
 

 

 

 

平成26 年9 月30 日 

各位 

  

会 社 名GMO ゲームポット株式会社 

（URL http://www.gamepot.co.jp/） 

 

 

『初音ミク』×『『初音ミク』×『『初音ミク』×『『初音ミク』×『MIRROR MIRROR MIRROR MIRROR WARWARWARWAR』コラボレーション』コラボレーション』コラボレーション』コラボレーション第第第第 2222 弾弾弾弾スタートスタートスタートスタート    

『『『『鏡音リン鏡音リン鏡音リン鏡音リン』』』』『『『『鏡音鏡音鏡音鏡音レンレンレンレン』』』』『『『『MEIKOMEIKOMEIKOMEIKO』』』』がががが『『『『MIRROR WARMIRROR WARMIRROR WARMIRROR WAR』』』』にやってくる！にやってくる！にやってくる！にやってくる！    

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（本社：東京都渋谷区 、代表取締役社

長：服部直人、以下GMOゲームポット）は、本日9月30日（火）より、クリプトン・フューチャー・メディア株式

会社（本社：北海道札幌市／代表取締役：伊藤博之）が展開する、『初音ミク』を筆頭としたバーチャル・シン

ガーキャラクターとのコラボレーション【第2 弾】を実施いたします。 

 

 

『初音ミク』『初音ミク』『初音ミク』『初音ミク』×『×『×『×『MIRROR WARMIRROR WARMIRROR WARMIRROR WAR』』』』コラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション第第第第 2222 弾弾弾弾スタート！スタート！スタート！スタート！    

    

本日 9 月 30 日（火）定期メンテナンス終了後から、10 月 28 日（火）定期メンテナンス開始前までの期間

中、『初音ミク』を筆頭とした、バーチャル・シンガーキャラクターたちとのコラボレーション第 2 弾を実施い

たします。 

 

 本コラボレーションでは、『鏡音リン』『鏡音レン』『MEIKO』の衣装やヘアアクセサリが登場！また、同アイ

テムの期間限定版を獲得できる「コラボレーションイベント」も開催いたします。 

 この機会にぜひ、『初音ミク』×『MIRROR WAR』コラボレーションをお楽しみください！ 

 

 

■■■■第第第第 2222 弾では、弾では、弾では、弾では、『鏡音リン』『鏡音レン』『『鏡音リン』『鏡音レン』『『鏡音リン』『鏡音レン』『『鏡音リン』『鏡音レン』『MEIKOMEIKOMEIKOMEIKO』』』』の衣装やヘアアクセサリが登場！の衣装やヘアアクセサリが登場！の衣装やヘアアクセサリが登場！の衣装やヘアアクセサリが登場！

        

本日9月30 日(火)定期メンテナンス終了後から、10 月28 日(火)定期メンテナンス開始前までの期間中、ミ

ラーウォーカード『初音ミク』バージョンに、『鏡音リン』『鏡音レン』『MEIKO』ら、バーチャル・シンガーキャラ

クターたちの衣装や、ヘアアクセサリが追加で登場いたします。この機会をお見逃しなく！ 

    

        



 

 

 

 

▼【鏡音リン▼【鏡音リン▼【鏡音リン▼【鏡音リンボックス】ボックス】ボックス】ボックス】            ▼【鏡音レン▼【鏡音レン▼【鏡音レン▼【鏡音レンボックス】ボックス】ボックス】ボックス】        ▼▼▼▼【【【【MEIKOMEIKOMEIKOMEIKO ヘアボックスヘアボックスヘアボックスヘアボックス】】】】    

    

    

    

▼▼▼▼【【【【MEIKOMEIKOMEIKOMEIKO ヘアボックス】ヘアボックス】ヘアボックス】ヘアボックス】装備装備装備装備イメージイメージイメージイメージ    

    

    



 

 

 

 

【鏡音リン【鏡音リン【鏡音リン【鏡音リンボックス】ボックス】ボックス】ボックス】    女性キャラクター限定女性キャラクター限定女性キャラクター限定女性キャラクター限定    

『鏡音リン』アバター（3 パーツ構成）が出現するボックス 

※3 つを同時に装備すると、素敵なダンスモーション付きの限定スキルが使えるようになります。 

 

【【【【鏡音レン鏡音レン鏡音レン鏡音レンボックス】ボックス】ボックス】ボックス】    男性キャラクター限定男性キャラクター限定男性キャラクター限定男性キャラクター限定    

『鏡音レン』アバター（3 パーツ構成）が出現するボックス 

※3 つを同時に装備すると、素敵なダンスモーション付きの限定スキルが使えるようになります。 

 

【【【【MEIKOMEIKOMEIKOMEIKO ヘアボックス】ヘアボックス】ヘアボックス】ヘアボックス】    女性キャラクター限定女性キャラクター限定女性キャラクター限定女性キャラクター限定    

『MEIKO』ヘア（1 パーツ構成）が出現するボックス 

 

 

■コラボレーションイベント■コラボレーションイベント■コラボレーションイベント■コラボレーションイベント    

    

特定の時間と場所で発生する、ゲリラステージをクリアし、イラストレーター吟氏デザインの『初音ミク GPv

（ゲームポットバージョン）』のチケットを 15 枚集めると、「初音ミクイベントボックス」1 個と交換が可能で

す。 

「初音ミクイベントボックス」からは、『鏡音リン』『鏡音レン』『MEIKO』アバターパーツ[1 日版]などがランダ

ムで出現いたします。コラボレーション限定アバターをゲットできる貴重なチャンスをお見逃しなく！ 

 

詳細は下記詳細は下記詳細は下記詳細は下記 URLURLURLURL よりご確認くださいよりご確認くださいよりご確認くださいよりご確認ください    

http://www.mirrorwar.jp/event/201409miku/http://www.mirrorwar.jp/event/201409miku/http://www.mirrorwar.jp/event/201409miku/http://www.mirrorwar.jp/event/201409miku/    

    

 

 

『初音ミク』について 

札幌に本社を置くクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した“歌を歌うソフトウェア”であり、そ

の“パッケージキャラクター”です。クリエイター達によるインターネット上への楽曲・動画投稿を機に、一躍

人気となりました。バーチャル・シンガーキャラクターとしても注目を集め、国内外でグッズ展開、コンサー

トを実施するなど多方面で活躍しております。さらに詳しい情報はホームページでご確認ください。

（http://piapro.net/） 

※『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社の 

バーチャル・シンガーキャラクターです 

 

© Crypton Future Media, INC. www.piapro.net  

 

    



 

 

 

 

ゲーム内アイテムやゲーム内アイテムやゲーム内アイテムやゲーム内アイテムや A4A4A4A4 サイズのオリジナルビットキャッシュカードが当たる！サイズのオリジナルビットキャッシュカードが当たる！サイズのオリジナルビットキャッシュカードが当たる！サイズのオリジナルビットキャッシュカードが当たる！    

「「「「MIRROR WAR MIRROR WAR MIRROR WAR MIRROR WAR ビットキャッシュビットキャッシュビットキャッシュビットキャッシュキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン」」」」開催開催開催開催    

 

本日9月30日（火）定期メンテナンス終了後から10月28日（火）定期メンテナンス開始前までの期間中、

「MIRROR WAR ビットキャッシュキャンペーン」を開催いたします。 

今回のキャンペーンは豪華3 本立て！ 運が良ければ全て当たるかも！？ この機会にぜひビットキャ

ッシュをご利用ください。 

 詳しいキャンペーン内容については下記のキャンペーン概要をご確認ください。 

 

※GEM（ジェム）＝『MIRROR WAR』における、ゲーム内専用通貨の名称です。 

 

キャンペーンの詳細はこちらキャンペーンの詳細はこちらキャンペーンの詳細はこちらキャンペーンの詳細はこちら    

http://www.mihttp://www.mihttp://www.mihttp://www.mirrorwar.jp/infoDetail.aspx?uid=75rrorwar.jp/infoDetail.aspx?uid=75rrorwar.jp/infoDetail.aspx?uid=75rrorwar.jp/infoDetail.aspx?uid=75    

    

【キャンペーン概要】 

■キャンペーン期間 

9 月30 日（火）定期メンテナンス終了後～10 月28 日（火）定期メンテナンス開始前 

 

■キャンペーン内容 

＜チャンス①＞ 

期間中、「ビットキャッシュ」または「マイビットキャッシュ」で累計 3,000 円分、もしくは、累計 5,000 円分以上

の GEM をご購入いただいた方に、もれなく下記のアイテムをプレゼントいたします。 

 

条件条件条件条件    アイテム名称アイテム名称アイテム名称アイテム名称    アイテム説明アイテム説明アイテム説明アイテム説明    アイテム画像アイテム画像アイテム画像アイテム画像    

累計累計累計累計 3,0003,0003,0003,000 円分円分円分円分    取引手数料変更券[1%]  30 日間取引所の手数料が

1%オフになるチケット 

 

累計累計累計累計 5,0005,0005,0005,000 円分以上円分以上円分以上円分以上    ホワイトベースシルクハッ

ト 

ウサギが出せそうな気がす

る高級な帽子 

 

 

＜チャンス②＞ 

期間中、「ビットキャッシュ」または「マイビットキャッシュ」で累計 3,000 円分の GEM をご購入いただいた方

の中から抽選で 100 名さまに、「ビットキャッシュ 1,000 円分」をプレゼント。 

 

  



 

 

 

 

＜チャンス③＞ 

期間中、「ビットキャッシュ」または「マイビットキャッシュ」で累計5,000 円分以上の GEM をご購入いただい

た方の中から抽選で 20 名さまに、「A4 サイズのオリジナルビットキャッシュカード 2,000 円分」をプレゼン

ト。 

■キャンペーン対象者 

キャンペーン期間中、累計3,000円分、もしくは、5,000円分以上の「ビットキャッシュ」または「マイビットキャ

ッシュ」で GEM を購入された方 

 

■賞品配布について 

＜チャンス①＞ 

キャンペーン終了後、11 月4 日（火）の定期メンテナンスにて対象者に各賞品を配布いたします。 

 

＜チャンス②＞ 

キャンペーン終了後、当選された方にのみ、ご登録済みのメールアドレスに当選メールをお送りいたしま

す。 

 

＜チャンス③＞ 

キャンペーン終了後、当選者にのみ住所確認を行い、賞品は後日配送いたします。 

 

【注意事項】【注意事項】【注意事項】【注意事項】    

※本キャンペーンはキャンペーン期間中に累計3,000円分・5,000円分以上のGEMを「ビットキャッシュ」ま

たは「マイビットキャッシュ」で購入された方が対象です。 

※各チャンスの当選は、ゲームポット ID、1ID につき、1 回のみです。 

※チャンス②と③は同時に当選する可能性がございます。 

累計5,000 円分以上の GEM を「ビットキャッシュ」または「マイビットキャッシュ」で購入されることで全て

のキャンペーンの対象となります。 

※ご購入金額による当選確率の変動はございません。 

※「ビットキャッシュ」と「マイビットキャッシュ」の両方をご利用されても対象となります。 

 同じゲームポット ID で「ビットキャッシュ」2,000 円分、「マイビットキャッシュ」3,000 円分の GEM を購入さ

れた場合でもキャンペーンの対象となります。 

※キャンペーン終了時点で決済が完了していない場合、キャンペーン対象外となりますのでご注意くださ

い。 



 

 

 

 

※「ビットキャッシュ」または「マイビットキャッシュ」に関するお問い合わせは、ビットキャッシュ株式会社へ

直接お問い合わせください。 

 ＜ビットキャッシュ株式会社 お問い合わせ＞ http://bitcash.jp/docs/support/supportcenter 

 

 
【L&K Logic Korea とは】 

L&K Logic Korea は 1997 年に設立したゲーム開発会社である。2005 年に日本国内で正式サービスを開始

した MMORPG『RED STONE』を代表作とし、今回の『Mirror War』を含め、今後は海外展開を積極的に進め

ていく方針である。 

 

Copyright (c) 2014 L&K Logic Korea Co., Ltd. All Rights Reserved. 

Licensed to (c) 2014 GMO Gamepot Inc.All Rights Reserved. 



 

 

 

 

GMOGMOGMOGMO ゲームポット株式会社についてゲームポット株式会社についてゲームポット株式会社についてゲームポット株式会社について 

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。 

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。（  http://www.gamepot.co.jp/ ） 

 

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    

Mirror War http://www.mirrorwar.jp/ 

Wizardry Online http://www.wizardry-online.jp/ 

ファンタジーアース ゼロ http://www.fezero.jp/ 

スカッとゴルフ パンヤ http://www.pangya.jp/ 

ペーパーマン http://www.paperman.jp/ 

トキメキファンタジー ラテール http://www.latale.jp/ 

Livly Island COR http://www.livly.com/ 

コアマスターズ http://www.coremasters.jp/ 

Shadow of Eclipse http://shadowofeclipse.jp/ 

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★ http://star.waguruma.jp/ 

Shadow of Eclipse(Android版) http://shadowofeclipse.jp/ 

    


