす青年。クールで厭世的な性格を

しており、何事にも適当で投げやりな態度を見せる。しかし義に篤く、

一度受けた恩は何があっても返そうとするなど、一本筋は通ってい

る。 
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※キャラクターの詳細は公式サイト（http://atelier-online.jp/）でもご確認いただけます 

■「トトリ DX」＆「ネルケ」コラボ企画決定！ 

本作のサービス開始を記念し、今後のゲームイベントの一環として『トトリの  

アトリエ ～アーランドの錬金術士２～ DX』（PlayStation®4/Nintendo 

Switch™）および、2018 年 12 月 13 日に発売予定の「アトリエ」20 周年  

記念作品『ネルケと伝説の錬金術士たち  ～新たな大地のアトリエ～』

（PlayStation®4/PlayStation®Vita/Nintendo Switch™）とのコラボ

企画が決定したことをお知らせいたします。両作品の主人公キャラクターの登場や、

特別なイベントなどを予定しております。 

イベントの詳細は、『アトリエ オンライン』の公式 Twitter（@ao_forest）や 

公式サイト（http://atelier-online.jp/）にて順次情報を公開していきます。 
「トトリ」の 3D モデリング 

http://atelier-online.jp/
http://atelier-online.jp/
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■『アトリエ オンライン ～ブレセイルの錬金術士～』とは 

本プロジェクトは、コーエーテクモゲームスのガストブランドが手がける家庭用人気 RPG「アトリエ」シリーズをモチーフにしたオン

ライン RPG で、NHN PlayArt が企画・開発・運用を行います。昨年 20 周年を迎えた「アトリエ」シリーズにおいて、今まで

のシリーズとは異なる新しい体験ができる錬金術オンライン RPG として開発、運用を行ってまいります。 

 

■「アトリエ」シリーズとは 

コーエーテクモゲームスのガストブランドが展開する人気錬金術 RPG です。ほのぼのした世界感や魅力的なキャラクターたち

による物語、充実した調合システムや戦略的なバトルシステムなどが特徴的で、第 1 作『マリーのアトリエ ～ザールブルグの

錬金術士～』の発売から昨年で 20 年を迎えました。今年は 20 周年記念作品として PlayStation®4/ 

PlayStation®Vita/Nintendo Switch™用ソフト『ネルケと伝説の錬金術士たち ～新たな大地のアトリエ～』(2018

年 12 月 13 日発売予定)を発表するなど、20 周年記念施策を引き続き実施中です。また、「アトリエ」シリーズの中でも

根強い人気を誇る「アーランド」シリーズ 3 部作が DX 版となって生まれ変わった PlayStation®4/Nintendo Switch™

用ソフト『アトリエ ～アーランドの錬金術士１・２・３～ DX』が 2018 年 9 月 20 日に発売となりました。 

『ネルケと伝説の錬金術士たち ～新たな大地のアトリエ～』 https://www.gamecity.ne.jp/atelier/nelke/ 

『アトリエ ～アーランドの錬金術士１・２・３～ DX』 http://www.gamecity.ne.jp/atelier/arlanddx/ 

「アトリエ 20 周年記念特設サイト」  https://www.gamecity.ne.jp/atelier20th/ 

 

■ゲーム概要  

タイトル  ：アトリエ オンライン ～ブレセイルの錬金術士～ 

ジャンル  ：錬金術オンライン RPG 

対応端末  ：iOS, Android 

対応言語  ：日本語      サービス地域 ：日本 

サービス開始日 ：2018 年 10 月 1 日（月）予定 

価格  ：基本プレイ無料（アイテム課金） 

企画／開発 ：株式会社コーエーテクモゲームス ガストブランド 

  ：NHN PlayArt 株式会社 

  ：株式会社ナウプロダクション 

コンポーザー ：ACE（工藤ともり、CHiCO） 

メインイラスト ：tanu 

公式サイト ：http://atelier-online.jp/   

公式ツイッター ：@ao_forest (https://twitter.com/ao_forest) 

 

©コーエーテクモゲームス All rights reserved. 

 

※Android、Google Play は、Google LLC の商標または登録商標です。 

※iPhone、iTunes および App Store は、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。 

※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。 

※『アトリエ オンライン ～ブレセイルの錬金術士～』は、コーエーテクモゲームスの商標です。 

※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。 

※画像は開発中のものです。 

https://www.gamecity.ne.jp/atelier/nelke/
http://www.gamecity.ne.jp/atelier/arlanddx/
https://www.gamecity.ne.jp/atelier20th/
http://atelier-online.jp/
https://twitter.com/ao_forest

