
 

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』

大量の大量の大量の大量の GoldGoldGoldGold が獲得できる大チャンス！が獲得できる大チャンス！が獲得できる大チャンス！が獲得できる大チャンス！

 

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、

16 日 (金) 17 : 00 よりイベント「グラシーヴ教官

    

最大最大最大最大 5555,,,,

本日5 月16 日（金）17 : 00 から

練！」を開催いたします。 

本イベントは、グラシーヴ教官から出された

た報酬、最大5,000 万Gold を山分

万 Gold を山分けすることができ

分け！ 

さらに、ミッションを早い段階で達成すると何かが

ミッションの達成を目指し、ご好評いただいているログイン

スターズ』をお楽しみください！ 

    

 

平成

会 社 名 GMO ゲームポット

（URL http://www.gamepot.co.jp/

    

『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』最大最大最大最大 5,0005,0005,0005,000 万万万万 GoldGoldGoldGold 山分け山分け山分け山分け！！！！？？？？    

が獲得できる大チャンス！が獲得できる大チャンス！が獲得できる大チャンス！が獲得できる大チャンス！    イベント「イベント「イベント「イベント「グラシーヴ教官のグラシーヴ教官のグラシーヴ教官のグラシーヴ教官の強化訓練強化訓練強化訓練強化訓練

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

よりイベント「グラシーヴ教官の強化訓練！」を開催いたします。 

,,,,000000000000 万万万万 GoldGoldGoldGold を山分けで大量を山分けで大量を山分けで大量を山分けで大量GoldGoldGoldGold を獲得せよ！を獲得せよ！を獲得せよ！を獲得せよ！    

「「「「グラシーヴ教官のグラシーヴ教官のグラシーヴ教官のグラシーヴ教官の強化訓練！」開催強化訓練！」開催強化訓練！」開催強化訓練！」開催    

から 5 月23 日（金）17 : 00 までの期間中、イベント「グラシーヴ教官の

グラシーヴ教官から出された 5 つのミッションを、全員で力を合わせてクリア

を山分けするイベントとなっております。ミッションを 1 つクリアする毎に、

山分けすることができ、すべてのミッションをクリアすると、なんと 5,000 万Gold

ミッションを早い段階で達成すると何かが……？  

ご好評いただいているログインボーナスキャンペーンと合わせて

 

        

平成26 年5 月16 日 

ゲームポット株式会社 

http://www.gamepot.co.jp/） 

強化訓練強化訓練強化訓練強化訓練！！！！」」」」スタートスタートスタートスタート    

ゲームポット株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：服

用オンラインゲーム『コアマスターズ』において、本日5 月

    

グラシーヴ教官の強化訓

全員で力を合わせてクリアし、獲得でき

つクリアする毎に、1,000

Gold をドドーンと山

合わせて、『コアマ



 
※注意※※注意※※注意※※注意※    

 報酬の配布時期や、受け取り方法につきましては、ミッション達成時に報酬の配布時期や、受け取り方法につきましては、ミッション達成時に報酬の配布時期や、受け取り方法につきましては、ミッション達成時に報酬の配布時期や、受け取り方法につきましては、ミッション達成時に

    

■■■■「「「「グラシーヴ教官のグラシーヴ教官のグラシーヴ教官のグラシーヴ教官の強化訓練！」強化訓練！」強化訓練！」強化訓練！」

 

 『コアマスターズ』を遊んでいる、全プレイヤーが対象

 グラシーヴ教官から出された 5

 1 つミッションをクリアするごとに

 

■イベント期間■イベント期間■イベント期間■イベント期間    

 5 月16 日（金） 17 : 00 から 5

 

■■■■ミッション内容とミッション内容とミッション内容とミッション内容と達成報酬達成報酬達成報酬達成報酬    

    

ミッション内容ミッション内容ミッション内容ミッション内容

モンスターを「4,000

コアを「1,700,000」個取得せよ！

フィニッシュムーブを「

R スキルを「660,000

デイリークエストを「

 

 ミッションの達成状況は、公式サイトの告知や、公式

 ぜひご覧いただき、ミッションの達成に役立ててください！

 

 

公式サイト「グラシーヴ教官の強化訓練！」イベント告知公式サイト「グラシーヴ教官の強化訓練！」イベント告知公式サイト「グラシーヴ教官の強化訓練！」イベント告知公式サイト「グラシーヴ教官の強化訓練！」イベント告知

http://www.coremasters.jp/member/news/article.ahttp://www.coremasters.jp/member/news/article.ahttp://www.coremasters.jp/member/news/article.ahttp://www.coremasters.jp/member/news/article.a

    

 

報酬の配布時期や、受け取り方法につきましては、ミッション達成時に報酬の配布時期や、受け取り方法につきましては、ミッション達成時に報酬の配布時期や、受け取り方法につきましては、ミッション達成時に報酬の配布時期や、受け取り方法につきましては、ミッション達成時に追ってお知らせい追ってお知らせい追ってお知らせい追ってお知らせい

強化訓練！」強化訓練！」強化訓練！」強化訓練！」実施実施実施実施概要概要概要概要    

『コアマスターズ』を遊んでいる、全プレイヤーが対象です。 

5 つのミッションを、期間内に力を合わせてクリアしよう

つミッションをクリアするごとに 1,000 万Gold を山分け。最大5,000 万Gold の山分けを獲得せよ！

5 月23 日（金） 17: 00 まで 

ミッション内容ミッション内容ミッション内容ミッション内容    達成報酬達成報酬達成報酬達成報酬    

000,000」匹討伐せよ！ 1,000 万Gold 山分け 

」個取得せよ！ 1,000 万Gold 山分け 

フィニッシュムーブを「220,000」回決めろ！ 1,000 万Gold 山分け 

000」回使いこなせ！ 1,000 万Gold 山分け 

デイリークエストを「12,000」回クリアせよ！ 1,000 万Gold 山分け 

公式サイトの告知や、公式 Twitter から公開予定となっております。

ぜひご覧いただき、ミッションの達成に役立ててください！ 

公式サイト「グラシーヴ教官の強化訓練！」イベント告知公式サイト「グラシーヴ教官の強化訓練！」イベント告知公式サイト「グラシーヴ教官の強化訓練！」イベント告知公式サイト「グラシーヴ教官の強化訓練！」イベント告知    

http://www.coremasters.jp/member/news/article.ahttp://www.coremasters.jp/member/news/article.ahttp://www.coremasters.jp/member/news/article.ahttp://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=153spx?Seq=153spx?Seq=153spx?Seq=153    

公式公式公式公式 TwitterTwitterTwitterTwitter    

http://http://http://http://twitter.comtwitter.comtwitter.comtwitter.com////CoreMasters_JPCoreMasters_JPCoreMasters_JPCoreMasters_JP    

 

追ってお知らせい追ってお知らせい追ってお知らせい追ってお知らせいたします。たします。たします。たします。    

つのミッションを、期間内に力を合わせてクリアしよう。 

の山分けを獲得せよ！ 

 

 

 

 

 

から公開予定となっております。 

    

     



 

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

5月20日（火）で終了を予定していた、全てのマスターを無料で使える「マスターお試しキャンペーン」

期間延長が決定いたしました。キャンペーンは

す。『コアマスターズ』に現在登場している、全

あなたに合うマスターは誰だ？！

    

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/

 

 

『あそぼ！あそぼ！ログインボーナスキャンペーン『あそぼ！あそぼ！ログインボーナスキャンペーン『あそぼ！あそぼ！ログインボーナスキャンペーン『あそぼ！あそぼ！ログインボーナスキャンペーン

5 月13 日（火）より『コアマスターズ』に“

トラップ」、「[スペル]フラッシュ」などをはじめとした、

総計最大総計最大総計最大総計最大 3000300030003000GoldGoldGoldGold をプレゼントする「あそぼ！あそぼ！ログイン

詳細はキャンペーンページよりご確認ください。

    

「あそぼ！あそぼ！ログインボーナスキャンペーン」の詳細はこちら「あそぼ！あそぼ！ログインボーナスキャンペーン」の詳細はこちら「あそぼ！あそぼ！ログインボーナスキャンペーン」の詳細はこちら「あそぼ！あそぼ！ログインボーナスキャンペーン」の詳細はこちら

http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=144http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=144http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=144http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=144

    

 

    

ご好評につき延長決定！ご好評につき延長決定！ご好評につき延長決定！ご好評につき延長決定！    

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』』』』開催中開催中開催中開催中

    

を予定していた、全てのマスターを無料で使える「マスターお試しキャンペーン」

期間延長が決定いたしました。キャンペーンは 6 月17 日（火）定期メンテナンス開始前までとなっておりま

『コアマスターズ』に現在登場している、全40 体のマスターが使い放題！ 

あなたに合うマスターは誰だ？！ ぜひこの機会に全マスターをお試しください。 

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    

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/    

遊べば遊ぶほど、どんどんお得遊べば遊ぶほど、どんどんお得遊べば遊ぶほど、どんどんお得遊べば遊ぶほど、どんどんお得    

『あそぼ！あそぼ！ログインボーナスキャンペーン『あそぼ！あそぼ！ログインボーナスキャンペーン『あそぼ！あそぼ！ログインボーナスキャンペーン『あそぼ！あそぼ！ログインボーナスキャンペーン』』』』絶賛絶賛絶賛絶賛開催中！開催中！開催中！開催中！

日（火）より『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様に「スプリング

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レジェンド等級、レア等級を含んだ豪華なアイテムレジェンド等級、レア等級を含んだ豪華なアイテムレジェンド等級、レア等級を含んだ豪華なアイテム

する「あそぼ！あそぼ！ログインボーナスキャンペーン」を開催中です。

ページよりご確認ください。 

「あそぼ！あそぼ！ログインボーナスキャンペーン」の詳細はこちら「あそぼ！あそぼ！ログインボーナスキャンペーン」の詳細はこちら「あそぼ！あそぼ！ログインボーナスキャンペーン」の詳細はこちら「あそぼ！あそぼ！ログインボーナスキャンペーン」の詳細はこちら

http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=144http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=144http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=144http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=144    

     

開催中開催中開催中開催中    

    

を予定していた、全てのマスターを無料で使える「マスターお試しキャンペーン」の

開始前までとなっておりま

開催中！開催中！開催中！開催中！    

    

回”ログインして下さったプレイヤーの皆様に「スプリング

レジェンド等級、レア等級を含んだ豪華なアイテムレジェンド等級、レア等級を含んだ豪華なアイテムレジェンド等級、レア等級を含んだ豪華なアイテムレジェンド等級、レア等級を含んだ豪華なアイテムや

キャンペーン」を開催中です。 

「あそぼ！あそぼ！ログインボーナスキャンペーン」の詳細はこちら「あそぼ！あそぼ！ログインボーナスキャンペーン」の詳細はこちら「あそぼ！あそぼ！ログインボーナスキャンペーン」の詳細はこちら「あそぼ！あそぼ！ログインボーナスキャンペーン」の詳細はこちら    

    



 
＜ログイン日数とプレゼントアイテム＞＜ログイン日数とプレゼントアイテム＞＜ログイン日数とプレゼントアイテム＞＜ログイン日数とプレゼントアイテム＞

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

 

※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。

 

    

ニコニコ生放送公式チャンネル「コアマスターズ放送局」ニコニコ生放送公式チャンネル「コアマスターズ放送局」ニコニコ生放送公式チャンネル「コアマスターズ放送局」ニコニコ生放送公式チャンネル「コアマスターズ放送局」

https://www.facebook.com/coremastersjphttps://www.facebook.com/coremastersjphttps://www.facebook.com/coremastersjphttps://www.facebook.com/coremastersjp

© 2014 SOFTBIGBANG CO., LTD. All Rights Reserved. 

 

    

 

＜ログイン日数とプレゼントアイテム＞＜ログイン日数とプレゼントアイテム＞＜ログイン日数とプレゼントアイテム＞＜ログイン日数とプレゼントアイテム＞    

プレゼントアイテムプレゼントアイテムプレゼントアイテムプレゼントアイテム    等級等級等級等級

マナポーション レア 

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 

クリエーターローブ レア 

  

［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 

ヴォイドハート レア 

ブレスオブライフ レジェンド 

1500Gold  

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

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。

より翌日5：59 までとなります。 

※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。 

コアマスターズ公式サイトコアマスターズ公式サイトコアマスターズ公式サイトコアマスターズ公式サイト    

http://www.coremasters.jp/http://www.coremasters.jp/http://www.coremasters.jp/http://www.coremasters.jp/    

ニコニコ生放送公式チャンネル「コアマスターズ放送局」ニコニコ生放送公式チャンネル「コアマスターズ放送局」ニコニコ生放送公式チャンネル「コアマスターズ放送局」ニコニコ生放送公式チャンネル「コアマスターズ放送局」    

http://ch.nicovideo.jp/coremastershttp://ch.nicovideo.jp/coremastershttp://ch.nicovideo.jp/coremastershttp://ch.nicovideo.jp/coremasters    

コアマスターズ公式コアマスターズ公式コアマスターズ公式コアマスターズ公式TwitterTwitterTwitterTwitter    

https://twitter.com/CoreMasters_JP/https://twitter.com/CoreMasters_JP/https://twitter.com/CoreMasters_JP/https://twitter.com/CoreMasters_JP/ 

コアマスターズ公式コアマスターズ公式コアマスターズ公式コアマスターズ公式facebookfacebookfacebookfacebook    

https://www.facebook.com/coremastersjphttps://www.facebook.com/coremastersjphttps://www.facebook.com/coremastersjphttps://www.facebook.com/coremastersjp    
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等級等級等級等級    

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

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

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。（

 

オンラインゲームオンラインゲームオンラインゲームオンラインゲーム    

コアマスターズ 

MIRROR WAR 

スカッとゴルフ パンヤ 

ファンタジーアース ゼロ 

ペーパーマン 

トキメキファンタジー ラテール 

Wizardry Online 

Livly Island COR 

Shadow of Eclipse 

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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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。 


