
 

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』

本日本日本日本日 5555 月月月月 27272727 日（火）日（火）日（火）日（火）

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、

27 日 (火) 定期メンテナンスにてアップデートを行います。

    

本日5月27日（火）定期メンテナンス終了後より

ター2 種の販売を開始いたします。

「ヤミー」は帽子を脱ぎ棄て、これまで以上にカジュアルでキュートな

は、真っ白なイメージから一転、新たな強さを感じさせる

 

これまでとは違った魅力を引き立てるアバター

 

※新アバターは単品販売となるため、マスターを所持していない場合は購入ができません。ご注意くださ

い。 

 

 

 

平成

会 社 名 GMO ゲームポット株式会社

（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』君は着こなせるか君は着こなせるか君は着こなせるか君は着こなせるか？！？！？！？！        

日（火）日（火）日（火）日（火）「「「「ヤミーヤミーヤミーヤミー」「」「」「」「カトリシアカトリシアカトリシアカトリシア」の」の」の」の魅力を引き立てる魅力を引き立てる魅力を引き立てる魅力を引き立てる新アバター登場新アバター登場新アバター登場新アバター登場

 

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

定期メンテナンスにてアップデートを行います。 

新アバター新アバター新アバター新アバター2222 種登場種登場種登場種登場    

日（火）定期メンテナンス終了後より、ショップアイテムとして「ヤミー」「カトリシア」

の販売を開始いたします。 

「ヤミー」は帽子を脱ぎ棄て、これまで以上にカジュアルでキュートな衣装が登場。さらに「カトリシア」

新たな強さを感じさせる、赤を基調としたアバターが登場いたします

これまでとは違った魅力を引き立てるアバターを身につけて、戦場を駆け巡ろう！ 

※新アバターは単品販売となるため、マスターを所持していない場合は購入ができません。ご注意くださ

  

平成26 年5 月27 日 

ゲームポット株式会社 

http://www.gamepot.co.jp/） 

新アバター登場新アバター登場新アバター登場新アバター登場    

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

    

「カトリシア」の新アバ

さらに「カトリシア」

が登場いたします。 

 

※新アバターは単品販売となるため、マスターを所持していない場合は購入ができません。ご注意くださ



 
    

 

【ヤミー紹介ページ】 

http://www.coremasters.jp/member/playguide/masters/master_introduction.aspx?master=yami

 

【アバター紹介動画】 

http://www.youtube.com/watch?v=w5Hyjm1iMJE&feature=youtu.b

 

 

【カトリシア紹介ページ】 

http://www.coremasters.jp/member/playguide/masters/master_introduction.aspx?master=katricia

 

【アバター紹介動画】 

http://www.youtube.com/watch?v=Qze1l_Ydh

 

 

プランキッシュ・ヤミープランキッシュ・ヤミープランキッシュ・ヤミープランキッシュ・ヤミー    

http://www.coremasters.jp/member/playguide/masters/master_introduction.aspx?master=yami

http://www.youtube.com/watch?v=w5Hyjm1iMJE&feature=youtu.be 

アサルト・カトリシアアサルト・カトリシアアサルト・カトリシアアサルト・カトリシア    

http://www.coremasters.jp/member/playguide/masters/master_introduction.aspx?master=katricia

http://www.youtube.com/watch?v=Qze1l_Ydh-U&feature=youtu.be 

 

http://www.coremasters.jp/member/playguide/masters/master_introduction.aspx?master=yami 

 

http://www.coremasters.jp/member/playguide/masters/master_introduction.aspx?master=katricia 



 

最大最大最大最大 100100100100,,,,000000000000,,,,000Gold000Gold000Gold000Gold

6月1日（日）23：59までの期間中、

を合わせてクリアすると、最大1

1 つミッションをクリアするごとに

100,000,000Gold を山分けすることができる

ぜひ、ミッション達成を目指し、イベントに参加しよう！

    

【【【【イベントイベントイベントイベント実施実施実施実施期間期間期間期間】】】】    

 5 月16 日（金） 17 : 00 ～ 6

 

【【【【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】    

モンスターを「4,000,000

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「

メジャーモードでコアブラスター「

 

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

 

 

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

    

    

    

    

 

GoldGoldGoldGold 追加でさらにパワーアップ！追加でさらにパワーアップ！追加でさらにパワーアップ！追加でさらにパワーアップ！    

000Gold000Gold000Gold000Gold を山分けを山分けを山分けを山分け    「真「真「真「真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！」実施中強化訓練！」実施中強化訓練！」実施中強化訓練！」実施中

までの期間中、グラシーヴ教官から出された5つのミッションを、期間内に

1 億Gold を山分けできる「グラシーヴ教官の強化訓練！」を開催中です。

つミッションをクリアするごとに 1,000 万Gold を山分け。さらに、追加ミッションをクリアすることで

することができるお得なイベントとなっております。 

ぜひ、ミッション達成を目指し、イベントに参加しよう！ 

6 月1 日（日） 23: 59  

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」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

メジャーモードでコアブラスター「180,000」回決めろ！    Gold 山分け額2 倍

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お役立てください。 

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

公式公式公式公式 TwitterTwitterTwitterTwitter    

http://http://http://http://twitter.comtwitter.comtwitter.comtwitter.com/CoreMasters_JP/CoreMasters_JP/CoreMasters_JP/CoreMasters_JP    

    

        

強化訓練！」実施中強化訓練！」実施中強化訓練！」実施中強化訓練！」実施中    

    

つのミッションを、期間内に全員で力

を山分けできる「グラシーヴ教官の強化訓練！」を開催中です。 

さらに、追加ミッションをクリアすることで最大

    

山分け 

山分け 

山分け 

山分け 

山分け 

倍 

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

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」

まで開催中です。 

『コアマスターズ』に現在登場している、全

あなたは自分にピッタリのマスターを見つけましたか？

    

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

1 日1 回『コアマスターズ』にログインをするだけで、豪華特典をプレゼント！

「スプリングトラップ」、「[スペル

なアイテムなアイテムなアイテムなアイテムや総計最大総計最大総計最大総計最大 3000300030003000GoldGoldGoldGold

今からでも遅くない！ ぜひキャンペーンにご参加ください。

    

【【【【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

 

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』』』』絶賛開催中絶賛開催中絶賛開催中絶賛開催中

    

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」を6月17日（火）定期メンテナンス開始前

『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！ 

マスターを見つけましたか？ 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/ 

いつからでも始められるいつからでも始められるいつからでも始められるいつからでも始められる    

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

回『コアマスターズ』にログインをするだけで、豪華特典をプレゼント！ 

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レジェンド等級、レア等級を含んだ豪華レジェンド等級、レア等級を含んだ豪華レジェンド等級、レア等級を含んだ豪華

GoldGoldGoldGold を獲得できます。 

ぜひキャンペーンにご参加ください。  

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 

絶賛開催中絶賛開催中絶賛開催中絶賛開催中    

    

日（火）定期メンテナンス開始前

ぜひこの機会に全マスターをお試しください。 

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

    

レジェンド等級、レア等級を含んだ豪華レジェンド等級、レア等級を含んだ豪華レジェンド等級、レア等級を含んだ豪華レジェンド等級、レア等級を含んだ豪華

等級等級等級等級    



 
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。

※本キャンペーンはいつからでも始めることができます。

    

「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

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

リンネの「とってもすごいリンネの「とってもすごいリンネの「とってもすごいリンネの「とってもすごい

 

6 月 3 日（火）定期メンテナンス開始前までの期間中、リンネの「とってもすごい

ン」を開催中です。 

 一度に 3,000 円以上の BP チャージ

れる BP ボーナスももちろん付きますので、ダブルでお得です。

 BP をチャージするなら今がチャンス！

 

    【キャンペーン実施期間】【キャンペーン実施期間】【キャンペーン実施期間】【キャンペーン実施期間】    

  5 月20 日(火)定期メンテナンス終了後より

 

  

［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。 

※本キャンペーンはいつからでも始めることができます。 

「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

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 

 

    

リンネの「とってもすごいリンネの「とってもすごいリンネの「とってもすごいリンネの「とってもすごい BPBPBPBP チャージキャンペーン」好評開催中！チャージキャンペーン」好評開催中！チャージキャンペーン」好評開催中！チャージキャンペーン」好評開催中！

日（火）定期メンテナンス開始前までの期間中、リンネの「とってもすごい BP チャージキャンペー

チャージをした方全員に 300 円相当の BP をもれなくプレゼント

付きますので、ダブルでお得です。 

をチャージするなら今がチャンス！ この機会をお見逃しなく。 

定期メンテナンス終了後より 6 月3 日(火)定期メンテナンス開始前まで

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

「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    

 

チャージキャンペーン」好評開催中！チャージキャンペーン」好評開催中！チャージキャンペーン」好評開催中！チャージキャンペーン」好評開催中！    

 

チャージキャンペー

をもれなくプレゼント。通常付与さ

定期メンテナンス開始前まで 



 
    

    【キャンペーン内容】【キャンペーン内容】【キャンペーン内容】【キャンペーン内容】    

  ・キャンペーン期間中、一度に

トいたします。 

  ・特典となる 300 円相当の BP

  ・本特典は 1 アカウントにつき

    

リンネの「とってもすごいリンネの「とってもすごいリンネの「とってもすごいリンネの「とってもすごい

http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=158http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=158http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=158http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=158

    

    

    

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」
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