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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、

13 日 (火)定期メンテナンスにて、アップデートを行います。
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本日5 月13 日（火）定期メンテナンス終了後

たします。 

本キャンペーンは、一定日数ログインすることで

ります。 

また、プレイヤーの間で人気の高い「スプリングトラップ」や「

けで入手可能となっており、キャラクター

 

さらにプレイヤーの皆さまの戦績、戦闘結果を詳細に確認できるスタッツラボも再開

プした『コアマスターズ』をぜひお楽しみください。
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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、本日
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一定日数ログインすることで豪華なアイテムがもらえる、お得なイベントとなってお

また、プレイヤーの間で人気の高い「スプリングトラップ」や「[スペル]フラッシュ」などもログインするだ

キャラクターを強化する貴重なチャンスです！ぜひともご参加ください

の戦績、戦闘結果を詳細に確認できるスタッツラボも再開

ひお楽しみください。 
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用オンラインゲーム『コアマスターズ』において、本日5 月
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お得なイベントとなってお

フラッシュ」などもログインするだ

ぜひともご参加ください。 

の戦績、戦闘結果を詳細に確認できるスタッツラボも再開！ よりパワーアッ



 
※注意※※注意※※注意※※注意※    

このイベントのログインは、ゲーム内ホーム画面まで表示した場合をカウントいたします。コアマスターズ

公式Web サイトへのログインのみでは本イベントを達成したことにはなりません。ご注意ください。

 

※1 日の区切りは 6：00 より翌日

※特典はゲームから「ログアウト」した段階でカウントされますのでご注意ください。なお、特典の対象日

は「ログイン」をした日となります。

※本キャンペーンは、期間中にゲーム内にログインした回数をカウントいたします。
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『コアマスターズ』に“1日1回”ログインして下さったプレイヤーの皆

フラッシュ」などをはじめとした、レジェンド等級、レア等級を含んだ豪華なアイテムや総計最大

をプレゼント！ はじめたばかりの方もぜひこの機会をお見逃しなく！
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ログインログインログインログイン日日日日数数数数    

1 日目 マナポーション

2 日目 バイタルアクセル

3 日目 スプリングトラップ

4 日目 キラーダガー

5 日目 クリエーターローブ

6 日目 500Gold 

7 日目 ［スペル］イグナイト

8 日目 デーモンシールド

9 日目 カーズダガー

10 日目 1000Gold

11 日目 ［スペル］フラッシュ

12 日目 ヴォイドハート

13 日目 ブレスオブライフ

14 日目 1500Gold
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バイタルアクセル レア 

スプリングトラップ レア 

キラーダガー レア 
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［スペル］イグナイト レジェンド 

デーモンシールド レア 

カーズダガー レア 

1000Gold  

［スペル］フラッシュ レジェンド 
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ブレスオブライフ レジェンド 
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のログインのみでは本イベントを達成したことにはなりません。ご注意ください。 

※特典はゲームから「ログアウト」した段階でカウントされますのでご注意ください。なお、特典の対象日

に「スプリングトラップ」、「[スペル]

フラッシュ」などをはじめとした、レジェンド等級、レア等級を含んだ豪華なアイテムや総計最大3000Gold
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全全全全 40404040 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

 4月24日から5月20日(火)までの期間、全てのマスターを無料で使える豪華キャンペーンを

です。 

アップデート ver1.1「覚醒～Awakening

題！ 

この機会に自分と相性の良いマスターを探してみましょう！

い。 
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本日5月13日（火）20：00より、コアマスターズ放送局を

ル 417、brb オカモトが、色々な企画で大暴れ！

 今回は、1．本日のアップデート情報おさらい

て 3．お客様（ユーザー）の方と交流対戦の豪華

 いつも放送を観てくださっている方も、まだ観たことない方も、ぜひ
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までの期間、全てのマスターを無料で使える豪華キャンペーンを

Awakening～」で追加されたマスターも含め、全40 体のマスターが使い放

この機会に自分と相性の良いマスターを探してみましょう！ 詳細はキャンペーンページをご覧くださ

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    

http://www.coremasters.jp/event/20140424_mastertrial/http://www.coremasters.jp/event/20140424_mastertrial/http://www.coremasters.jp/event/20140424_mastertrial/http://www.coremasters.jp/event/20140424_mastertrial/    

コアマスターズ放送局コアマスターズ放送局コアマスターズ放送局コアマスターズ放送局    本日より定常放送スタート！？本日より定常放送スタート！？本日より定常放送スタート！？本日より定常放送スタート！？    

より、コアマスターズ放送局を配信いたします。今回もお馴染みの

が、色々な企画で大暴れ！ 

．本日のアップデート情報おさらい  2．今後のコアマスターズ放送局の放送スタイルについ

．お客様（ユーザー）の方と交流対戦の豪華3 本立てでお送りします。 

いつも放送を観てくださっている方も、まだ観たことない方も、ぜひこの機会にご覧ください。
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までの期間、全てのマスターを無料で使える豪華キャンペーンを絶賛実施中

体のマスターが使い放

詳細はキャンペーンページをご覧くださ

いたします。今回もお馴染みのMC：ヤスカ

．今後のコアマスターズ放送局の放送スタイルについ

ご覧ください。 

2014 GMO Gamepot Inc. All Rights Reserved. 



 
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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