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来たる 4 月24 日(木)、アップデート

クローズド対戦テストを終えた『コアマスターズ』の序章がついに公開となります。

アップデート ver1.0「暁の序曲～

新たなマスターが追加される等、

ーズド対戦テストに参加が出来なかった方も、

機会をぜひお見逃しなく！ 
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オンラインゲームの開発・運営を行う GMO ゲームポット株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：

ゲームポット）は、Windows 用オンラインゲーム『コアマスターズ』にお

「暁の序曲～overture～」を実施することを決定いたしました。
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全員参加可能です。 ※公式サイトより会員登録を行う必要がございます。
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皆様大変お待たせしました。 

ついに 4 月24 日(木)に、アップデート

現在、先日の「クローズド対戦テスト」で皆様から

開発会社である Softbigbang と

改善している真っ最中です。 

 

もちろん新しいマスターやアイテムの追加もありますし、

クローズド対戦テストにご参加いただいた皆様にも一味違う

『コアマスターズ』を体験して頂けると考えております。

 

ぜひゲームをプレイして、より面白くなった『コアマスターズ』を体験してください。

皆様のご参加を、こころよりお待ちしております。
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本日3 月28 日(金)から 4 月24

の事前登録キャンペーンを開催いたします。

今回は事前登録を行って頂いた方全員に、

事前登録をして、アップデート ver1.0

※既にクローズド対戦テストにご応募頂いている方も、プレゼント配布の対象になります。
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～overture～」のプレイデータは、次回のバージョンアップ以後も
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名様に、山寺宏一さんをはじめとした
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GMOGMOGMOGMOゲームポット株式会社ゲームポット株式会社ゲームポット株式会社ゲームポット株式会社についてについてについてについて 

GMOゲームポットは2001年5月に設立した、オンラインゲーム等を開発・運営するサービスプロバイダーで

他社の追随を許さない高度なゲーム運営ノウハウや、海外開発会社とのリレーションシップを擁しており、幅広く展開する戦略的パート

ナーシップ、ポートフォリオを組み合わせることにより、日本のオンラインゲーム業界のリーダーとしての地位を確立しております。

さらに詳しい情報は、ゲームポットの各ホームページをご覧下さい。（
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