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本日4月30日(水)18：00 より、

Awakening～」を開始いたします。

アップデートver1.1「覚醒～Awakening

ターやアバターセット、そしてブースト系アイテム等

また、今回のアップデートを記念して、ハイクオリティのプロモーションビデオを公開いたしました。この

プロモーションビデオはストーリー仕立てになっており、今後続編の公開を予定しております。

いよいよスキン販売なども開始され、正式サービスへと移行してパワーアップした

ぜひお楽しみください。 
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、『コアマスターズ』の正式サービスに相当するアップデート

を開始いたします。 

Awakening～」では、新たに8人のマスターが追加となるほか、

ブースト系アイテム等のスペシャルアイテムの購入が可能になります。

また、今回のアップデートを記念して、ハイクオリティのプロモーションビデオを公開いたしました。この

プロモーションビデオはストーリー仕立てになっており、今後続編の公開を予定しております。

スキン販売なども開始され、正式サービスへと移行してパワーアップした『コアマスターズ』を
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『コアマスターズ』の正式サービスに相当するアップデート ver1.1「覚醒～

人のマスターが追加となるほか、SHOPでマス

アイテムの購入が可能になります。 

また、今回のアップデートを記念して、ハイクオリティのプロモーションビデオを公開いたしました。この

プロモーションビデオはストーリー仕立てになっており、今後続編の公開を予定しております。 

『コアマスターズ』を



 
■主なアップデート内容 

・新マスター8 体の追加 

・マスター＆アバター＆スペシャルアイテムの販売開始

・レジェンド装備が必ず出現する装備ボックス「有名な物語」を実装

・「メジャーモード」のプレイ可能アカウントレベルをレベル

 

 

アバター＆ブースト系アイテム等アバター＆ブースト系アイテム等アバター＆ブースト系アイテム等アバター＆ブースト系アイテム等

「ver1.1 覚醒～Awakening～」の開始に伴い「アバター」の販売を開始いたしま

販売開始を記念し、本日4 月30

をご用意いたします。 

このセットアイテムは「アバター」と「マスター」をセットで買った場合はもちろんのこと、すでに「マスター」

を手に入れてしまった方でも少しだけ安く「アバター」を購入することが出来ます。

いつもとは一味違った「アバター」で、戦場を駆け巡ってみてはいかがでしょうか。

    

 

・マスター＆アバター＆スペシャルアイテムの販売開始 

・レジェンド装備が必ず出現する装備ボックス「有名な物語」を実装 

・「メジャーモード」のプレイ可能アカウントレベルをレベル 10 からレベル 5 に変更

アバター＆ブースト系アイテム等アバター＆ブースト系アイテム等アバター＆ブースト系アイテム等アバター＆ブースト系アイテム等のののの SHOPSHOPSHOPSHOP アイテムを大公開アイテムを大公開アイテムを大公開アイテムを大公開！！！！

    

＜＜＜＜アバターアバターアバターアバター実装記念実装記念実装記念実装記念セットセットセットセット＞＞＞＞    

～」の開始に伴い「アバター」の販売を開始いたします。さらに

30 日(水)より「アバター」と「マスター」がセットになったお得なセットアイテム

このセットアイテムは「アバター」と「マスター」をセットで買った場合はもちろんのこと、すでに「マスター」

を手に入れてしまった方でも少しだけ安く「アバター」を購入することが出来ます。 

いつもとは一味違った「アバター」で、戦場を駆け巡ってみてはいかがでしょうか。 
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さらにこの「アバター」

より「アバター」と「マスター」がセットになったお得なセットアイテム

このセットアイテムは「アバター」と「マスター」をセットで買った場合はもちろんのこと、すでに「マスター」

 



 

スペシャルアイテムは、獲得経験値や

アイコン アイテム

 

勝利時経験値ブースト

 

勝利時Goldブースト

 

ニックネーム
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 4月24日から5月20日(火)までの期間、

中です。今回のアップデート ver1.1

ーが使い放題となります。 

この機会に好きなマスターを好き

細はキャンペーンページをご覧ください。
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＜スペシャルアイテム＞＜スペシャルアイテム＞＜スペシャルアイテム＞＜スペシャルアイテム＞    

スペシャルアイテムは、獲得経験値や Gold を増やすことができる便利な消費型アイテムです。

アイテム名 概要 

ブースト 勝利時のリザルトで80の経験値を追加

ブースト 勝利時のリザルトで80のGoldを追加

ニックネーム変更 
ニックネームを変更します

※購入後、クライアントを再起動すると
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ver1.1「覚醒～Awakening～」で追加されたマスターも含め、全

好きなだけプレイして、自分と相性の良いマスターを探してみましょう！詳

細はキャンペーンページをご覧ください。 
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追加で獲得します 

追加で獲得します 

します。 

すると適用されます。 

開催中！開催中！開催中！開催中！    

    

なんと全てのマスターを無料で使える豪華キャンペーンを実施

で追加されたマスターも含め、全40 体のマスタ

なだけプレイして、自分と相性の良いマスターを探してみましょう！詳



 
    

『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』

さらに、快適なプレイをお届けするゲーミングデバイスの推奨モデルを発表さらに、快適なプレイをお届けするゲーミングデバイスの推奨モデルを発表さらに、快適なプレイをお届けするゲーミングデバイスの推奨モデルを発表さらに、快適なプレイをお届けするゲーミングデバイスの推奨モデルを発表

本日4月30日（水）、『コアマスターズ』推奨

モデルを発表いたします。 

推奨ゲーミング PC は、ゲーミング

社サードウェーブデジノスと共に動作検証のうえ、このたび推奨ゲーミング

たしました。 

機種はデスクトップ PC「GALLERIA 

メジャーモードにおける総力戦にラグを感じることなく

することができます。 

購入特典として「GALLERIA」の強靭なスペック

ムとなる、[ワード]シールドバリアやアーマーオブナイツ、オールドコイン、ハートオブソウル、キュアポー

ションの計5 つのゲーム内アイテムをプレゼントします。

推奨ゲーミングデバイスは、ゲーミングデバイス最大手ブランド「

と共に動作検証のうえ、『CORE MASTERS

機種はマウス「Deathadder2013

始したばかりである最新モデルのキーボード「

Stealth」の 4 種を推奨。 

『コアマスターズ』推奨モデルで快適なゲーミングライフをご堪能ください！

    

【【【【GALLERIA GALLERIA GALLERIA GALLERIA 『『『『    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    』』』』
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『コアマスターズ』推奨ゲーミングPCの発売開始、及びゲーミングデバイス

は、ゲーミング PC が誇るドスパラの「GALLERIA（ガレリア）」。販売元である株式会

社サードウェーブデジノスと共に動作検証のうえ、このたび推奨ゲーミングPCの導入、及び販売を決定い

GALLERIA 『 コアマスターズ 』 推奨モデル DS」。カジュアルモードの乱戦や

メジャーモードにおける総力戦にラグを感じることなく、スムーズ且つハイクオリティなグラフィックで堪能

」の強靭なスペックをイメージし、タフネスな効果を発揮するゲーム内アイテ

シールドバリアやアーマーオブナイツ、オールドコイン、ハートオブソウル、キュアポー

つのゲーム内アイテムをプレゼントします。 

推奨ゲーミングデバイスは、ゲーミングデバイス最大手ブランド「Razer」。販売元である

CORE MASTERS』推奨ゲーミングデバイスとして「Razer」を推奨いたします。

Deathadder2013」、ヘッドセット「Kraken Pro」、そして今月4 月22 日（火）に

最新モデルのキーボード「BlackWidow Ultimate 2014 JP」「BlackWidow Ultimate 2014 

で快適なゲーミングライフをご堪能ください！ 

』』』』    推奨モデル推奨モデル推奨モデル推奨モデル    DSDSDSDS】】】】    

  

さらに、快適なプレイをお届けするゲーミングデバイスの推奨モデルを発表さらに、快適なプレイをお届けするゲーミングデバイスの推奨モデルを発表さらに、快適なプレイをお届けするゲーミングデバイスの推奨モデルを発表さらに、快適なプレイをお届けするゲーミングデバイスの推奨モデルを発表    

ゲーミングデバイスの推奨

販売元である株式会

の導入、及び販売を決定い

カジュアルモードの乱戦や

スムーズ且つハイクオリティなグラフィックで堪能

ネスな効果を発揮するゲーム内アイテ

シールドバリアやアーマーオブナイツ、オールドコイン、ハートオブソウル、キュアポー

販売元である MSY 株式会社

」を推奨いたします。 

日（火）に国内販売を開

BlackWidow Ultimate 2014 

 



 
 

OS Windows7 Home Premium

CPU インテル

グラフィック NVIDIA GeForce GTX750 1GB

メモリ 8GB DDR3 SDRAM

ハードディスク 500GB HDD

光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ

マザーボード インテル

製品詳細URL：http://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_prime.php?tg=13&tc=502&ft=&mc=4643&sn=0http://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_prime.php?tg=13&tc=502&ft=&mc=4643&sn=0http://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_prime.php?tg=13&tc=502&ft=&mc=4643&sn=0http://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_prime.php?tg=13&tc=502&ft=&mc=4643&sn=0

 

GALLERIAGALLERIAGALLERIAGALLERIA『コアマスターズ』推奨モデル購入『コアマスターズ』推奨モデル購入『コアマスターズ』推奨モデル購入『コアマスターズ』推奨モデル購入

アイコン アイテム名

 
[ワード]シールドバリア

 

アーマーオブナイツ

 

オールドコイン

 

ハートオブソウル

 

キュアポーション

 

    

    

 

Windows7 Home Premium 

インテル Core i5-4570 

NVIDIA GeForce GTX750 1GB 

8GB DDR3 SDRAM 

500GB HDD 

スーパーマルチドライブ 

インテル B85 チップセット マイクロATXマザーボード 
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『コアマスターズ』推奨モデル購入『コアマスターズ』推奨モデル購入『コアマスターズ』推奨モデル購入『コアマスターズ』推奨モデル購入特典「ディフェンシブセット」特典「ディフェンシブセット」特典「ディフェンシブセット」特典「ディフェンシブセット」    

名 概要 

シールドバリア 

透明のワードを設置し、周囲の視野を得る。ワードのチャージが

ワードアイテムを生成する。ワードアイテム生成後も視界

スター、ワード、センターコアの視界の中でワードを配置

ードアイテムは透明にならない。探索されたワードとワードアイテムは

クリスタルをドロップする。チャージが完了するとダメージを

ドバリアを生成する。 

シールドを生成する：45秒 

シールド量：200 

アーマーオブナイツ 

攻撃を受けて体力が30%以下になると、8秒間、最大体力

生成する。(クールタイム:90秒) 

物理防御力：36 

体力：160 

マナ：160 

オールドコイン 

フィニッシュムーブの発生頻度が150%上昇し、フィニッシュムーブで

クリスタル量が75%増加する。 

魔法防御力：36 

体力：160 

マナ：160 

ハートオブソウル 

視界が広くなる。より広い範囲を探索し、探索で見つけた

発動時に自分の位置は相手に捕捉されない。このユニークアクティブと

索は、別々のクールタイムで管理される。(クールタイム：

魔法攻撃：30 

自然治癒力：20 

キュアポーション トラップ、探索、イグナイト、ウィーケンの効果を解除する
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ワードのチャージが完了すると透明の

視界は残り続ける。相手のマ

配置した場合は、ワードとワ

されたワードとワードアイテムは破壊され、

するとダメージを防ぐ、透明のシール

最大体力の30%のシールドを

フィニッシュムーブで獲得する

つけた相手を6秒間捕捉する。

このユニークアクティブとＤキーの探

：60秒) 

する。 



 
【【【【RazerRazerRazerRazer    DeathAdderDeathAdderDeathAdderDeathAdder    2013 2013 2013 2013 ゲーミングマウスゲーミングマウスゲーミングマウスゲーミングマウス

人間工学に基づいたデザイン、操作性の高さで他の追随を許さない

製品詳細URL：http://www.razerzone.com/jp

【【【【Razer BlackWidow Ultimate JP 2014Razer BlackWidow Ultimate JP 2014Razer BlackWidow Ultimate JP 2014Razer BlackWidow Ultimate JP 2014

ゲーマーから圧倒的支持を受けるキーボード

製品詳細URL：http://razerzone.jp/blackwidow2014

    

    

    

    

    

 

ゲーミングマウスゲーミングマウスゲーミングマウスゲーミングマウス】】】】    

人間工学に基づいたデザイン、操作性の高さで他の追随を許さない 

http://www.razerzone.com/jp-jp/gaming-mice/razer-deathadder 

    

Razer BlackWidow Ultimate JP 2014Razer BlackWidow Ultimate JP 2014Razer BlackWidow Ultimate JP 2014Razer BlackWidow Ultimate JP 2014    ゲーミングキーボードゲーミングキーボードゲーミングキーボードゲーミングキーボード    ((((緑軸緑軸緑軸緑軸    日本語配列版日本語配列版日本語配列版日本語配列版))))】】】】    

ゲーマーから圧倒的支持を受けるキーボード 

http://razerzone.jp/blackwidow2014-top 

    

        

    



 
【【【【Razer BlackWidow UltimateRazer BlackWidow UltimateRazer BlackWidow UltimateRazer BlackWidow Ultimate    Stealth Stealth Stealth Stealth 

ゲーマーから圧倒的支持を受けるキーボード

製品詳細URL：http://razerzone.jp/blackwidow2014

    

【【【【Razer Kraken Pro Razer Kraken Pro Razer Kraken Pro Razer Kraken Pro ––––    Green Green Green Green ゲーミングヘッドセットゲーミングヘッドセットゲーミングヘッドセットゲーミングヘッドセット

バランスの良い音質と長時間使用に適した

製品詳細URL：http://razerzone.jp/razer

    

    

 

Stealth Stealth Stealth Stealth     JP 2014JP 2014JP 2014JP 2014    ゲーミングキーボードゲーミングキーボードゲーミングキーボードゲーミングキーボード    ((((橙橙橙橙軸軸軸軸    日本語配列版日本語配列版日本語配列版日本語配列版

ゲーマーから圧倒的支持を受けるキーボード 

http://razerzone.jp/blackwidow2014-top 

    

ゲーミングヘッドセットゲーミングヘッドセットゲーミングヘッドセットゲーミングヘッドセット】】】】    

バランスの良い音質と長時間使用に適したゲーミングヘッドセット 

http://razerzone.jp/razer-kraken-pro.html 
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■■■■GALLERIAGALLERIAGALLERIAGALLERIA についてについてについてについて    

ガレリア、それは圧倒的No.1 のゲーミングマシン。

つくり手自らが追い求める理想をそのまま結晶化し、比類なきまでに磨きあげたその存在感。

最先端技術の粋を集めた数多の可能性から、最良を見極めるために費やされる膨大な時間が新たな体

験を可能にする。 

「想像を遥かに上回る快適なゲーム環境を手にする歓び」

界の新しい自分」、仲間と共に敵に挑み、ライバルに勝ち、自己ベストを更新する。

昨日の自分をも越えなければならない瞬間、選ぶべきは本物。

Copyright © Dospara Co., Ltd. All rights reserved.

 

■■■■Razer GroupRazer GroupRazer GroupRazer Group についてについてについてについて    

Razer™は、「For Gamers. By Gamers

インされた、高精度でハイエンドなゲーム用製品と周辺機器の世界トップ企業です。

州カールズバッドに本社を置く同社は、デスクトップスピーカー、ヘッドセット、キーボード、マウス、ソフト

ウェア、ゲーミングサーフェイスを含め、数々の賞に輝く幅広い製品を提供しています。

Razer はゲーマーの競争力を高める為の様々な自社独自技術を基盤に、業界をリードするプロゲーマー

たちとのコラボレーションを通じて最先端のゲーム周辺機器の開発、製造、販売を行っています。

精度と感度、使いやすさ、また独特のデザインを提供する

リーダーとして評価を受けています。詳

Copyright © 1999-2014 Razer USA Ltd. All rights reserved.
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のゲーミングマシン。 

つくり手自らが追い求める理想をそのまま結晶化し、比類なきまでに磨きあげたその存在感。

最先端技術の粋を集めた数多の可能性から、最良を見極めるために費やされる膨大な時間が新たな体

「想像を遥かに上回る快適なゲーム環境を手にする歓び」、「ゲームに没頭することで発見する自由な世

仲間と共に敵に挑み、ライバルに勝ち、自己ベストを更新する。 

昨日の自分をも越えなければならない瞬間、選ぶべきは本物。 凌駕するマシン ガレリア

Copyright © Dospara Co., Ltd. All rights reserved. 

For Gamers. By Gamers™」（ゲーマーによるゲーマーのための製品）をスローガンとしてデザ

インされた、高精度でハイエンドなゲーム用製品と周辺機器の世界トップ企業です。 米国カリフォルニア

バッドに本社を置く同社は、デスクトップスピーカー、ヘッドセット、キーボード、マウス、ソフト

ウェア、ゲーミングサーフェイスを含め、数々の賞に輝く幅広い製品を提供しています。

はゲーマーの競争力を高める為の様々な自社独自技術を基盤に、業界をリードするプロゲーマー

たちとのコラボレーションを通じて最先端のゲーム周辺機器の開発、製造、販売を行っています。

精度と感度、使いやすさ、また独特のデザインを提供する Razer 製品は、ゲーム周辺環境のテクノロジー

リーダーとして評価を受けています。詳細は Web サイト www.razerzone.com をご覧ください。

2014 Razer USA Ltd. All rights reserved. 
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つくり手自らが追い求める理想をそのまま結晶化し、比類なきまでに磨きあげたその存在感。 

最先端技術の粋を集めた数多の可能性から、最良を見極めるために費やされる膨大な時間が新たな体

「ゲームに没頭することで発見する自由な世

ガレリア 

™」（ゲーマーによるゲーマーのための製品）をスローガンとしてデザ

米国カリフォルニア

バッドに本社を置く同社は、デスクトップスピーカー、ヘッドセット、キーボード、マウス、ソフト

ウェア、ゲーミングサーフェイスを含め、数々の賞に輝く幅広い製品を提供しています。1998 年以来、

はゲーマーの競争力を高める為の様々な自社独自技術を基盤に、業界をリードするプロゲーマー

たちとのコラボレーションを通じて最先端のゲーム周辺機器の開発、製造、販売を行っています。 最高の

製品は、ゲーム周辺環境のテクノロジー

をご覧ください。 



 
全全全全 222200000000 枚枚枚枚限定の限定の限定の限定の

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4 月30 日（水）より、コアマスターズ

けて開催いたします。 

 本キャンペーンでは、4 月30 日（水）サービス開始から

間中、BP（Bright core Point）を一度に

選でそれぞれ 100 名様にコアマスターズオリジナル

 期間は2回に分け、第1回目は

目は5月13日（火）定期メンテナンス終了後から

す。 

カードのデザインは、第1 回目はコアマスターズのキービジュアル、第

女性キャラクター「シルビアン」の

ば 2 枚ともゲットできる、正式サービス
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限定の限定の限定の限定のオリジナルオリジナルオリジナルオリジナル WebMoneyWebMoneyWebMoneyWebMoney カードをプレゼント！カードをプレゼント！カードをプレゼント！カードをプレゼント！    

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××××WebMoneyWebMoneyWebMoneyWebMoney 正式サービス開始記念キャンペーン開催正式サービス開始記念キャンペーン開催正式サービス開始記念キャンペーン開催正式サービス開始記念キャンペーン開催

日（水）より、コアマスターズ×WebMoney 正式サービス開始記念キャンペーンを

日（水）サービス開始から 5 月27 日（火）定期メンテナンス開始前までの

を一度にWebMoney5,000円以上を使用してご購入いただいた方

にコアマスターズオリジナル WebMoney カードをプレゼントいたします。

回目は4月30日（水）から5月13日（火）定期メンテナンス開始前

日（火）定期メンテナンス終了後から5月27日（火）定期メンテナンス開始前まで

回目はコアマスターズのキービジュアル、第2 回目はユーザー人気

クター「シルビアン」の限定デザインとなっており、注目を集めること間違いなし！

正式サービス開始を記念した本キャンペーンにぜひご参加ください！

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    
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正式サービス開始記念キャンペーン開催正式サービス開始記念キャンペーン開催正式サービス開始記念キャンペーン開催正式サービス開始記念キャンペーン開催    

 
正式サービス開始記念キャンペーンを 2 回に分

日（火）定期メンテナンス開始前までの期

ご購入いただいた方の中から、抽

カードをプレゼントいたします。 

日（火）定期メンテナンス開始前まで、第2回

日（火）定期メンテナンス開始前まで開催いたしま

ユーザー人気No.1 の

デザインとなっており、注目を集めること間違いなし！ 運が良けれ

本キャンペーンにぜひご参加ください！ 
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GMOGMOGMOGMOゲームポット株式会社ゲームポット株式会社ゲームポット株式会社ゲームポット株式会社についてについてについてについて 

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

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、

さらに詳しい情報は、GMOゲームポットの各ホームページをご覧下さい。（

 

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    

コアマスターズ 

MIRROR WAR 

スカッとゴルフ パンヤ 

ファンタジーアース ゼロ 

ペーパーマン 

トキメキファンタジー ラテール 

Wizardry Online 

Livly Island COR 

Shadow of Eclipse 

ソーシャルゲームソーシャルゲームソーシャルゲームソーシャルゲーム 

わグルま！    

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★ 

Shadow of Eclipse(Android版) 

    

 

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。

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/ ） 
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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

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。 


