
 

 

 

 

平成26 年6 月9 日 

各位 

会 社 名GMO ゲームポット株式会社 

（URL http://www.gamepot.co.jp/） 

 

新体験！シューター新体験！シューター新体験！シューター新体験！シューターRPG RPG RPG RPG 『『『『MIRROR WARMIRROR WARMIRROR WARMIRROR WAR』』』』    

序盤から序盤から序盤から序盤からストーリーを彩る重要ストーリーを彩る重要ストーリーを彩る重要ストーリーを彩る重要キャストキャストキャストキャストを一挙を一挙を一挙を一挙公開公開公開公開！！！！    

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（本社：東京都渋谷区 、代表取締役社

長：服部直人、以下GMO ゲームポット）は、新ジャンルのシューターRPG『MIRROR WAR ～Reincarnation 

of Holiness～』（ミラーウォー）のストーリーに関わる重要な NPC の一部を、本日6 月9 日（月）に公開いた

します。 

 
 

『MIRROR WAR』は、韓国の L&K によって開発された、「RPG」と「シューティング」の要素が融合した、新

ジャンルのオンラインゲームです。 

カンタンな操作で爽快なアクションバトルや、原作小説をベースにした重厚なストーリーを楽しむことが

でき、総勢20 名以上の豪華声優陣による魅力的なキャストが、コンシューマーゲームのような作り込まれ

た物語を彩ります。個性的な能力を持った 3 陣営・12 種類のキャラクターを駆使し、『MIRROR WAR』の壮

大な冒険の世界をお楽しみいただけます。 

 

 本日公開されるのは、『MIRROR WAR』の世界を彩る重要な NPC（キャスト）と、その一部ストーリーです。

『MIRROR WAR』は、開発会社「L&K Logic Korea」の代表であるナム・テクウォン氏が執筆し、2000 年に出

版された原作小説がストーリーのベースになっており、その小説の中から、様々なキャストが登場し、主

人公を成長させていくことも大きな魅力のひとつとなっています。



 

 

 

 

 
原作小説：「MIRROR WAR」 

 

■■■■冒険冒険冒険冒険の前半の前半の前半の前半に関わに関わに関わに関わる個性的なる個性的なる個性的なる個性的な NPCNPCNPCNPC をををを紹介紹介紹介紹介    

 

心優しき心優しき心優しき心優しきスピリットテイマースピリットテイマースピリットテイマースピリットテイマー「サヴィーニ・ラベラー」「サヴィーニ・ラベラー」「サヴィーニ・ラベラー」「サヴィーニ・ラベラー」（（（（CV: CV: CV: CV: 茅野愛衣）茅野愛衣）茅野愛衣）茅野愛衣） illust:：どっこい    

「落ち込まないでね。あなたは立派な正式隊員よ。だって私を守ってくれたもの…」 

 

▼ストーリー 

シールヴァン渓谷に薬草を採りにきているところ、主人公と出会う。穏やかな生活を送っているサヴィーニ

だが、山や森の異変に気がつくのに時間はそうかからなかった。危機感を感じたサヴィーニは、主人公と

ともに不穏な状態の森へ一緒に旅立つことになるが… 

 

 



 

 

 

 

神出鬼没神出鬼没神出鬼没神出鬼没の嫌味な貴公子の嫌味な貴公子の嫌味な貴公子の嫌味な貴公子「「「「ハーティン・グンマーハーティン・グンマーハーティン・グンマーハーティン・グンマー」」」」（（（（CV: CV: CV: CV: 細谷佳正）細谷佳正）細谷佳正）細谷佳正）    illust：ぴよ 

「おやおや、これは、油売りがお得意な訓練兵じゃないか」 

 

 

▼ストーリー 

フォルシアの名門「ハーティン家」の子息として、高いプライドを持ち合わせた貴公子。 

訓練兵としてリベレーションチームに入隊した主人公の前に現われては、嫌味な発言で主人公を苛立た

せる。ある日、戦闘に敗れて主人公とともに捕虜になるが… 

 

    

夢と尊厳の為に戦う夢と尊厳の為に戦う夢と尊厳の為に戦う夢と尊厳の為に戦う総指揮官総指揮官総指揮官総指揮官    「「「「レリフェルレリフェルレリフェルレリフェル・・・・スウェインスウェインスウェインスウェイン」」」」（（（（CV: CV: CV: CV: 岡村明美）岡村明美）岡村明美）岡村明美）    illust: L&K    

「貴官の武勇はリベレーションチームの大きな財産だ！」 

 

▼ストーリー 

リベレーションチームの理想を現実にさせる為に、人類の剣と盾となる覚悟を持つ勇敢な総指揮官。 

新兵からの忠誠心も高く、その名前を知らぬ者がいないほどである。リベレーションチームの勝利を信じ

る彼女であるが、ある日、戦場で消息不明となり… 

 



 

 

 

 

気弱な訓練兵気弱な訓練兵気弱な訓練兵気弱な訓練兵    「「「「ショートトップ・アウターショートトップ・アウターショートトップ・アウターショートトップ・アウター」」」」（（（（CV: CV: CV: CV: 細谷佳正）細谷佳正）細谷佳正）細谷佳正）    illust:：藤川祥 

「う、うん…。僕、ショートトップ・アウターっていうんだ…」 

 

▼ストーリー 

その気弱な性格から、新兵訓練所でもいじめられることが多いショートトップ。 

しかし、主人公とタッグを組んで訓練をするようになってからは、その卓越した意識同化能力を目覚めさせ

ていく。 

周囲が驚くほど成長したショートトップは主人公とともに様々な困難を乗り越えていくが… 

 

 

伝説の大魔術師伝説の大魔術師伝説の大魔術師伝説の大魔術師「「「「クルグレール・デスモネクルグレール・デスモネクルグレール・デスモネクルグレール・デスモネ」（」（」（」（CV: CV: CV: CV: 井上喜久子井上喜久子井上喜久子井上喜久子））））    illust：まるえ    

「ずっと前から貴方を見守っていましたわ。」 

    

 

▼ストーリー 

ブラックソーサリーの最高指導者として長きに渡って君臨する女王。 

すべての人類の意識を同化させた統一世界を創造するため、様々な局面で主人公の前に登場しては主

人公の能力を試していく。 

女王とともに過ごす時間が増えていった主人公が目にした、その正体とは…。 

 

 



 

 

 

 

不死を司る大軍主不死を司る大軍主不死を司る大軍主不死を司る大軍主「サウリアン」（「サウリアン」（「サウリアン」（「サウリアン」（CV: CV: CV: CV: 中田譲治）中田譲治）中田譲治）中田譲治）    illust:：jugemt 

「君の完全さへの祝福として、真理を深める大きな勲章を与えよう。」 

 
▼ストーリー 

イーヴルフォースの創設者「カラードハートセア」の意思を継ぎ、不滅の肉体をもたらす死霊術を復活させ

たカリスマ。主人公の才能にいち早く気づき、主人公に「不滅の霊薬」をすすめ、真のエリートとしての道を

提案するが… 

 

■その他の重要なキャスト■その他の重要なキャスト■その他の重要なキャスト■その他の重要なキャスト    

    

キャスト名キャスト名キャスト名キャスト名    説明説明説明説明    CVCVCVCV    

バッシュリング フレイドを支配する闇の主教 楠 大典 

マティ・クィックワイズ 頭の切れるエレメンタルロード 桐本 琢也 

ジェーン サウリアンの美人秘書でセクシーなサキュバス 藤村 歩 

フリック ヴァンパイア一族の王子 阪口 周平 

イクツ・ゼーベ リベレーションチームの主人公と同じ村に住む元隊員 荻沢 俊彦 

レリフェル・ガウェイン レリフェル・スウェインの妹で貴族の娘 堀井 千砂 

ラキ 心やさしい風の妖精 高下 三佳 

レインレス ホーリーシティー所属の聖物管理係 梯 篤司 

キリー イーヴルフォースの老兵にしてオールドスカルの元リーダー 金尾 哲夫 

パラース・ディアン ブラックソーサリーのおてんば魔女 川島 悠美 

ハトゥワン デスキャンプの気難しい鍛冶職人 楠見 尚己 

ダイトーン・ハルフェン ソードリンの現場兵力を管理する部隊長 坂井 恭子 

ムート 機械都市マシンガナでゴーレム製作をおこなう魔導技術者 佐々木 睦 

グルヴァ 運命を見る能力を持つ凄腕の占い師 沢田 敏子 

カール５世 レジスタンスを率いる没落した王家の末裔 清水 秀光 

サロス ファナティック・ファナジーン地下連盟の副官 関 雄 

ガヒーダ イーヴルフォースのゾンビキングであり、凄腕の指揮官 花輪 英司 

ハミン 主人公の傭兵時代の元同僚 星野 健一 

シルバリン 人狼一族の頭 宮本 崇弘 

ダイン・フォルラン ムーンレプ・ターティスの副官 茂木 たかまさ 



 

 

 

 

クローズドベータテスト募集受付終了クローズドベータテスト募集受付終了クローズドベータテスト募集受付終了クローズドベータテスト募集受付終了    たくさんのたくさんのたくさんのたくさんのご応募ありがとうございましたご応募ありがとうございましたご応募ありがとうございましたご応募ありがとうございました！！！！    

    

5 月30 日（金）より開始いたしました、クローズドベータテストのテスター募集ですが、6 月8 日（日）に募

集受付を終了いたしました。 

想定を超えるたくさんのご応募、誠にありがとうございました。 

 

来たるクローズドベータテストに向けて、ティザーサイトで情報をチェックしよう！ 

なお今回テストにご参加頂いた方全員に、敵に倒された場合に復活することができるアイテム「マルダ

の実10 個」を、正式サービス開始後にプレゼントいたします。お楽しみに！ 

 

 

ティザーサイトはティザーサイトはティザーサイトはティザーサイト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.mirrorwar.jp/teaserhttp://www.mirrorwar.jp/teaserhttp://www.mirrorwar.jp/teaserhttp://www.mirrorwar.jp/teaser////    

    

    

クローズドベータテスト概要クローズドベータテスト概要クローズドベータテスト概要クローズドベータテスト概要    

■募集人数  合計10,000 名 

■選考方法  抽選 

■当選者発表日  2014 年6 月9 日（月） 夕方以降 

■当選者発表方法  当選者の方にメールでお知らせいたします 

■実施時期  2014 年6 月12 日（木) から 6 月19 日(木)  

※クローズドベータテストのプレイデータは正式サービスには引き継がれません。 

 

■クローズドベータ参加特典 

敵に倒された場合に復活することができるアイテム「マルダの実 10 個」を、正式サービス開始後にプレゼ

ント 

 

 



 

 

 

 

 

 

【L&K Logic Korea とは】 

L&K Logic Korea は 1997 年に設立したゲーム開発会社である。2005 年に日本国内で正式サービスを開始

した MMORPG『RED STONE』を代表作とし、今回の『Mirror War』を含め、今後は海外展開を積極的に進め

ていく方針である。 

 

Copyright (c) 2014 L&K Logic Korea Co., Ltd. All Rights Reserved. 

Licensed to (c) 2014 GMO Gamepot Inc.All Rights Reserved. 

 



 

 

 

 

GMOGMOGMOGMO ゲームポット株式会社についてゲームポット株式会社についてゲームポット株式会社についてゲームポット株式会社について 

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。 

さらに詳しい情報は、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/ ） 

 

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    

Mirror War http://www.mirrorwar.jp/ 

Wizardry Online http://www.wizardry-online.jp/ 

ファンタジーアース ゼロ http://www.fezero.jp/ 

スカッとゴルフ パンヤ http://www.pangya.jp/ 

ペーパーマン http://www.paperman.jp/ 

トキメキファンタジー ラテール http://www.latale.jp/ 

Livly Island COR http://www.livly.com/ 

コアマスターズ http://www.coremasters.jp/ 

Shadow of Eclipse http://shadowofeclipse.jp/ 

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！    http://www.waguruma.jp/ 

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★ http://star.waguruma.jp/ 

Shadow of Eclipse(Android版) http://shadowofeclipse.jp/ 

 

 


