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 ◇ 放送時刻 

2014 年2 月18 日 (火

※第3 回は、ニコニコ

 ◇ 「コアマスターズ放送局」 

http://ch.nicovideo.jp/coremasters

 ◇ 試合モード：メジャーモード

―メジャーモードとは？

「コア」を巡る攻防、前線の押し引き、手に汗握る集団戦や隠密行動など、『コアマスターズ』

の面白さがたっぷりとつまったモードです。
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★Anelace 

FocusMe では Support から Jungle

メンバーの中で誰よりも女子の友達が多い上、よく相談を受けるキャラクター。

そのおかげか、恐らくチームの中で一番世間の噂に詳しい人物でもある。

実はルービックキューブを持ち歩いており、なか
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