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本日本日本日本日 2222 月月月月 19191919 日日日日((((水水水水))))夜夜夜夜

あなたに合うマスターはこれだ！あなたに合うマスターはこれだ！あなたに合うマスターはこれだ！あなたに合うマスターはこれだ！

 

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、

19 日 (水) 19：00 より、クローズ対戦テストを開始いたします。また、昨日に引き続き、

スト」で使用できるマスターを紹介いたします。

 

「クローズド対戦テスト」は本日「クローズド対戦テスト」は本日「クローズド対戦テスト」は本日「クローズド対戦テスト」は本日

勝利を勝利を勝利を勝利を

 

『コアマスターズ』は、数多の戦略、チームの団結力、プレイヤーの腕で勝敗を競い合う、オンライン対

戦ゲームです。 

昨日に続き、本日2 月19 日 (

と呼ばれる対戦を行うためのキャラクター

クローズド対戦テストに先駆けて、

い。 

昨日公開した 8 体の情報と合わせ、

    

 

平成

会 社 名 GMO ゲームポット

（URL http://www.gamepot.co.jp/

夜夜夜夜 7777 時時時時『コアマスターズ』クローズド対戦テスト『コアマスターズ』クローズド対戦テスト『コアマスターズ』クローズド対戦テスト『コアマスターズ』クローズド対戦テスト遂に開幕遂に開幕遂に開幕遂に開幕

あなたに合うマスターはこれだ！あなたに合うマスターはこれだ！あなたに合うマスターはこれだ！あなたに合うマスターはこれだ！    勝利のための勝利のための勝利のための勝利のためのマスター解説マスター解説マスター解説マスター解説

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、

、クローズ対戦テストを開始いたします。また、昨日に引き続き、

を紹介いたします。 

「クローズド対戦テスト」は本日「クローズド対戦テスト」は本日「クローズド対戦テスト」は本日「クローズド対戦テスト」は本日2222 月月月月 19191919 日日日日((((水水水水))))夜夜夜夜7777 時から時から時から時からスタートスタートスタートスタート    

勝利を勝利を勝利を勝利を掴む掴む掴む掴む最強の最強の最強の最強のパートナーパートナーパートナーパートナーを見つけよう！を見つけよう！を見つけよう！を見つけよう！    

    

『コアマスターズ』は、数多の戦略、チームの団結力、プレイヤーの腕で勝敗を競い合う、オンライン対

(水) 19：00 より開始となる「クローズド対戦テスト」に登場する、

と呼ばれる対戦を行うためのキャラクター16 体のうち、残り 8 体の情報を公開いたします。

クローズド対戦テストに先駆けて、マスター情報をチェックし、最高の相棒を見つけるヒントにしてくださ

体の情報と合わせ、あなたの最高の相棒は誰なのか？ ぜひチェック

        

平成26 年2 月19 日 

ゲームポット株式会社 

http://www.gamepot.co.jp/） 

遂に開幕遂に開幕遂に開幕遂に開幕！！！！    

マスター解説マスター解説マスター解説マスター解説 Part.Part.Part.Part.2222    

ゲームポット株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：服 

において、本日 2 月

、クローズ対戦テストを開始いたします。また、昨日に引き続き、「クローズド対戦テ

    

    

『コアマスターズ』は、数多の戦略、チームの団結力、プレイヤーの腕で勝敗を競い合う、オンライン対

に登場する、「マスター」

の情報を公開いたします。 

最高の相棒を見つけるヒントにしてくださ

チェックしよう！ 



 
■マスター紹介■マスター紹介■マスター紹介■マスター紹介    

『『『『自身の体力に自身の体力に自身の体力に自身の体力に

◇◇◇◇    マスタータイプマスタータイプマスタータイプマスタータイプ    

 遠隔攻撃タイプ 

◇◇◇◇    スキル紹介スキル紹介スキル紹介スキル紹介    

 [Q キー] エクスプロイテーション

   対象に物理ダメージを与え、周囲にいる味方の体力を回復させる。

 [W キー] アドベント 

   対象に魔法ダメージを与え、自分と位置を入れ替える。移動後は自分の周囲に爆発を起こしてダメ

ージを与える。 

 [E キー] デッドマンサークル

   指定した位置に亡者を呼び寄せ、範囲内の対象に持続ダメージとスローを与える。

 [R キー] デスディール 

   対象に魔法ダメージを与えて、自分の「減っている体力」の一定比率分の追加ダメージを与え、与

えたダメージ分の体力を吸収する。

 [パッシブ] エンプロイゴースト

   相手マスター、モンスター、タワーを撃破すると回復の幽霊を召喚する。自分と味方は効果範囲に

入ると体力を回復する。回復量は最大体力に比例し、幽霊は一定時間ごとに召喚できる。

◇◇◇◇    プレイ動画プレイ動画プレイ動画プレイ動画    

    https://www.youtube.com/watch?v=WZjBC0Hwx5ghttps://www.youtube.com/watch?v=WZjBC0Hwx5ghttps://www.youtube.com/watch?v=WZjBC0Hwx5ghttps://www.youtube.com/watch?v=WZjBC0Hwx5g

 

＜＜＜＜死の女王死の女王死の女王死の女王    デモーナデモーナデモーナデモーナ＞＞＞＞    

自身の体力に自身の体力に自身の体力に自身の体力に応じて応じて応じて応じてスキル威力スキル威力スキル威力スキル威力が変わるが変わるが変わるが変わる！テクニカルキャラ！！テクニカルキャラ！！テクニカルキャラ！！テクニカルキャラ！

 cv：沢城みゆき

エクスプロイテーション 

対象に物理ダメージを与え、周囲にいる味方の体力を回復させる。 

対象に魔法ダメージを与え、自分と位置を入れ替える。移動後は自分の周囲に爆発を起こしてダメ

デッドマンサークル 

指定した位置に亡者を呼び寄せ、範囲内の対象に持続ダメージとスローを与える。

対象に魔法ダメージを与えて、自分の「減っている体力」の一定比率分の追加ダメージを与え、与

えたダメージ分の体力を吸収する。 

エンプロイゴースト 

相手マスター、モンスター、タワーを撃破すると回復の幽霊を召喚する。自分と味方は効果範囲に

入ると体力を回復する。回復量は最大体力に比例し、幽霊は一定時間ごとに召喚できる。

https://www.youtube.com/watch?v=WZjBC0Hwx5ghttps://www.youtube.com/watch?v=WZjBC0Hwx5ghttps://www.youtube.com/watch?v=WZjBC0Hwx5ghttps://www.youtube.com/watch?v=WZjBC0Hwx5g 

    

    

！テクニカルキャラ！！テクニカルキャラ！！テクニカルキャラ！！テクニカルキャラ！』』』』    

 

沢城みゆき  illust：誉 

対象に魔法ダメージを与え、自分と位置を入れ替える。移動後は自分の周囲に爆発を起こしてダメ

指定した位置に亡者を呼び寄せ、範囲内の対象に持続ダメージとスローを与える。 

対象に魔法ダメージを与えて、自分の「減っている体力」の一定比率分の追加ダメージを与え、与

相手マスター、モンスター、タワーを撃破すると回復の幽霊を召喚する。自分と味方は効果範囲に

入ると体力を回復する。回復量は最大体力に比例し、幽霊は一定時間ごとに召喚できる。 



 

『『『『自身から延びる植物のツルを操り自身から延びる植物のツルを操り自身から延びる植物のツルを操り自身から延びる植物のツルを操り

◇◇◇◇    マスタータイプマスタータイプマスタータイプマスタータイプ    

 近接攻撃タイプ 

◇◇◇◇    スキル紹介スキル紹介スキル紹介スキル紹介    

 [Q キー] クリーパーロール 

   指定した方向にツルを飛ばし、対象に物理ダメージを与える。ツルが壁に当たると

連結し、移動速度が増加する。連結したツルに触れた対象は

で追加ダメージを与えられる。

 [W キー] グロウンルート 

   指定方向の地中に根を伸ばしていき、再度スキルを使用するか、最大射程まで伸ばすと根が爆発

し、魔法ダメージとスローを与える。

 [E キー] ポイゾナスブライアー

   指定方向にイバラを伸ばし、対象を毒にして魔法持続ダメージを与える。

 [R キー] ラプチャースパイン

   ツルを爆発させ、周囲に魔法ダメージを与える。連結しているツルも同時に爆発する。

 [パッシブ] クロッシング 

   60秒経過すると種をスタックし、次にスキルを使うと足元に種を蒔き、スキルと同じ効果のツルを生

成する。 

◇◇◇◇    プレイ動画プレイ動画プレイ動画プレイ動画    

    https://www.youtube.com/watch?v=SJtp6qi4E08https://www.youtube.com/watch?v=SJtp6qi4E08https://www.youtube.com/watch?v=SJtp6qi4E08https://www.youtube.com/watch?v=SJtp6qi4E08

 

 

＜＜＜＜彷徨える美人花彷徨える美人花彷徨える美人花彷徨える美人花    ルピナスルピナスルピナスルピナス＞＞＞＞    

自身から延びる植物のツルを操り自身から延びる植物のツルを操り自身から延びる植物のツルを操り自身から延びる植物のツルを操り相手を翻弄する相手を翻弄する相手を翻弄する相手を翻弄するトリックスタートリックスタートリックスタートリックスター

 cv：高森奈津美

 

指定した方向にツルを飛ばし、対象に物理ダメージを与える。ツルが壁に当たると

連結し、移動速度が増加する。連結したツルに触れた対象は 2 秒間バインド状態になり、通常攻撃

で追加ダメージを与えられる。 

指定方向の地中に根を伸ばしていき、再度スキルを使用するか、最大射程まで伸ばすと根が爆発

し、魔法ダメージとスローを与える。 

ポイゾナスブライアー 

指定方向にイバラを伸ばし、対象を毒にして魔法持続ダメージを与える。 

ラプチャースパイン 

ツルを爆発させ、周囲に魔法ダメージを与える。連結しているツルも同時に爆発する。

秒経過すると種をスタックし、次にスキルを使うと足元に種を蒔き、スキルと同じ効果のツルを生

https://www.youtube.com/watch?v=SJtp6qi4E08https://www.youtube.com/watch?v=SJtp6qi4E08https://www.youtube.com/watch?v=SJtp6qi4E08https://www.youtube.com/watch?v=SJtp6qi4E08    

トリックスタートリックスタートリックスタートリックスター』』』』    

 

高森奈津美  illust：祐絵士 

指定した方向にツルを飛ばし、対象に物理ダメージを与える。ツルが壁に当たると、自分とツルが

秒間バインド状態になり、通常攻撃

指定方向の地中に根を伸ばしていき、再度スキルを使用するか、最大射程まで伸ばすと根が爆発

ツルを爆発させ、周囲に魔法ダメージを与える。連結しているツルも同時に爆発する。 

秒経過すると種をスタックし、次にスキルを使うと足元に種を蒔き、スキルと同じ効果のツルを生



 

◇◇◇◇    マスタータイプマスタータイプマスタータイプマスタータイプ    

 近接攻撃タイプ 

◇◇◇◇    スキル紹介スキル紹介スキル紹介スキル紹介    

 [Q キー] 草薙剣（クサナギノツルギ）

   指定した位置に瞬間移動し、ステルス状態になり、次の通常攻撃で追加の魔法ダメージを与える。

通常攻撃をする度に、このスキルのクールタイムが減少していく。

 [W キー] 天叢雲（アマノムラクモ）

   気刃で周囲の対象を吹き飛ばし、魔法ダメージを与える。

 [E キー] 布都御魂（フツノミタマ）

   指定した方向を裂いて空間を歪ませ、対象に魔法ダメージを与える。自分が歪んだ空間の中に入

ると、物理攻撃力が増加する。

 [R キー] 天羽々斬（アメノハバキリ）

   刃から波動を解放し、周囲の対象にスローを与える。通常攻撃すると紅蓮の傷を与え、再度スキル

を使用すると、傷がある対象に魔法ダメージを与える。傷を残した対象の数に応じて、

が上がり、最大で 50%まで上昇する。スキルを再発動しなかった場合は、

生する。 

 [パッシブ] 魔刃（マジン） 

   20 秒経過すると刃が活性し、次の通常攻撃で対象の周囲にもダメージを与える。

◇◇◇◇    プレイ動画プレイ動画プレイ動画プレイ動画    

    https://www.youtube.com/watch?v=nPHidqSBlbshttps://www.youtube.com/watch?v=nPHidqSBlbshttps://www.youtube.com/watch?v=nPHidqSBlbshttps://www.youtube.com/watch?v=nPHidqSBlbs

 

 

＜＜＜＜真紅の魔剣真紅の魔剣真紅の魔剣真紅の魔剣    ロードカムイロードカムイロードカムイロードカムイ＞＞＞＞    

『『『『扱いやすいスキルがそろった戦闘狂！扱いやすいスキルがそろった戦闘狂！扱いやすいスキルがそろった戦闘狂！扱いやすいスキルがそろった戦闘狂！』』』』    

 cv：山寺宏一

（クサナギノツルギ） 

指定した位置に瞬間移動し、ステルス状態になり、次の通常攻撃で追加の魔法ダメージを与える。

通常攻撃をする度に、このスキルのクールタイムが減少していく。 

（アマノムラクモ） 

気刃で周囲の対象を吹き飛ばし、魔法ダメージを与える。 

（フツノミタマ） 

指定した方向を裂いて空間を歪ませ、対象に魔法ダメージを与える。自分が歪んだ空間の中に入

ると、物理攻撃力が増加する。 

（アメノハバキリ） 

刃から波動を解放し、周囲の対象にスローを与える。通常攻撃すると紅蓮の傷を与え、再度スキル

を使用すると、傷がある対象に魔法ダメージを与える。傷を残した対象の数に応じて、

まで上昇する。スキルを再発動しなかった場合は、半分のクールタイムが発

秒経過すると刃が活性し、次の通常攻撃で対象の周囲にもダメージを与える。

https://www.youtube.com/watch?v=nPHidqSBlbshttps://www.youtube.com/watch?v=nPHidqSBlbshttps://www.youtube.com/watch?v=nPHidqSBlbshttps://www.youtube.com/watch?v=nPHidqSBlbs    

 
山寺宏一  illust：v8 

指定した位置に瞬間移動し、ステルス状態になり、次の通常攻撃で追加の魔法ダメージを与える。

指定した方向を裂いて空間を歪ませ、対象に魔法ダメージを与える。自分が歪んだ空間の中に入

刃から波動を解放し、周囲の対象にスローを与える。通常攻撃すると紅蓮の傷を与え、再度スキル

を使用すると、傷がある対象に魔法ダメージを与える。傷を残した対象の数に応じて、10%ずつ威力

半分のクールタイムが発

秒経過すると刃が活性し、次の通常攻撃で対象の周囲にもダメージを与える。 



 

『『『『体力消費でスキル発動！体力消費でスキル発動！体力消費でスキル発動！体力消費でスキル発動！

◇◇◇◇    マスタータイプマスタータイプマスタータイプマスタータイプ    

 近接攻撃タイプ（マナなし） 

◇◇◇◇    スキル紹介スキル紹介スキル紹介スキル紹介    

 [Q キー] ヒートストローク 

   指定した方向に砂の手を発射して対象に物理ダメージとスローを与える。

[砂強化効果]ダメージが 50%

 [W キー] レインフォースメント

   纏っている砂の力を強化させ、他のスキルに追加効果を発生させる。効果中に通常攻撃すると広

い範囲に魔法ダメージを与え、攻撃する度に体力を回復する。

 [E キー] サンドトルネード 

   砂の突風を起こし、周囲に魔法持続ダメージを与える

と突風が解除される。[砂強化効果

 [R キー] デザーティフィケーション

   指定した位置を砂漠にして、範囲内の対象に砂を纏わせ、魔法持続ダメージとスローを与える。砂

漠に長く居る対象はダメージとスローの効果を多く受ける。

 [パッシブ] インテリジェンス 

   一定時間経過すると知能が高まり、スキル使用時の体力消費量を

を上げるとパッシブのクールタイムが短くなる。

◇◇◇◇    プレイ動画プレイ動画プレイ動画プレイ動画    

    https://www.youtube.com/watch?v=84LPoMlDEDIhttps://www.youtube.com/watch?v=84LPoMlDEDIhttps://www.youtube.com/watch?v=84LPoMlDEDIhttps://www.youtube.com/watch?v=84LPoMlDEDI

 

＜＜＜＜砂漠の帝王砂漠の帝王砂漠の帝王砂漠の帝王    ウチャカカウチャカカウチャカカウチャカカ＞＞＞＞    

体力消費でスキル発動！体力消費でスキル発動！体力消費でスキル発動！体力消費でスキル発動！体力コントロールを極めろ体力コントロールを極めろ体力コントロールを極めろ体力コントロールを極めろ』』』』    

 cv：乃村健次

 

指定した方向に砂の手を発射して対象に物理ダメージとスローを与える。 

50%増加する。スローの効果が 50%増加する。 

レインフォースメント 

纏っている砂の力を強化させ、他のスキルに追加効果を発生させる。効果中に通常攻撃すると広

い範囲に魔法ダメージを与え、攻撃する度に体力を回復する。 

砂の突風を起こし、周囲に魔法持続ダメージを与える。再度スキルを使用するか、時間が経過する

砂強化効果]移動速度が増加する。 

デザーティフィケーション 

指定した位置を砂漠にして、範囲内の対象に砂を纏わせ、魔法持続ダメージとスローを与える。砂

漠に長く居る対象はダメージとスローの効果を多く受ける。 

 

一定時間経過すると知能が高まり、スキル使用時の体力消費量を 50%に抑えられる。魔法攻撃力

を上げるとパッシブのクールタイムが短くなる。 

https://www.youtube.com/watch?v=84LPoMlDEDIhttps://www.youtube.com/watch?v=84LPoMlDEDIhttps://www.youtube.com/watch?v=84LPoMlDEDIhttps://www.youtube.com/watch?v=84LPoMlDEDI 

 

乃村健次  illust：石田バル 

纏っている砂の力を強化させ、他のスキルに追加効果を発生させる。効果中に通常攻撃すると広

。再度スキルを使用するか、時間が経過する

指定した位置を砂漠にして、範囲内の対象に砂を纏わせ、魔法持続ダメージとスローを与える。砂

に抑えられる。魔法攻撃力



 

『『『『時間経過と共に追加される手裏剣が威力の決め手！時間経過と共に追加される手裏剣が威力の決め手！時間経過と共に追加される手裏剣が威力の決め手！時間経過と共に追加される手裏剣が威力の決め手！

◇◇◇◇    マスタータイプマスタータイプマスタータイプマスタータイプ    

 遠隔攻撃タイプ 

◇◇◇◇    スキル紹介スキル紹介スキル紹介スキル紹介    

 [Q キー] 土遁の術（ドトンノジュツ）

   指定した方向に手裏剣を投擲し、魔法ダメージとサイレンスを与える。

[パッシブ効果]手裏剣1 個

 [W キー] 手裏剣投擲（シュリケントウテキ）

   指定した対象に、手裏剣を投擲し、魔法ダメージを与える。

ージ／手裏剣2 個：:20%追加ダメージ

 [E キー] 瞬歩（シュンポ） 

   周囲に物理ダメージを与えてから、指定した方向に高速移動する。移動後は、移動速度が増加す

る。[パッシブ効果]手裏剣

個：移動速度増加3 秒 

 [R キー] 焙烙火矢（ホウロクヒヤ）

   指定した位置に爆発する玉を投げ、魔法ダメージを与える。このスキルは連続して使用できるが、

マナコストが段階的に増えていく。

 [パッシブ] 手裏剣 

   時間が経過すると手裏剣を

する。 

◇◇◇◇    プレイ動画プレイ動画プレイ動画プレイ動画    

    https://www.youhttps://www.youhttps://www.youhttps://www.youtube.com/watch?v=Zciujkmgxcstube.com/watch?v=Zciujkmgxcstube.com/watch?v=Zciujkmgxcstube.com/watch?v=Zciujkmgxcs

 

＜＜＜＜孤高の秘密部隊孤高の秘密部隊孤高の秘密部隊孤高の秘密部隊    アルアルアルアル＞＞＞＞    

時間経過と共に追加される手裏剣が威力の決め手！時間経過と共に追加される手裏剣が威力の決め手！時間経過と共に追加される手裏剣が威力の決め手！時間経過と共に追加される手裏剣が威力の決め手！』』』』    

 cv：小野友樹

（ドトンノジュツ） 

指定した方向に手裏剣を投擲し、魔法ダメージとサイレンスを与える。 

個:：沈黙0.5 秒／手裏剣2 個：:沈黙1.5 秒／手裏剣3 個

（シュリケントウテキ） 

指定した対象に、手裏剣を投擲し、魔法ダメージを与える。[パッシブ効果]手裏剣

追加ダメージ／手裏剣3 個：:25%追加ダメージ 

周囲に物理ダメージを与えてから、指定した方向に高速移動する。移動後は、移動速度が増加す

手裏剣1 個：:移動速度増加1 秒／手裏剣2 個：:移動速度増加

（ホウロクヒヤ） 

指定した位置に爆発する玉を投げ、魔法ダメージを与える。このスキルは連続して使用できるが、

マナコストが段階的に増えていく。 

時間が経過すると手裏剣を 3 つまでスタックする。スタック数によって、スキルに追加効果が発生

tube.com/watch?v=Zciujkmgxcstube.com/watch?v=Zciujkmgxcstube.com/watch?v=Zciujkmgxcstube.com/watch?v=Zciujkmgxcs 

 
小野友樹  illust：v8 

個：:沈黙2 秒 

手裏剣1 個：:5%追加ダメ

周囲に物理ダメージを与えてから、指定した方向に高速移動する。移動後は、移動速度が増加す

移動速度増加2.5 秒／手裏剣3

指定した位置に爆発する玉を投げ、魔法ダメージを与える。このスキルは連続して使用できるが、

つまでスタックする。スタック数によって、スキルに追加効果が発生



 

『『『『追加効果を発動させて、攻防一体の戦略を実行しろ！追加効果を発動させて、攻防一体の戦略を実行しろ！追加効果を発動させて、攻防一体の戦略を実行しろ！追加効果を発動させて、攻防一体の戦略を実行しろ！

◇◇◇◇    マスタータイプマスタータイプマスタータイプマスタータイプ    

 遠隔攻撃タイプ 

◇◇◇◇    スキル紹介スキル紹介スキル紹介スキル紹介    

 [Q キー] ストロングウインド 

   指定した対象に風を起こし、物理ダメージとスローを与える。

[ウインドコート効果]対象にバインドを与える。

 [W キー] ホイールブロウ 

   指定した方向に竜巻を送り、魔法ダメージを与える。

[ウインドコート効果]竜巻が移動する速度が速くなり、ダメージ量が

 [E キー] ストーム 

   周囲に嵐を発生させて魔法ダメージを与え、自分以外の味方を回復させる。

[ウインドコート効果]対象を吹き飛ばし、回復量が増加して自分も回復する。

 [R キー] クリアーフェザー 

   指定した方向に強力な突風を発射して魔法ダメージを与え、ウインドコートを身に纏う。ウインドコ

ートは次のスキルに追加効果を発生させる。

 [パッシブ] ウインドコート 

   スキルを 6 回使うとウインドコートを身に纏い、次のスキルに追加効果が発動する。

◇◇◇◇    プレイ動画プレイ動画プレイ動画プレイ動画    

    https://www.youtube.com/watch?v=0hd5hVSppDMhttps://www.youtube.com/watch?v=0hd5hVSppDMhttps://www.youtube.com/watch?v=0hd5hVSppDMhttps://www.youtube.com/watch?v=0hd5hVSppDM

 

 

＜＜＜＜天上の風天上の風天上の風天上の風    ジルゲルジルゲルジルゲルジルゲル＞＞＞＞    

追加効果を発動させて、攻防一体の戦略を実行しろ！追加効果を発動させて、攻防一体の戦略を実行しろ！追加効果を発動させて、攻防一体の戦略を実行しろ！追加効果を発動させて、攻防一体の戦略を実行しろ！』』』』    

 cv：小清水亜美

 

指定した対象に風を起こし、物理ダメージとスローを与える。 

対象にバインドを与える。 

指定した方向に竜巻を送り、魔法ダメージを与える。 

竜巻が移動する速度が速くなり、ダメージ量が 50%増加する。

周囲に嵐を発生させて魔法ダメージを与え、自分以外の味方を回復させる。 

対象を吹き飛ばし、回復量が増加して自分も回復する。 

 

指定した方向に強力な突風を発射して魔法ダメージを与え、ウインドコートを身に纏う。ウインドコ

ートは次のスキルに追加効果を発生させる。 

使うとウインドコートを身に纏い、次のスキルに追加効果が発動する。

https://www.youtube.com/watch?v=0hd5hVSppDMhttps://www.youtube.com/watch?v=0hd5hVSppDMhttps://www.youtube.com/watch?v=0hd5hVSppDMhttps://www.youtube.com/watch?v=0hd5hVSppDM    

 

小清水亜美  illust：竹浪秀行 

増加する。 

指定した方向に強力な突風を発射して魔法ダメージを与え、ウインドコートを身に纏う。ウインドコ

使うとウインドコートを身に纏い、次のスキルに追加効果が発動する。 



 

『『『『パートナーの雷鳥とのコンビネーションによる雷攻撃は強烈パートナーの雷鳥とのコンビネーションによる雷攻撃は強烈パートナーの雷鳥とのコンビネーションによる雷攻撃は強烈パートナーの雷鳥とのコンビネーションによる雷攻撃は強烈

◇◇◇◇    マスタータイプマスタータイプマスタータイプマスタータイプ    

 遠隔攻撃タイプ 

◇◇◇◇    スキル紹介スキル紹介スキル紹介スキル紹介    

 [Q キー] 雷雲珠（ライウンダマ

   指定した位置に雷の雲を飛ばし、雷を発生させて範囲内の対象に魔法ダメージとスローを与える。

 [W キー] 渦雷（カライ） 

   風と雷を投げ、対象を吹き飛ばし物理ダメージを与える。

 [E キー] 雷鳥 

   [アクティブ効果]雷鳥に向けて雷を放出し、対象に魔法ダメージを与える。雷鳥が多いほど威力が

増加し、3 匹で最大50%の追加ダメージになる。

[パッシブ効果]通常攻撃かスキルを発動するごとに雷鳥を残す。雷鳥は最大

ルタイム中だと発動しない。

 [R キー] 青天霹靂（セイテン

   指定した位置に雷を落とし、命中した対象と落雷が連結する。時間が経過すると落雷が活動し、対

象に魔法ダメージを与える。落雷と対象の距離が遠いほど威力が強化され、最大

 [パッシブ] 光合成 

   5.5 秒間動かずに、ダメージを受けないでいると光合成を始め、そのまま動かなければ

力とマナを回復する。発動後、

◇◇◇◇    プレイ動画プレイ動画プレイ動画プレイ動画    

    https://www.youtube.com/watch?v=UCbVrL4GZekhttps://www.youtube.com/watch?v=UCbVrL4GZekhttps://www.youtube.com/watch?v=UCbVrL4GZekhttps://www.youtube.com/watch?v=UCbVrL4GZek

 

 

＜＜＜＜巣を守護する超自然巣を守護する超自然巣を守護する超自然巣を守護する超自然    ナオザードナオザードナオザードナオザード＞＞＞＞    

パートナーの雷鳥とのコンビネーションによる雷攻撃は強烈パートナーの雷鳥とのコンビネーションによる雷攻撃は強烈パートナーの雷鳥とのコンビネーションによる雷攻撃は強烈パートナーの雷鳥とのコンビネーションによる雷攻撃は強烈』』』』    

 cv：浜添伸也

ライウンダマ） 

指定した位置に雷の雲を飛ばし、雷を発生させて範囲内の対象に魔法ダメージとスローを与える。

風と雷を投げ、対象を吹き飛ばし物理ダメージを与える。 

雷鳥に向けて雷を放出し、対象に魔法ダメージを与える。雷鳥が多いほど威力が

の追加ダメージになる。 

通常攻撃かスキルを発動するごとに雷鳥を残す。雷鳥は最大3

ルタイム中だと発動しない。 

テンノヘキレキ） 

指定した位置に雷を落とし、命中した対象と落雷が連結する。時間が経過すると落雷が活動し、対

象に魔法ダメージを与える。落雷と対象の距離が遠いほど威力が強化され、最大

秒間動かずに、ダメージを受けないでいると光合成を始め、そのまま動かなければ

力とマナを回復する。発動後、50 秒経過すると次の光合成を始められる。 

https://www.youtube.com/watch?v=UCbVrL4GZekhttps://www.youtube.com/watch?v=UCbVrL4GZekhttps://www.youtube.com/watch?v=UCbVrL4GZekhttps://www.youtube.com/watch?v=UCbVrL4GZek    

    

 
浜添伸也  illust：彗 

指定した位置に雷の雲を飛ばし、雷を発生させて範囲内の対象に魔法ダメージとスローを与える。 

雷鳥に向けて雷を放出し、対象に魔法ダメージを与える。雷鳥が多いほど威力が

匹まで残るが、クー

指定した位置に雷を落とし、命中した対象と落雷が連結する。時間が経過すると落雷が活動し、対

象に魔法ダメージを与える。落雷と対象の距離が遠いほど威力が強化され、最大100%増加する。 

秒間動かずに、ダメージを受けないでいると光合成を始め、そのまま動かなければ 9.5 秒間体



 
＜＜＜＜スノーマン・ザ・アイスガントレットスノーマン・ザ・アイスガントレットスノーマン・ザ・アイスガントレットスノーマン・ザ・アイスガントレット

『『『『近接パワーファイター。近接パワーファイター。近接パワーファイター。近接パワーファイター。

◇◇◇◇    マスタータイプマスタータイプマスタータイプマスタータイプ    

 近接攻撃タイプ 

◇◇◇◇    スキル紹介スキル紹介スキル紹介スキル紹介    

 [Q キー] ヘヴィロック 

   冷気を帯びた拳で地面を叩き、周囲に魔法ダメージを与える。距離が離れている対象にはダメー

ジが最大50%増加する。 

[スノーマーカー効果]攻撃速度を減少させる。

 [W キー] アイスハンド 

   氷の手を伸ばし魔法ダメージを与え最後に命中した対象の位置に高速移動する。

[スノーマーカー効果]30%の追加ダメージを与える。

 [E キー] フローズンシールド

   氷の結晶を纏い、冷気の盾を得る。氷結晶化

ルダメージを受けると攻撃者に魔法ダメージを与える。発動後は盾が

[スノーマーカー効果]冷気の盾でダメージを返した際に、追加で相手にスローを与える。

 [R キー] スノーマンクラッシャーズ

   雪だるま軍団を突撃させ、対象に魔法ダメージ、スローと、「スノーマーカー」を与える。

 [パッシブ] スノーマーカー 

   通常攻撃で攻撃した対象にスノーマーカーを残す。マーカーがある対象にスキルを命中させると

追加効果を与えてマーカーが消える。

◇◇◇◇    プレイ動画プレイ動画プレイ動画プレイ動画    

    https://www.youtube.com/watch?v=6t_69Ea1EgEhttps://www.youtube.com/watch?v=6t_69Ea1EgEhttps://www.youtube.com/watch?v=6t_69Ea1EgEhttps://www.youtube.com/watch?v=6t_69Ea1EgE

 

 

スノーマン・ザ・アイスガントレットスノーマン・ザ・アイスガントレットスノーマン・ザ・アイスガントレットスノーマン・ザ・アイスガントレット    ドゥドゥンバドゥドゥンバドゥドゥンバドゥドゥンバ＞＞＞＞    

近接パワーファイター。近接パワーファイター。近接パワーファイター。近接パワーファイター。通常攻撃からの通常攻撃からの通常攻撃からの通常攻撃からのスキル連携スキル連携スキル連携スキル連携は威力絶大は威力絶大は威力絶大は威力絶大

 cv：後藤光祐  illust

冷気を帯びた拳で地面を叩き、周囲に魔法ダメージを与える。距離が離れている対象にはダメー

 

攻撃速度を減少させる。 

氷の手を伸ばし魔法ダメージを与え最後に命中した対象の位置に高速移動する。

の追加ダメージを与える。 

フローズンシールド 

氷の結晶を纏い、冷気の盾を得る。氷結晶化:物理攻撃力、魔法防御力が増加する。冷気の盾

ルダメージを受けると攻撃者に魔法ダメージを与える。発動後は盾が消滅する。

冷気の盾でダメージを返した際に、追加で相手にスローを与える。

スノーマンクラッシャーズ 

雪だるま軍団を突撃させ、対象に魔法ダメージ、スローと、「スノーマーカー」を与える。

 

通常攻撃で攻撃した対象にスノーマーカーを残す。マーカーがある対象にスキルを命中させると

追加効果を与えてマーカーが消える。 

https://www.youtube.com/watch?v=6t_69Ea1EgEhttps://www.youtube.com/watch?v=6t_69Ea1EgEhttps://www.youtube.com/watch?v=6t_69Ea1EgEhttps://www.youtube.com/watch?v=6t_69Ea1EgE    

は威力絶大は威力絶大は威力絶大は威力絶大』』』』    

 
illust：SOFTBIGBANG 

冷気を帯びた拳で地面を叩き、周囲に魔法ダメージを与える。距離が離れている対象にはダメー

氷の手を伸ばし魔法ダメージを与え最後に命中した対象の位置に高速移動する。 

物理攻撃力、魔法防御力が増加する。冷気の盾:スキ

消滅する。 

冷気の盾でダメージを返した際に、追加で相手にスローを与える。 

雪だるま軍団を突撃させ、対象に魔法ダメージ、スローと、「スノーマーカー」を与える。 

通常攻撃で攻撃した対象にスノーマーカーを残す。マーカーがある対象にスキルを命中させると



 

 

「クローズド対戦テスト」募集開始時に公開しておりました

ス調査を目的に一部変更を行わせていただきますことをお知らせいたします。

  

【変更前】 入手可能な EXP が

【変更後】 入手可能な EXP、ならびにゲーム内マネーの取得値は通常値となります。

 

テスト期間中は、皆さまにはご不便、ご迷惑をおかけすることとなりますが、より良いゲーム開発のた

め、ゲームバランス調査へのご協力をよろしくお願いいたします。

 

 直前の変更になり、ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

 

 

詳しくは以下の「クローズド対戦テスト」特設ページをご参照ください。詳しくは以下の「クローズド対戦テスト」特設ページをご参照ください。詳しくは以下の「クローズド対戦テスト」特設ページをご参照ください。詳しくは以下の「クローズド対戦テスト」特設ページをご参照ください。

http://www.coremasters.jp/cbt_app/index.aspxhttp://www.coremasters.jp/cbt_app/index.aspxhttp://www.coremasters.jp/cbt_app/index.aspxhttp://www.coremasters.jp/cbt_app/index.aspx
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「クローズド対戦テスト」期間中の「クローズド対戦テスト」期間中の「クローズド対戦テスト」期間中の「クローズド対戦テスト」期間中の 

特殊仕様の変更についてお知らせ特殊仕様の変更についてお知らせ特殊仕様の変更についてお知らせ特殊仕様の変更についてお知らせ 

「クローズド対戦テスト」募集開始時に公開しておりました、期間中の特殊仕様について、ゲームバラン

ス調査を目的に一部変更を行わせていただきますことをお知らせいたします。 

が 400%、ゲーム内マネーが 200%となります 

、ならびにゲーム内マネーの取得値は通常値となります。

テスト期間中は、皆さまにはご不便、ご迷惑をおかけすることとなりますが、より良いゲーム開発のた

め、ゲームバランス調査へのご協力をよろしくお願いいたします。 

直前の変更になり、ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

詳しくは以下の「クローズド対戦テスト」特設ページをご参照ください。詳しくは以下の「クローズド対戦テスト」特設ページをご参照ください。詳しくは以下の「クローズド対戦テスト」特設ページをご参照ください。詳しくは以下の「クローズド対戦テスト」特設ページをご参照ください。

http://www.coremasters.jp/cbt_app/index.aspxhttp://www.coremasters.jp/cbt_app/index.aspxhttp://www.coremasters.jp/cbt_app/index.aspxhttp://www.coremasters.jp/cbt_app/index.aspx    
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