
 

各位 

    『コアマスターズ』『コアマスターズ』『コアマスターズ』『コアマスターズ』

アップデートアップデートアップデートアップデート

全全全全 32323232 体のマスターを無料で開放する『マスターお試しキャンペーン』開催体のマスターを無料で開放する『マスターお試しキャンペーン』開催体のマスターを無料で開放する『マスターお試しキャンペーン』開催体のマスターを無料で開放する『マスターお試しキャンペーン』開催

 

オンラインゲームの開発・運営を行う

部直人、以下 GMO ゲームポット）は、

24日(木)16:00より、オープンβテストに相当する

ます。 

    

アップデートアップデートアップデートアップデート

    

本日4月24日(木)16:00より、『コアマスターズ』の

序曲～overture～」を実施いたします

 

今回のアップデート ver1.0「暁の序曲～

継がれます。そして新たなマスター

す。 

さらに、全32 体のマスターを無料で開放する豪華なキャンペーンも同時開催するため、スタートダッシ

ュの大チャンスです。ぜひ次回バージョンアップに先駆けて『コアマスターズ』をお楽しみください。
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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：服

ゲームポット）は、Windows 用オンラインゲーム『コアマスターズ』において、

テストに相当するアップデートver1.0「暁の序曲～overture
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『コアマスターズ』のオープンβテストに相当するアップデート

～」を実施いたします。 

「暁の序曲～overture～」のプレイデータは次回バージョンアップ以後も引き

新たなマスター12 体が追加され、全32 体のマスターを選択することが可能になりま

体のマスターを無料で開放する豪華なキャンペーンも同時開催するため、スタートダッシ

ュの大チャンスです。ぜひ次回バージョンアップに先駆けて『コアマスターズ』をお楽しみください。
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体のマスターを無料で開放する豪華なキャンペーンも同時開催するため、スタートダッシ

ュの大チャンスです。ぜひ次回バージョンアップに先駆けて『コアマスターズ』をお楽しみください。 
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■開催日程■開催日程■開催日程■開催日程    

2014 年4 月24 日(木)16:00～

■参加方法■参加方法■参加方法■参加方法 

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。

■データ引き継ぎ■データ引き継ぎ■データ引き継ぎ■データ引き継ぎ    

アップデート ver1.0「暁の序曲

次回のバージョンアップ以後も

■■■■クローズド対戦テストからの主なクローズド対戦テストからの主なクローズド対戦テストからの主なクローズド対戦テストからの主な

   ・新マスター12 体が追加され、

   ・チュートリアル改善 

   ・レベルアップ報酬の追加 

・キーカスタム機能の追加 

   ・試合中のアラート機能を増加

   ・各種マスターのバランス調整

   ・各種アイテムのバランス調整

・新規装備アイテムの追加 

   ・アビリティ機能の実装 

   ・ルーン機能の実装 

   ・初期装備アイテム内容を変更

   ・一部UI の変更 

   ・ほか、各種バランス調整や仕様調整

  ※詳細はアップデートのご案内をご覧ください。

   http://www.coremasters.jp/index.aspx?Seq=77http://www.coremasters.jp/index.aspx?Seq=77http://www.coremasters.jp/index.aspx?Seq=77http://www.coremasters.jp/index.aspx?Seq=77

 

 

全全全全 32323232 体のマスターを無料で開放する『マスターお試しキャンペーン』開催体のマスターを無料で開放する『マスターお試しキャンペーン』開催体のマスターを無料で開放する『マスターお試しキャンペーン』開催体のマスターを無料で開放する『マスターお試しキャンペーン』開催

 4 月24 日(木)から 5 月20 日(火

を実施いたします。この機会に好きなマスターをすきなだけプレイして、自分と相性の良いマスター

てみましょう！詳細はキャンペーンページをご覧ください。

    

マスターお試しキャンペーン詳細はこちらマスターお試しキャンペーン詳細はこちらマスターお試しキャンペーン詳細はこちらマスターお試しキャンペーン詳細はこちら
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※公式サイトより会員登録を行う必要がございます。 

「暁の序曲～overture～」のプレイデータは、 

次回のバージョンアップ以後も引き継 がれます。 
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体が追加され、合計32 体のマスターを選択することが可能 

 

 

・試合中のアラート機能を増加 

・各種マスターのバランス調整 

・各種アイテムのバランス調整 

 

・初期装備アイテム内容を変更 

・ほか、各種バランス調整や仕様調整 

※詳細はアップデートのご案内をご覧ください。 
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火)までの期間中、なんと全てのマスターを無料で使える豪華キャンペーン

を実施いたします。この機会に好きなマスターをすきなだけプレイして、自分と相性の良いマスター

！詳細はキャンペーンページをご覧ください。 
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までの期間中、なんと全てのマスターを無料で使える豪華キャンペーン

を実施いたします。この機会に好きなマスターをすきなだけプレイして、自分と相性の良いマスターを探し



 

本日4 月24 日（火）16：00 より、『

全国7 店舗のサテライトショップから『

「全マスター無料」や「試合後の獲得経験値

そしてプレイ時間に応じて付与される「ネットカフェプレイポイント」を集めると、各種アイテムと交換するこ

とが可能です！サテライトショップ

 

≪公認ネットカフェ特典≫ 

公認ネットカフェで『コアマスターズ

①全マスターが無料で利用可能 

②試合後の獲得経験値30%アップ

③プレイ時間に応じて専用の「ネットカフェプレイポイント」獲得

④ネットカフェから新規登録を行うと、ゲーム内装備アイテムがセットになった

「新生マスター支援セット」をもれなくプレゼント
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さらに4月24日（木）から4月

テムゲットキャンペーン！』を開催します。

もれなくアイテムと交換できる「ネットカフェプレイポイント」を

お得に『コアマスターズ』を楽しむチャンス！

■キャンペーン期間 

 4 月24 日(木)16:00 より 4 月28

■キャンペーン内容 

  キャンペーン期間中に『コアマスターズ』サテライトショップからゲームにログインをすると、

  もれなく「ネットカフェプレイポイント」を

   

公認ネットカフェでアイテムゲットキャンペーン！の詳細は以下をご参照ください公認ネットカフェでアイテムゲットキャンペーン！の詳細は以下をご参照ください公認ネットカフェでアイテムゲットキャンペーン！の詳細は以下をご参照ください公認ネットカフェでアイテムゲットキャンペーン！の詳細は以下をご参照ください
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公認ネットカフェサービス開始！公認ネットカフェサービス開始！公認ネットカフェサービス開始！公認ネットカフェサービス開始！    

    

より、『コアマスターズ』公認ネットカフェサービスを開始いたします。

から『コアマスターズ』にログインすると、 

試合後の獲得経験値30%アップ」などのお得な特典が付与されます！

そしてプレイ時間に応じて付与される「ネットカフェプレイポイント」を集めると、各種アイテムと交換するこ

とが可能です！サテライトショップに関しましては、公式サイトにてご確認ください。 

コアマスターズ』に接続すると下記特典が付与されます。 

マスターが無料で利用可能 

アップ 

プレイ時間に応じて専用の「ネットカフェプレイポイント」獲得 

④ネットカフェから新規登録を行うと、ゲーム内装備アイテムがセットになった 

「新生マスター支援セット」をもれなくプレゼント 
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月28日（月）までの期間中は、『サービス開始記念！公認ネットカフェでアイ

』を開催します。期間中にネットカフェから『コアマスターズ』にログインすると

もれなくアイテムと交換できる「ネットカフェプレイポイント」を 200 ポイントプレゼントします。

』を楽しむチャンス！ ぜひご利用ください。 

28 日(月)23:59 まで 

キャンペーン期間中に『コアマスターズ』サテライトショップからゲームにログインをすると、

もれなく「ネットカフェプレイポイント」を 200 ポイントプレゼントいたします。 

公認ネットカフェでアイテムゲットキャンペーン！の詳細は以下をご参照ください公認ネットカフェでアイテムゲットキャンペーン！の詳細は以下をご参照ください公認ネットカフェでアイテムゲットキャンペーン！の詳細は以下をご参照ください公認ネットカフェでアイテムゲットキャンペーン！の詳細は以下をご参照ください
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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、GMOゲームポットの各ホームページをご覧下さい。（
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ソーシャルゲームソーシャルゲームソーシャルゲームソーシャルゲーム 

わグルま！    

スマートフォンアプリスマートフォンアプリスマートフォンアプリスマートフォンアプリ 

わグルま★ 

Shadow of Eclipse(Android版) 

    

 

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す。

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。

ゲームポットの各ホームページをご覧下さい。（ http://www.gamepot.co.jp/ ） 
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