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新たに使用可能になるマスター新たに使用可能になるマスター新たに使用可能になるマスター新たに使用可能になるマスター

 

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、

(木)に実施するアップデート ver1.0

公開しました。 

    

新マスター「新マスター「新マスター「新マスター「

    

オープンβテストに相当するアップデート

来たる 4 月24 日(木)のアップデート

ターの動きをしっかり予習しましょう。

また、今なら事前登録キャンペーン

からご登録ください！ 

 

 

 

 

 

    

    

 

平成

会 社 名 GMO ゲームポット

（URL http://www.gamepot.co.jp/

    

24242424 日日日日((((木木木木))))開催の開催の開催の開催のアップデートアップデートアップデートアップデート ver1.0ver1.0ver1.0ver1.0「暁の序曲～「暁の序曲～「暁の序曲～「暁の序曲～

まであとまであとまであとまであと 2222 週間！週間！週間！週間！    

新たに使用可能になるマスター新たに使用可能になるマスター新たに使用可能になるマスター新たに使用可能になるマスター2222 体体体体を先行を先行を先行を先行公開！公開！公開！公開！    

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、

ver1.0「暁の序曲～overture～」にて、新たに追加されるマスター

新マスター「新マスター「新マスター「新マスター「リオレットリオレットリオレットリオレット」、「」、「」、「」、「ヨルクヨルクヨルクヨルク」の情報」の情報」の情報」の情報を先行を先行を先行を先行公開公開公開公開！！！！    

テストに相当するアップデートver1.0「暁の序曲～overture～」の実施まで

のアップデート ver1.0「暁の序曲～overture～」に備えて、新たに使用可能になる

の動きをしっかり予習しましょう。 

今なら事前登録キャンペーンを開催中です。まだ事前登録を済ませていない方はぜひ公式サイト

        

平成26 年4 月11 日 

ゲームポット株式会社 

http://www.gamepot.co.jp/） 

「暁の序曲～「暁の序曲～「暁の序曲～「暁の序曲～overtureovertureovertureoverture～」～」～」～」    

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、4 月 24 日 

新たに追加されるマスター2 体の情報を

    

～」の実施まで2週間をきりました。

たに使用可能になるマス

方はぜひ公式サイト



 

相棒のラブロイによる広範囲視野で、スーパー長距離攻撃を仕掛けろ！相棒のラブロイによる広範囲視野で、スーパー長距離攻撃を仕掛けろ！相棒のラブロイによる広範囲視野で、スーパー長距離攻撃を仕掛けろ！相棒のラブロイによる広範囲視野で、スーパー長距離攻撃を仕掛けろ！

◇◇◇◇    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    

 遠距離攻撃タイプ 

 

◇◇◇◇    スキル紹介スキル紹介スキル紹介スキル紹介 

[Q キー] トランキライザー 

   弱化の矢を放ち、対象に物理ダメージを与え、対象から受ける物理ダメージを

最大3 回減少させる。 

[W キー] ショックケージ 

指定した位置に罠を設置して、範囲に魔法ダメージを与える。時間が経過するか、

罠に掛かった対象が罠の外に出ると、罠の外枠が爆発して

[E キー] クイックステップ 

   指定した位置に素早く移動して、周囲に魔法ダメージを与える。

スキルをもう一度使用すると、移動前の位置に瞬間移動して戻る。

[R キー] ラブロイ 

   周囲の対象の視野を得て、ラブロイを召喚し、視界が増加する。

スキルをもう一度使用すると指定した位置の視野を得て、ラブロイが飛んでいく。

ラブロイが指定位置に到着すると爆発し、周囲に魔法ダメージを与える。

ラブロイが遠く飛ぶほど威力が増加し、最大

ラブロイを飛ばさずに戻した場合、半分のクールタイムが発生する。ラブロイを召喚した瞬間と

ラブロイの攻撃先を指定した一瞬は、スタンやノックバックを無効にする。

[パッシブ] ホークアイ 

   スキルでダメージを与えると、対象の位置を捕捉する。

 

◇◇◇◇    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=uTV5v2p_UWIhttps://www.youtube.com/watch?v=uTV5v2p_UWIhttps://www.youtube.com/watch?v=uTV5v2p_UWIhttps://www.youtube.com/watch?v=uTV5v2p_UWI

 

＜＜＜＜追い続ける狩人追い続ける狩人追い続ける狩人追い続ける狩人    リオレットリオレットリオレットリオレット＞＞＞＞    

相棒のラブロイによる広範囲視野で、スーパー長距離攻撃を仕掛けろ！相棒のラブロイによる広範囲視野で、スーパー長距離攻撃を仕掛けろ！相棒のラブロイによる広範囲視野で、スーパー長距離攻撃を仕掛けろ！相棒のラブロイによる広範囲視野で、スーパー長距離攻撃を仕掛けろ！

    cvcvcvcv：：：：行成とあ行成とあ行成とあ行成とあ

弱化の矢を放ち、対象に物理ダメージを与え、対象から受ける物理ダメージを 

指定した位置に罠を設置して、範囲に魔法ダメージを与える。時間が経過するか、

罠に掛かった対象が罠の外に出ると、罠の外枠が爆発して 100%のダメージを追加で与える。

指定した位置に素早く移動して、周囲に魔法ダメージを与える。 

スキルをもう一度使用すると、移動前の位置に瞬間移動して戻る。 

周囲の対象の視野を得て、ラブロイを召喚し、視界が増加する。 

スキルをもう一度使用すると指定した位置の視野を得て、ラブロイが飛んでいく。

ラブロイが指定位置に到着すると爆発し、周囲に魔法ダメージを与える。 

ラブロイが遠く飛ぶほど威力が増加し、最大50%の追加ダメージを与える。 

ラブロイを飛ばさずに戻した場合、半分のクールタイムが発生する。ラブロイを召喚した瞬間と

ラブロイの攻撃先を指定した一瞬は、スタンやノックバックを無効にする。 

スキルでダメージを与えると、対象の位置を捕捉する。 

https://www.youtube.com/watch?v=uTV5v2p_UWIhttps://www.youtube.com/watch?v=uTV5v2p_UWIhttps://www.youtube.com/watch?v=uTV5v2p_UWIhttps://www.youtube.com/watch?v=uTV5v2p_UWI    

相棒のラブロイによる広範囲視野で、スーパー長距離攻撃を仕掛けろ！相棒のラブロイによる広範囲視野で、スーパー長距離攻撃を仕掛けろ！相棒のラブロイによる広範囲視野で、スーパー長距離攻撃を仕掛けろ！相棒のラブロイによる広範囲視野で、スーパー長距離攻撃を仕掛けろ！    

 

行成とあ行成とあ行成とあ行成とあ        illustillustillustillust....：：：：TTTT----TRACKTRACKTRACKTRACK    

 

指定した位置に罠を設置して、範囲に魔法ダメージを与える。時間が経過するか、 

のダメージを追加で与える。 

スキルをもう一度使用すると指定した位置の視野を得て、ラブロイが飛んでいく。 

ラブロイを飛ばさずに戻した場合、半分のクールタイムが発生する。ラブロイを召喚した瞬間と、 



 
    

    

呪いの人形によるターゲット操作！相手の行動を制御する曲者！呪いの人形によるターゲット操作！相手の行動を制御する曲者！呪いの人形によるターゲット操作！相手の行動を制御する曲者！呪いの人形によるターゲット操作！相手の行動を制御する曲者！

◇◇◇◇    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    

 遠距離攻撃タイプ 

◇◇◇◇    スキル紹介スキル紹介スキル紹介スキル紹介 

 [Q キー] チャイルド 

   指定した方向に亡霊を飛ばし、物理ダメージとスローを与える。飛距離が長くなるほど威力が増加

し、最大50%の追加ダメージを与える。

【トゥッカターの追加効果】

このスキルの威力が最大の状態になる。

 [W キー] デスマーカー 

   スキル発動後に通常攻撃すると対象にデスマーカーを与え、再度スキルを使用するとデスマーカ

ーが爆発して魔法ダメージを与える。

【トゥッカターの追加効果】

トゥッカターに攻撃すると、爆発に巻き込んだ対象にデスマーカーを与える。

  [E キー] クロニクル 

   指定した位置の空気を濁らせ、範囲内の対象に魔法ダメージを与え、直後に、範囲内に居る対象

に 100%の追加ダメージを与える。範囲内に居る対象はスローの効果を受ける。

【トゥッカターの追加効果】

トゥッカターが巻き込まれると爆発し、周囲の対象に、通常攻撃の

 [R キー] ディザスター 

   呪いのオブジェクトを生成し、範囲内の対象にタウントを与え、対象は強制的にオブジェクトを攻

する。時間が経過するとオブジェクトが爆発し、周囲に魔法ダメージを与える。オブジェクトが攻撃

を受けた回数に応じて最大

バックを無効にする。 

 

 

＜＜＜＜歪んだ呪い歪んだ呪い歪んだ呪い歪んだ呪い    ヨルクヨルクヨルクヨルク＞＞＞＞    

呪いの人形によるターゲット操作！相手の行動を制御する曲者！呪いの人形によるターゲット操作！相手の行動を制御する曲者！呪いの人形によるターゲット操作！相手の行動を制御する曲者！呪いの人形によるターゲット操作！相手の行動を制御する曲者！

    cvcvcvcv：：：：後藤ヒロキ後藤ヒロキ後藤ヒロキ後藤ヒロキ

指定した方向に亡霊を飛ばし、物理ダメージとスローを与える。飛距離が長くなるほど威力が増加

の追加ダメージを与える。 

】 

このスキルの威力が最大の状態になる。 

スキル発動後に通常攻撃すると対象にデスマーカーを与え、再度スキルを使用するとデスマーカ

ーが爆発して魔法ダメージを与える。 

】 

トゥッカターに攻撃すると、爆発に巻き込んだ対象にデスマーカーを与える。 

指定した位置の空気を濁らせ、範囲内の対象に魔法ダメージを与え、直後に、範囲内に居る対象

の追加ダメージを与える。範囲内に居る対象はスローの効果を受ける。

】 

トゥッカターが巻き込まれると爆発し、周囲の対象に、通常攻撃の 140%の追加ダメージを与える。

呪いのオブジェクトを生成し、範囲内の対象にタウントを与え、対象は強制的にオブジェクトを攻

する。時間が経過するとオブジェクトが爆発し、周囲に魔法ダメージを与える。オブジェクトが攻撃

を受けた回数に応じて最大50%の追加ダメージを与える。スキル発動時の一瞬は、スタンやノック

  

呪いの人形によるターゲット操作！相手の行動を制御する曲者！呪いの人形によるターゲット操作！相手の行動を制御する曲者！呪いの人形によるターゲット操作！相手の行動を制御する曲者！呪いの人形によるターゲット操作！相手の行動を制御する曲者！    

 
後藤ヒロキ後藤ヒロキ後藤ヒロキ後藤ヒロキ        illustillustillustillust....：：：：前河悠一前河悠一前河悠一前河悠一    

指定した方向に亡霊を飛ばし、物理ダメージとスローを与える。飛距離が長くなるほど威力が増加

スキル発動後に通常攻撃すると対象にデスマーカーを与え、再度スキルを使用するとデスマーカ

指定した位置の空気を濁らせ、範囲内の対象に魔法ダメージを与え、直後に、範囲内に居る対象

の追加ダメージを与える。範囲内に居る対象はスローの効果を受ける。 

の追加ダメージを与える。 

呪いのオブジェクトを生成し、範囲内の対象にタウントを与え、対象は強制的にオブジェクトを攻撃

する。時間が経過するとオブジェクトが爆発し、周囲に魔法ダメージを与える。オブジェクトが攻撃

の追加ダメージを与える。スキル発動時の一瞬は、スタンやノック



 
 [パッシブ] トゥッカター 

   通常攻撃をする度にスタックが溜まり、スタックが

る。トゥッカターは通常攻撃するか、時間が経過すると爆発し、周囲に通常攻撃の

を与える。スキルでトゥッカターを攻撃すると、追加効果が発生する。

 

◇◇◇◇    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=eQWPpBcQxQ4https://www.youtube.com/watch?v=eQWPpBcQxQ4https://www.youtube.com/watch?v=eQWPpBcQxQ4https://www.youtube.com/watch?v=eQWPpBcQxQ4

    

    

300300300300 円相当円相当円相当円相当

 

3月28日から4月24日(木)16

録キャンペーンを開催中です。 

今回は事前登録を行って頂いた方全員に、

ひ事前登録をして、アップデート

※既にクローズド対戦テストにご応募頂いている方も、プレゼント配布の対象になります。

 

事前登録キャンペーンの詳細は事前登録キャンペーンの詳細は事前登録キャンペーンの詳細は事前登録キャンペーンの詳細は

http://www.coremasters.jp/index.aspx?Seq=70http://www.coremasters.jp/index.aspx?Seq=70http://www.coremasters.jp/index.aspx?Seq=70http://www.coremasters.jp/index.aspx?Seq=70

    

 

通常攻撃をする度にスタックが溜まり、スタックが5になると、次の通常攻撃でトゥッカターを生成す

る。トゥッカターは通常攻撃するか、時間が経過すると爆発し、周囲に通常攻撃の

を与える。スキルでトゥッカターを攻撃すると、追加効果が発生する。 

https://www.youtube.com/watch?v=eQWPpBcQxQ4https://www.youtube.com/watch?v=eQWPpBcQxQ4https://www.youtube.com/watch?v=eQWPpBcQxQ4https://www.youtube.com/watch?v=eQWPpBcQxQ4    

円相当円相当円相当円相当のコンテンツポイントが必ずもらえる！のコンテンツポイントが必ずもらえる！のコンテンツポイントが必ずもらえる！のコンテンツポイントが必ずもらえる！    

事前登録キャンペーン開催事前登録キャンペーン開催事前登録キャンペーン開催事前登録キャンペーン開催中中中中    

)16：00までの期間中、アップデートver1.0「暁の序曲～overture

 

今回は事前登録を行って頂いた方全員に、300 円相当のコンテンツポイントをプレゼントいたします

アップデート ver1.0「暁の序曲～overture～」にご参加下さい。 

※既にクローズド対戦テストにご応募頂いている方も、プレゼント配布の対象になります。

事前登録キャンペーンの詳細は事前登録キャンペーンの詳細は事前登録キャンペーンの詳細は事前登録キャンペーンの詳細は下記下記下記下記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.coremasters.jp/index.aspx?Seq=70http://www.coremasters.jp/index.aspx?Seq=70http://www.coremasters.jp/index.aspx?Seq=70http://www.coremasters.jp/index.aspx?Seq=70    

    

    

    

    

    

    

        

になると、次の通常攻撃でトゥッカターを生成す

る。トゥッカターは通常攻撃するか、時間が経過すると爆発し、周囲に通常攻撃の 140%のダメージ

    

overture～」の事前登

のコンテンツポイントをプレゼントいたします。ぜ

※既にクローズド対戦テストにご応募頂いている方も、プレゼント配布の対象になります。 



 

3 月28 日から 4 月24 日(木)16

アップデート ver1.0「暁の序曲～

名様に、山寺宏一さんをはじめとした

    ぜひキャンペーンに参加して、サイン色紙をゲットしましょう。

    

≪直筆≪直筆≪直筆≪直筆サイン色紙全サイン色紙全サイン色紙全サイン色紙全9999 種類種類種類種類≫≫≫≫    

 

悠木碧さん(カトリシア役) 

・「ポケットモンスター ベストウイッシュ」アイリス役

・「魔法少女まどか☆マギカ」鹿目まどか役

・「戦姫絶唱シンフォギア」立花響役

 

 

 

 

茅原実里さん(シルビアン役) 

・涼宮ハルヒの憂鬱（長門有希） 

・みなみけ（南千秋） 

・ノブナガ・ザ・フール（イチヒメ） 

 

 

 

 

子安武人さん(ステルロン役) 

・「楽しいムーミン一家」スナフキン役

・「ワンピース」クザン（青キジ）役

・「ジョジョの奇妙な冒険」ＤＩＯ役 

 

 

 

 

 

 

豪華声優陣のサイン色紙がもらえる！豪華声優陣のサイン色紙がもらえる！豪華声優陣のサイン色紙がもらえる！豪華声優陣のサイン色紙がもらえる！    

twittertwittertwittertwitter キャンペーン開催キャンペーン開催キャンペーン開催キャンペーン開催中中中中    

)16：00 までの期間中、ｔwitter キャンペーンを開催中です

「暁の序曲～overture～」の開始日を含む特定のテキストをつぶやくと、抽選で全

名様に、山寺宏一さんをはじめとした豪華声優陣の直筆サイン色紙をプレゼントいたします。

ぜひキャンペーンに参加して、サイン色紙をゲットしましょう。 

    

ベストウイッシュ」アイリス役 

・「魔法少女まどか☆マギカ」鹿目まどか役 

・「戦姫絶唱シンフォギア」立花響役 

 

 

・「楽しいムーミン一家」スナフキン役 

・「ワンピース」クザン（青キジ）役 

 

  

 

中です。 

～」の開始日を含む特定のテキストをつぶやくと、抽選で全18

直筆サイン色紙をプレゼントいたします。 



 
日笠陽子さん(グラシーヴ役)  

・「ノブナガ・ザ・フール」ジャンヌ・カグヤ・ダルク役

・「ＩＳ＜インフィニット・ストラトス＞」篠ノ之箒役

・「はたらく魔王さま！」遊佐恵美(

 

 

 

 

沢城みゆきさん(デモーナ役) 

・「ルパン三世シリーズ」峰不二子役［

・「攻殻機動隊ARISE -GHOST IN THE SHELL

・「HUNTER×HUNTER」クラピカ役

 

 

 

 

高森奈津美さん(ルピナス役) 

・「Ａｎｏｔｈｅｒ」見崎鳴役 

・「プリティーリズム・ディアマイフューチャー」深山れいな役

・「ジュエルペット てぃんくる☆」桜あかり役

 

 

 

 

山寺宏一さん(ロードカムイ役) 

・「LUPIN the Third -峰不二子という女」（銭形警部）

・「宇宙戦艦ヤマト 2199」（アベルト・デスラー）

・「シュガー・ラッシュ」（ラルフ） 

 

 

 

 

小清水亜美さん(ジルゲル役) 

・「キルラキル」纏流子役 

・「スイートプリキュア♪」北条響 

・「咲-Saki-」原村和役 

 

 

 

 

 

 

・「ノブナガ・ザ・フール」ジャンヌ・カグヤ・ダルク役 

・「ＩＳ＜インフィニット・ストラトス＞」篠ノ之箒役 

・「はたらく魔王さま！」遊佐恵美(勇者エミリア)役 

・「ルパン三世シリーズ」峰不二子役［3 代目］ 

GHOST IN THE SHELL-」ロジコマ役 

」クラピカ役 

・「プリティーリズム・ディアマイフューチャー」深山れいな役 

てぃんくる☆」桜あかり役 

峰不二子という女」（銭形警部） 

」（アベルト・デスラー） 

 

 / キュアメロディ役 

  



 
秋元洋介さん(ウィリアム役) 

・「機動武闘伝G ガンダム」マスターアジア役

・「ジャイアントロボ」アルベルト役

・「宇宙戦艦ヤマト 2199」ヒス役 
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