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NHN PlayArt 株式会社 

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～』 
正式サービス開始!! 

＜期間限定＞あのロロナも手に入る！豪華特典プレゼント実施 
 

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、本日 2018 年 10 月 3 日（水）より正式サービスを開始いたしました。サービス開始を

記念し、事前登録特典のプレゼントに加え、お得なアイテムを獲得できるログインイベントを実施中です。 

この度、サービス開始が事前告知の期日よりも延期となり、心よりお詫び申し上げます。お詫びとして全員に「10 連ガチャ 

チケット」をご用意しましたので、ぜひご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【アプリダウンロード】 

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.nhnpa.SJAO 

iOS : https://itunes.apple.com/jp/app/アトリエ-オンライン-ブレセイルの錬金術士/id1243926154?mt=8 

 

■『アトリエ オンライン ～ブレセイルの錬金術士～』について 

20 年以上、数多くのユーザーから楽しまれている「アトリエ」シリーズにおいて、スマート

フォン向けゲームならではのオンライン要素を取り入れた錬金術 RPG です。 

ほぼフルボイスで展開するメインクエストや、キャラクターの魅力を掘り下げるキャラクター

クエスト、依頼など数多くのコンテンツを実装しており、本作の世界観に没入できます。 

ゲーム内時間によって見た目や登場する魔物が変化するギミックに溢れたフィールド、

入るたびに形が変わるダンジョンなど、繰り返し楽しめる要素も満載です。素材を採取

したり、装備やアイテムを調合したりと自分のペースで好きなことが楽しめます。オートで

バトルをサクサク進めながら、ときにはマルチプレイで友人達とダンジョン攻略もできま

す。 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.nhnpa.SJAO
https://itunes.apple.com/jp/app/アトリエ-オンライン-ブレセイルの錬金術士/id1243926154?mt=8
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「アトリエ」シリーズが持つ「錬金術 RPG」をベースに、「冒険」「調合」「バトル」のサイク

ルを追及し、スタミナ不要でとことん冒険を楽しめる錬金術オンライン RPG です。 

＜各種キャンペーン、イベント情報＞ 

 

■【期間限定】今なら全員もらえる！豪華特典プレゼント！ 

事前登録期間中に達成したキャンペーン報酬として、今ならゲームを始めるだけで下記の豪華な特典を獲得できます。 

各種特典はチュートリアル終了後、プレゼントボックスから受け取り可能です。 

 

・ゲーム内で使用できる仲間キャラクター「ロロナ（※1）」 

・ロロナの装備（ロロナのメイス、ロロナの帽子、ロロナの服♀） 

・ガチャ 10 回分のゲーム内通貨（300 コール） 

・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 

「妖精のピッケル ×3」 「妖精のつりざお ×3」 「妖精の軍手 ×3」 

・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   

「剣強化オイル・中 ×3」 「杖強化オイル・中 ×3」 「メイス強化オイル・中 ×3」 「体防具強化オイル・中 ×3」 

・「ガチャチケット ×1」 

・「☆4 以上確定ガチャチケット ×１」 

・「10 連ガチャチケット ×1」（リリース延期のお詫びアイテム） 

※1・・・「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 年発売)の主人公 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゲーム内で使用できる仲間キャラクター「ロロナ」   「☆4 以上確定ガチャチケット」 
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■【期間限定】毎日ログインしてお得なアイテムを GET！ 

『アトリエ オンライン』の正式サービスを記念して、本日 2018 年 10 月 3 日（水）より期間限定のログインボーナスイベン

トを実施いたします。 

 

 

リリース記念ログインボーナス 

【実施期間】 ～ 11 月 11 日（日）23:59 

 

 

 

通常のログインボーナスに加え、特別なログインボーナスが受け取れます。ほぼ毎日コールがもらえるほか、7 日・14 日・  

21 日目には「ガチャチケット」、28 日目には「10 連ガチャチケット」、35 日目には「☆4 以上確定ガチャチケット」がもらえま

す。 

 

 

リリース記念イベント 

【実施期間】 ～ 11 月 7 日（水）メンテナンス開始前まで 

  

 

 

期間中、アーテリア地方に出現する魔物「ジャック・オー・ランタン」を倒すと、一定確率で頭装備「カボチャヘッド」を獲得でき

るイベントを実施いたします。 「カボチャヘッド」は一定確率で継承可能な特性が付与されています。 

 

  

魔物「ジャック・オー・ランタン」                      頭装備「カボチャヘッド」 
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リリース記念イベントクエスト 

【実施期間】 ～ 11 月 7 日（水）メンテナンス開始前まで 

 

ホーム画面内のイベントアイコンからイベントクエストがお楽しみいただけます。イベントクエストでは、EXP ポーションや妖精の

スプーン、エーテルなどの貴重なアイテムから、特別デザインの装備品や装備レシピを獲得できます。 

※イベントクエストの内容は、イベントクエスト初級をクリアすることで解放されていきます。 

1 回のみクリアできるものや、24 時間で 1 回受注できるものなどがあります。 

 

貢献度を貯めて特別報酬を獲得しよう！ ランキングボードイベント開始 

【実施期間】 リリース開始 ～ 10 月 31 日 （水）23:59 

ランキングボードを利用したプレシーズンイベントを実施いたします。今月はランキングによる報酬はありませんが、特定の  

貢献度を蓄積すると必ず報酬がもらえるイベントです。各行動を起こした際にもらえる「貢献度」を貯めることで、特典がもら

えます。 

 

▼月間アカデミーPT ランキング（プレシーズン）： クエストや依頼等をクリアすると加算され、達成すると報酬獲得 

報酬 必要貢献度 

マリーの髪飾り×1 4000pt 

EXP ポーション・中×1 2000pt 

EXP ポーション・小×2 1000pt 

EXP ポーション・小×1 300pt 

エーテル×500 100pt 

 

▼月間錬金術士ランキング（プレシーズン）： 錬金を行うと貢献度が加算され、達成すると報酬獲得 

報酬 必要貢献度 

30 コール 8000pt 

エーテル×8000 5000pt 

エーテル×5000 2500pt 

エーテル×3000 1000pt 

エーテル×500 500pt 
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■リリース記念ガチャ 

【実施期間】 ～ 10 月 24 日 （水）メンテナンス開始まで 

  

 

 

リリースを記念して、「ロロナ」「マリー」「ベルガモット」「キャットニップ」「タンドリオン」「マジョラム」のキャラクター及びキャラクター

のデザインをモチーフにした装備品の出現確率が高い（コールガチャとの比較時）、リリース記念ガチャの販売を行います。

さらにリリース記念ガチャは 1 回目、2 回目、3 回目までは割引価格で購入できます。多彩なキャラクタースキルを持つ   

キャラクターや装備を獲得しましょう！ 

 

■メイスピックアップガチャ 

【実施期間】 ～ 10 月 24 日 （水）メンテナンス開始まで 

  

 

 

主人公（錬金術士）やロロナ、マリー、ベルガモットが得意とする装備「メイス」の、☆5 装備の出現確率が高い（コール 

ガチャとの比較時）「メイスピックアップガチャ」の販売を行います。状態異常を発生させやすいアクティブスキルを多く持つ  

メイスを、この機会に入手しましょう！ 

 

■リリース記念アイテムを期間限定で販売！ 

【実施期間】 ～ 10 月 24 日 （水）メンテナンス開始まで 

 

ゲーム内のコールショップにて、「☆4 以上確定ガチャチケット」「リリース記念 10 連ガチャチケット」などがセットになった、お得

なリリースパックを販売します。※購入制限有り 

 

 

ゲーム内の実装内容、イベントやキャンペーン、各種販売アイテムの詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください 

https://atelier-online.jp/ 

https://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 3 日（水） 

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) 

 

©2018 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。 

 

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

