
 

各位 

『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』

新ショップアイテムやマスター新ショップアイテムやマスター新ショップアイテムやマスター新ショップアイテムやマスター

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、

(火)定期メンテナンスにてアップデートを実施いたします。

 

新ショップアイテムやゲーム内新ショップアイテムやゲーム内新ショップアイテムやゲーム内新ショップアイテムやゲーム内

本日のアップデートver1.15では

され、マッチングシステムやマスター

ご好評いただいているキャンペーンと

    

■■■■アップデートアップデートアップデートアップデート ver1.15ver1.15ver1.15ver1.15 のののの内容内容内容内容    

・新アバター4 種販売開始 

・お得なマスターセット 3 種が登場

・一部マスター、アイテム、アビリティのバランス調整

・マッチングシステムの調整 

    

    

    

 

平成

会 社 名 GMO ゲームポット株式会社

（URL http://www.gamepot.co.jp/

『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』待望の待望の待望の待望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 ver1.15ver1.15ver1.15ver1.15 をををを実施実施実施実施！！！！

新ショップアイテムやマスター新ショップアイテムやマスター新ショップアイテムやマスター新ショップアイテムやマスターバランスバランスバランスバランス調整の調整の調整の調整の情報を情報を情報を情報を大公開！大公開！大公開！大公開！

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、

定期メンテナンスにてアップデートを実施いたします。 

より快適に『コアマスターズ』を楽しめるより快適に『コアマスターズ』を楽しめるより快適に『コアマスターズ』を楽しめるより快適に『コアマスターズ』を楽しめる 

新ショップアイテムやゲーム内新ショップアイテムやゲーム内新ショップアイテムやゲーム内新ショップアイテムやゲーム内バランスバランスバランスバランスをををを調整調整調整調整するアップデートするアップデートするアップデートするアップデート ver1.15ver1.15ver1.15ver1.15 を実施！を実施！を実施！を実施！

では、新ショップアイテムとして「マスターセット」「新アバター」の販売が開始

マスターのスキルなどゲーム内バランスの調整を実施いたします。

キャンペーンと併せて、より魅力を増した『コアマスターズ』をお楽しみください！

    

種が登場 

・一部マスター、アイテム、アビリティのバランス調整 

 

        

平成26 年5 月20 日 

ゲームポット株式会社 

http://www.gamepot.co.jp/） 

！！！！ 

大公開！大公開！大公開！大公開！ 

ゲームポット株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：服

用オンラインゲーム『コアマスターズ』において、5 月20 日

を実施！を実施！を実施！を実施！  

    

」「新アバター」の販売が開始

いたします。 

『コアマスターズ』をお楽しみください！ 



 

本日5 月20 日（火）のアップデート

スターに新アバターが登場いたし

この機会にぜひ、いつもよりワイルドな姿で戦場を駆け巡ってみませんか？

 

 

※新アバターは単品販売となるため、マスターを所持していない場合は購入ができません。

い。 

    

    

    

グラシーヴ・フェロシティグラシーヴ・フェロシティグラシーヴ・フェロシティグラシーヴ・フェロシティ

メカトロニクスメカトロニクスメカトロニクスメカトロニクス AJ19AJ19AJ19AJ19

 

新アバター新アバター新アバター新アバター4444 種登場種登場種登場種登場    

アップデート ver1.15 にて「グラシーヴ」「アクラトラトロイ」「AJ-

いたします。 

この機会にぜひ、いつもよりワイルドな姿で戦場を駆け巡ってみませんか？ 

※新アバターは単品販売となるため、マスターを所持していない場合は購入ができません。

        

グラシーヴ・フェロシティグラシーヴ・フェロシティグラシーヴ・フェロシティグラシーヴ・フェロシティ    惨劇のアクラトラトロイ惨劇のアクラトラトロイ惨劇のアクラトラトロイ惨劇のアクラトラトロイ

    

AJ19AJ19AJ19AJ19    ヨルク・カムバックヨルク・カムバックヨルク・カムバックヨルク・カムバック

    

    

-19」「ヨルク」の 4 マ

※新アバターは単品販売となるため、マスターを所持していない場合は購入ができません。ご注意くださ

惨劇のアクラトラトロイ惨劇のアクラトラトロイ惨劇のアクラトラトロイ惨劇のアクラトラトロイ    

    

ヨルク・カムバックヨルク・カムバックヨルク・カムバックヨルク・カムバック    

    



 

本日5 月20 日（火）定期メンテナンス終了後より、マスターセットの販売を開始いたします。

額より「80%OFF」の大変お得なセットです

初めての方向けのビギナーズセットや

類ご用意いたしました。 

ぜひこの機会にこのマスターセットを

アイコン アイテム名

 

ビギナーズセット（

 

森の誘いセット（

 

戦士たちの軌跡セット（

    

※既に購入しているマスターは、

    

    

    

 

通常販売額の通常販売額の通常販売額の通常販売額の 80%OFF80%OFF80%OFF80%OFF！！！！    

マスターマスターマスターマスターセットセットセットセット 3333 種種種種販売スタート販売スタート販売スタート販売スタート    

メンテナンス終了後より、マスターセットの販売を開始いたします。

」の大変お得なセットです。 

向けのビギナーズセットや、熟練プレイヤーの方も楽しめるセットなど、お得なセットを

このマスターセットを入手して、戦場へ出陣しよう！ 

 

アイテム名 概要 

ビギナーズセット（86BP） 

「ウェイン、グラシーヴ、ジルゲル、シルビアン、ステルロン、

ヤミー、ロードカムイ」が含まれたお得なセットとなっておりま

す。 

森の誘いセット（146BP） 

「AJ-19、アニマリス、アンナ、カトリシア、クラカデュンⅢ世、

シルビアン、チェン、ナオザード、ノエル、ヤミー」が含まれた

お得なセットとなっております。 

戦士たちの軌跡セット（146BP） 

「アル、ウェイン、カズ、グラシーヴ、ジュリアス、ステルロン、

ヨルク、ラティオネル、リオレット、ロードカムイ」が含まれた

お得なセットとなっております。 

、所持マスター相当分の値段が値引きされます。 

        

    

メンテナンス終了後より、マスターセットの販売を開始いたします。通常の販売

熟練プレイヤーの方も楽しめるセットなど、お得なセットを 3 種

「ウェイン、グラシーヴ、ジルゲル、シルビアン、ステルロン、

が含まれたお得なセットとなっておりま

、アニマリス、アンナ、カトリシア、クラカデュンⅢ世、

シルビアン、チェン、ナオザード、ノエル、ヤミー」が含まれた

「アル、ウェイン、カズ、グラシーヴ、ジュリアス、ステルロン、

ヨルク、ラティオネル、リオレット、ロードカムイ」が含まれた



 
マスター・アイテム・アビリティマスター・アイテム・アビリティマスター・アイテム・アビリティマスター・アイテム・アビリティ

本日5 月20 日（火）定期メンテナンスにて、マスター・アイテム・アビリティの調整を実施いたしました。

具体的な調整内容を下記よりご確認ください。

進化する『コアマスターズ』をお見逃しなく！

 

・マスター調整一覧・マスター調整一覧・マスター調整一覧・マスター調整一覧    

「アンナ」 

- Q スキル：ダメージを減少いたしました。

- W スキル：ダメージを減少いたしました。

            ：ステルスが発覚する範囲を増加いたしました。

   「ヘイシン」 

- R スキル：降下した際に与えるスローを削除いたしました。

            ：マナの消費量を

 

・アビリティ調整一覧・アビリティ調整一覧・アビリティ調整一覧・アビリティ調整一覧    

アビリティ「エクソシスト」 

    - 蘇生のリスポーン時間減少効果が、

 

・アイテム調整一覧・アイテム調整一覧・アイテム調整一覧・アイテム調整一覧    

「トラップ」 

    - トラップを踏んだ時に20

     

「スプリングトラップ」 

    - トラップを踏んだ時の与えるダメージが、最大体力の

 

「ハートレスハート」 

- 総合必要クリスタルが

      各アップグレードごとの必要クリスタルが

 

ユニークパッシブ「インカネーション」

- 復活までの待機時間減少効果が、

 ※対象アイテム「ハートレスハート」

 

 

 

本日5 月20 日（火）定期メンテナンスにて、

ム調整を実施いたします。 

  

    「無差別マッチングを選択した場合」「無差別マッチングを選択した場合」「無差別マッチングを選択した場合」「無差別マッチングを選択した場合」

   無差別マッチングと同時に通常のマッチングも進行するように

   無差別マッチングでは、無差別マッチングを選択した他のプレイヤーとマッチングし、

   通常マッチングでは、実力の近い相手

  

 

マスター・アイテム・アビリティマスター・アイテム・アビリティマスター・アイテム・アビリティマスター・アイテム・アビリティのののの調整調整調整調整実施実施実施実施    

        

メンテナンスにて、マスター・アイテム・アビリティの調整を実施いたしました。

具体的な調整内容を下記よりご確認ください。 

進化する『コアマスターズ』をお見逃しなく！ 

スキル：ダメージを減少いたしました。 

スキル：ダメージを減少いたしました。 

ステルスが発覚する範囲を増加いたしました。 

スキル：降下した際に与えるスローを削除いたしました。 

マナの消費量を 92/139/184 から、129/194/258 に増加いたしました。

蘇生のリスポーン時間減少効果が、20%から 15%に減少いたしました。 

20秒かけて与えるダメージが最大体力の20%から30%に増加いたしました。

トラップを踏んだ時の与えるダメージが、最大体力の 30%から 20%に減少いたしました。

総合必要クリスタルが 1,800 から 1.950 に増加いたしました。 

各アップグレードごとの必要クリスタルが 600 から 650 に増加いたしました。

ユニークパッシブ「インカネーション」 

復活までの待機時間減少効果が、20%から 15%に変更いたしました。 

※対象アイテム「ハートレスハート」 

待望の待望の待望の待望のマッチングシステムの調整マッチングシステムの調整マッチングシステムの調整マッチングシステムの調整実施実施実施実施    

メンテナンスにて、ゲーム全体でよりマッチングをお楽しみ頂けるよう

「無差別マッチングを選択した場合」「無差別マッチングを選択した場合」「無差別マッチングを選択した場合」「無差別マッチングを選択した場合」    

無差別マッチングと同時に通常のマッチングも進行するように調整いたしました。 

無差別マッチングでは、無差別マッチングを選択した他のプレイヤーとマッチングし、

通常マッチングでは、実力の近い相手とマッチングいたします。 

メンテナンスにて、マスター・アイテム・アビリティの調整を実施いたしました。 

に増加いたしました。 

に増加いたしました。 

に減少いたしました。 

に増加いたしました。 

よりマッチングをお楽しみ頂けるよう、システ

 

無差別マッチングでは、無差別マッチングを選択した他のプレイヤーとマッチングし、 



 
     「無差別マッチングを選択しなかった場合」「無差別マッチングを選択しなかった場合」「無差別マッチングを選択しなかった場合」「無差別マッチングを選択しなかった場合」

   実力の近いプレイヤーをマッチング

   無差別マッチングを選択している実力の近いプレイヤーもマッチング対象になりますが、

無差別マッチングを選択している実力の離れたプレイヤーはマッチング対象になりません。

 

内容盛内容盛内容盛内容盛りだくさんのりだくさんのりだくさんのりだくさんの

http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=15http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=15http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=15http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=15

    

リンネの「とってもすごいリンネの「とってもすごいリンネの「とってもすごいリンネの「とってもすごい

 

本日5月20日（火）定期メンテナンス終了後から、

リンネの「とってもすごい BP チャージキャンペーン」を開催いたします。

 一度に 3,000 円以上の BP チャージ

れる BP ボーナスももちろん付きますので、ダブルでお得です

 BP をチャージするなら今がチャンス！

 

    【【【【キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン実施期間】実施期間】実施期間】実施期間】    

  2014 年5 月20 日(火)定期メンテナンス終了後より

    

    【キャンペーン内容】【キャンペーン内容】【キャンペーン内容】【キャンペーン内容】    

  ・キャンペーン期間中、一度に

トいたします。 

  ・特典となる 300 円相当の BP

  ・本特典は 1 アカウントにつき

    

    

リンネの「とってもすごいリンネの「とってもすごいリンネの「とってもすごいリンネの「とってもすごい

http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=158http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=158http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=158http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=158

    

 

「無差別マッチングを選択しなかった場合」「無差別マッチングを選択しなかった場合」「無差別マッチングを選択しなかった場合」「無差別マッチングを選択しなかった場合」    

マッチングいたします。 

無差別マッチングを選択している実力の近いプレイヤーもマッチング対象になりますが、

無差別マッチングを選択している実力の離れたプレイヤーはマッチング対象になりません。

りだくさんのりだくさんのりだくさんのりだくさん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 ver1.15ver1.15ver1.15ver1.15 のののの詳細は詳細は詳細は詳細はこちらこちらこちらこちら    

http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=15http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=15http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=15http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=157777    

    

    

リンネの「とってもすごいリンネの「とってもすごいリンネの「とってもすごいリンネの「とってもすごい BPBPBPBP チャージキャンペーン」開催！チャージキャンペーン」開催！チャージキャンペーン」開催！チャージキャンペーン」開催！    

日（火）定期メンテナンス終了後から、6月3日（火）定期メンテナンス開始前までの期間中、

チャージキャンペーン」を開催いたします。 

チャージをした方全員に 300 円相当の BP をもれなくプレゼント

付きますので、ダブルでお得です。 

をチャージするなら今がチャンス！ この機会をお見逃しなく。 

定期メンテナンス終了後より 2014 年6 月3 日(火)定期メンテナンス開始前まで

キャンペーン期間中、一度に 3,000 円以上の BP チャージをすると、300 円相当の

BP は 2014 年6 月10 日(火)定期メンテナンス時に配布いたします。

アカウントにつき 1 回のみ対象となります。 

リンネの「とってもすごいリンネの「とってもすごいリンネの「とってもすごいリンネの「とってもすごい BPBPBPBP チャージキャンペーン」の詳細はこちらチャージキャンペーン」の詳細はこちらチャージキャンペーン」の詳細はこちらチャージキャンペーン」の詳細はこちら

http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=158http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=158http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=158http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=158    

        

無差別マッチングを選択している実力の近いプレイヤーもマッチング対象になりますが、 

無差別マッチングを選択している実力の離れたプレイヤーはマッチング対象になりません。 

    

 

日（火）定期メンテナンス開始前までの期間中、 

をもれなくプレゼント。通常付与さ

定期メンテナンス開始前まで 

円相当の BP を別途プレゼン

定期メンテナンス時に配布いたします。 

チャージキャンペーン」の詳細はこちらチャージキャンペーン」の詳細はこちらチャージキャンペーン」の詳細はこちらチャージキャンペーン」の詳細はこちら    

    



 
    

最大最大最大最大 5000500050005000 万万万万GoldGoldGoldGold

 グラシーヴ教官から出された

 1 つミッションをクリアするごとに

  なお、本イベントは『コアマスターズ』を遊んでいる、全プレイヤーが対象です！

 

【【【【イベントイベントイベントイベント実施実施実施実施期間期間期間期間】】】】    

 2014 年5 月16 日（金） 17 : 00 

 

【【【【ミッション内容とミッション内容とミッション内容とミッション内容と達成報酬達成報酬達成報酬達成報酬】】】】    

    

ミッション内容ミッション内容ミッション内容ミッション内容

モンスターを「4,000,000

コアを「1,700,000」個取得せよ！

フィニッシュムーブを「

R スキルを「660,000

デイリークエストを「

 

ミッションの達成状況は、公式サイトの告知や、公式

ぜひご覧いただき、ミッションの達成に役立ててください！

 

 

公式サイト「グラシーヴ教官の強化訓練！」イベント告知公式サイト「グラシーヴ教官の強化訓練！」イベント告知公式サイト「グラシーヴ教官の強化訓練！」イベント告知公式サイト「グラシーヴ教官の強化訓練！」イベント告知

http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=153http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=153http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=153http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=153

    

    

    

 

GoldGoldGoldGold を山分けを山分けを山分けを山分け    「「「「グラシーヴ教官のグラシーヴ教官のグラシーヴ教官のグラシーヴ教官の強化訓練！」実施中強化訓練！」実施中強化訓練！」実施中強化訓練！」実施中

グラシーヴ教官から出された 5 つのミッションを、期間内に力を合わせてクリアしよう。

つミッションをクリアするごとに 1,000 万Gold を山分け。最大5,000 万Gold の山分けを獲得せ

なお、本イベントは『コアマスターズ』を遊んでいる、全プレイヤーが対象です！ 

17 : 00 より 2014 年 5 月23 日（金） 17: 00 まで 

ミッション内容ミッション内容ミッション内容ミッション内容    達成報酬達成報酬達成報酬達成報酬    
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デイリークエストを「12,000」回クリアせよ！ 1,000 万Gold 山分け 

公式サイトの告知や、公式 Twitter から公開予定となっております。

ぜひご覧いただき、ミッションの達成に役立ててください！ 
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強化訓練！」実施中強化訓練！」実施中強化訓練！」実施中強化訓練！」実施中    

    

つのミッションを、期間内に力を合わせてクリアしよう。 

の山分けを獲得せよ。 

 

 

 

 

 

から公開予定となっております。 

    



 
ご好評につきご好評につきご好評につきご好評につき大大大大延長！延長！延長！延長！全全全全

5月20日（火）で終了を予定していた、全てのマスターを無料で使える「マスターお試しキャンペーン」の

期間延長が決定いたしました。キャンペーンは

す。『コアマスターズ』に現在登場している、全

あなたに合うマスターは誰だ？！

    

マスターお試しキャンペーン詳細はこちらマスターお試しキャンペーン詳細はこちらマスターお試しキャンペーン詳細はこちらマスターお試しキャンペーン詳細はこちら
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いつからでもいつからでもいつからでもいつからでも始められる！始められる！始められる！始められる！    

1 日1 回『コアマスターズ』にログインをするだけで、豪華特典をプレゼント！

「スプリングトラップ」、「[スペル

なアイテムなアイテムなアイテムなアイテムや総計最大総計最大総計最大総計最大 3000300030003000GoldGoldGoldGold

いつからでも始められるので、ぜひご参加ください！
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ログインログインログインログイン日日日日数数数数    

1 日目 マナポーション

2 日目 バイタルアクセル

3 日目 スプリングトラップ

4 日目 キラーダガー

 

全全全全40404040 体のマスターを無料で開放する『マスターお試しキャンペーン体のマスターを無料で開放する『マスターお試しキャンペーン体のマスターを無料で開放する『マスターお試しキャンペーン体のマスターを無料で開放する『マスターお試しキャンペーン

    

）で終了を予定していた、全てのマスターを無料で使える「マスターお試しキャンペーン」の

期間延長が決定いたしました。キャンペーンは 6 月17 日（火）定期メンテナンス開始前までとなっておりま

す。『コアマスターズ』に現在登場している、全40 体のマスターが使い放題！ 

あなたに合うマスターは誰だ？！ ぜひこの機会に全マスターをお試しください。 
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    『あそぼ！あそぼ！ログイン『あそぼ！あそぼ！ログイン『あそぼ！あそぼ！ログイン『あそぼ！あそぼ！ログインボーナスキャンペーンボーナスキャンペーンボーナスキャンペーンボーナスキャンペーン』絶賛開催中！』絶賛開催中！』絶賛開催中！』絶賛開催中！

ログインをするだけで、豪華特典をプレゼント！ 

スペル]フラッシュ」などをはじめとした、レジェンド等級、レア等級を含んだ豪華レジェンド等級、レア等級を含んだ豪華レジェンド等級、レア等級を含んだ豪華レジェンド等級、レア等級を含んだ豪華

GoldGoldGoldGold を獲得できます！ 

いつからでも始められるので、ぜひご参加ください！  
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バイタルアクセル レア 

スプリングトラップ レア 
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』絶賛開催中！』絶賛開催中！』絶賛開催中！』絶賛開催中！    
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5 日目 クリエーターローブ

6 日目 500Gold 

7 日目 ［スペル］イグナイト

8 日目 デーモンシールド

9 日目 カーズダガー

10 日目 1000Gold

11 日目 ［スペル］フラッシュ

12 日目 ヴォイドハート

13 日目 ブレスオブライフ

14 日目 1500Gold

 

※注意※※注意※※注意※※注意※    

このイベントのログインは、ゲーム内ホーム画面まで表示した場合をカウントいたします。コアマスターズ

公式Web サイトへのログインのみでは本イベントを達成したことにはなりません。ご注意ください。

 

※1 日の区切りは 6：00 より翌日

※特典はゲームから「ログアウト」した段階でカウントされますのでご注意ください。なお、特典の対象日

は「ログイン」をした日となります。

※本キャンペーンは、期間中にゲーム内にログインした回数をカウントいたします。

※本キャンペーンはいつからでも始めることができます。

    

「あそぼ！あそぼ！ログインボーナスキャンペーン」の詳細はこちら「あそぼ！あそぼ！ログインボーナスキャンペーン」の詳細はこちら「あそぼ！あそぼ！ログインボーナスキャンペーン」の詳細はこちら「あそぼ！あそぼ！ログインボーナスキャンペーン」の詳細はこちら
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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、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、GMOゲームポットの各ホームページをご覧下さい。（
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