
 

 

平成26 年7 月22 日 

各位 

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』大型アップデートまであと１週間大型アップデートまであと１週間大型アップデートまであと１週間大型アップデートまであと１週間    

豪華声優陣のサイン色紙が当たる豪華声優陣のサイン色紙が当たる豪華声優陣のサイン色紙が当たる豪華声優陣のサイン色紙が当たる twittertwittertwittertwitter キャンペーン第三弾を本日キャンペーン第三弾を本日キャンペーン第三弾を本日キャンペーン第三弾を本日スタートスタートスタートスタート    

さらにさらにさらにさらに大型大型大型大型アップデートアップデートアップデートアップデートの情報の情報の情報の情報をををを一部一部一部一部先行公開先行公開先行公開先行公開！！！！    

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

部直人、以下GMO 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、本日7 月

22 日 (火) 定期メンテナンスにて twitter キャンペーン第三弾を開始いたします。 

さらに 7 月 29 日（火）に実装を予定している、アップデート 2.0「再会の約束 re:promise」の情報を一部先

行公開いたします。 

 

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 キャンペーン第三弾キャンペーン第三弾キャンペーン第三弾キャンペーン第三弾    

 

本日7 月22 日（火）定期メンテナンス終了後から 8 月5 日(火) 11：00 までの期間中、豪華声優陣のサイ

ン色紙がもらえるｔwitter キャンペーン第三弾を開催いたします。 

アップデート ver2.0「再会の約束 ～re:promise～」の開始日を含む特定のテキストをつぶやくと、抽選で

43 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 

 

■今回サイン色紙が貰える豪華声優陣一覧はこちら！■今回サイン色紙が貰える豪華声優陣一覧はこちら！■今回サイン色紙が貰える豪華声優陣一覧はこちら！■今回サイン色紙が貰える豪華声優陣一覧はこちら！    

 

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 

 

 

 

 

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(勇者エミリア)役 

 

 

 

 

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［3 代目］ 

・「攻殻機動隊ARISE -GHOST IN THE SHELL-」ロジコマ役 

・「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 / キュアメロディ役 

・「咲-Saki-」原村和役 

 

 

 

 

小倉唯(リンネ役) 

・「Z/X IGNITION」 各務原あづみ役 

・「ロウきゅーぶ！」 袴田ひなた役 

・「変態王子と笑わない猫」 筒隠月子役 

 

 

 

 

梶裕貴(ジュリアス役)  

・「進撃の巨人」 エレン・イェーガー役 

・「ポケットモンスターXY」 シトロン役 

・「マギ」 アリババ・サルージャ役 

 

 

 

 

  



 

 

 

行成とあ(リオレット役) 

・劇場版アニメ「ベルセルク」 キャスカ役 

・吹き替え「プリティ・リトル・ライアーズ」スペンサー役 

・ゲーム「BLAZBLUE CHRONOPHANTASMA」バレット役  

 

 

 

 

伊藤かな恵(イシア役)  

・「花咲くいろは」 松前緒花役 

・「とある科学の超電磁砲」 佐天涙子役 

・「ストライク・ザ・ブラッド」 叶瀬夏音役  

 

 

 

 

花江夏樹(ロンデマルク役) 

・「凪のあすから」 先島光役 

・「ダイヤの A」 小湊春市[13]役  

・「とある飛空士への恋歌」 カルエル・アルバス役 

 

 

 

 

大久保瑠美(アンナ役) 

・「ガリレイドンナ」 神月・フェラーリ役 

・「ムシブギョー」 火鉢役 

・「ゆゆ式」 野々原ゆずこ役  

 

 

 

 

内田真礼(ラティオネル役)  

・「中二病でも恋がしたい！」 小鳥遊六花役 

・「ノラガミ」 壱岐ひより役 

・「ガッチャマン クラウズ」一ノ瀬はじめ役  

 

 

 

  



 

 

 

白石稔(アニマリス役) 

・「蒼穹のファフナー」 近藤剣司役 

・「日常」 阪本さん役 

・「境界線上のホライゾン」 御広敷・銀二役  

 

 

 

 

藤井ゆきよ(ナレーション) 

・「サカサマのパテマ」（パテマ役） 

・「ハートキャッチプリキュア！」（志久ななみ役） 

・「FAIRY TAIL」（ミリアーナ役） 

 

 

 

 

嶋村侑（シイナチカ役） 

・｢進撃の巨人」（アニ・レオンハート役） 

・｢機動戦士ガンダム AGE」（ミレース・アロイ役） 

・吹き替え｢プリティ・リトル・ライアーズ」（ハンナ・マリン役） 

 

 

 

 

佐藤拓也（ヴァン・イグニス役） 

・「義風堂 !々! 兼続と慶次」（前田慶次役） 

・｢ジョジョの奇妙な冒険」（シーザー・ツェペリ役） 

・｢ガンダムビルドファイターズ」（ユウキ・タツヤ役） 

 

 

 

 

早志勇紀（ソウデロア役） 

・「龍ヶ嬢七々々の埋蔵金」(徒然影虎役) 

・「ダンボール戦機」シリーズ(郷田ハンゾウ役) 

・「glee/グリー 4」(ブロディ＝ディーン・ガイヤー役) 

 

 

 

 

twittertwittertwittertwitter キャンペーン第三弾の詳細は下記キャンペーン第三弾の詳細は下記キャンペーン第三弾の詳細は下記キャンペーン第三弾の詳細は下記 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/member/news/article.aspx?Seq=257#p1http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=257#p1http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=257#p1http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=257#p1    

 



 

 

7777 月月月月 29292929 日日日日((((火火火火))))大型アップデート大型アップデート大型アップデート大型アップデート 2222....0000「再会の約束～「再会の約束～「再会の約束～「再会の約束～re:promisere:promisere:promisere:promise～」～」～」～」でででで    

メジャーモード、カジュアルモードのルールが変更メジャーモード、カジュアルモードのルールが変更メジャーモード、カジュアルモードのルールが変更メジャーモード、カジュアルモードのルールが変更に！に！に！に！    

さらにさらにさらにさらに新マップ登場新マップ登場新マップ登場新マップ登場、、、、ギミックを追加ギミックを追加ギミックを追加ギミックを追加、、、、バランス調整、バランス調整、バランス調整、バランス調整、マッチングの仕様マッチングの仕様マッチングの仕様マッチングの仕様のののの見直し見直し見直し見直しなどなどなどなど内容内容内容内容盛りだくさん盛りだくさん盛りだくさん盛りだくさん！！！！    

    

■■■■アップデートアップデートアップデートアップデート 2.02.02.02.0 以降の主な変更点以降の主な変更点以降の主な変更点以降の主な変更点    

番号番号番号番号    変更点変更点変更点変更点    メジャーモードメジャーモードメジャーモードメジャーモード    カジュアルモードカジュアルモードカジュアルモードカジュアルモード    

1111    GUIGUIGUIGUI 変更変更変更変更    変更あり変更あり変更あり変更あり    ※※※※スクリーンショットスクリーンショットスクリーンショットスクリーンショット①①①①    

2222    マップ変更マップ変更マップ変更マップ変更    新マップ「英雄の戦場」新マップ「英雄の戦場」新マップ「英雄の戦場」新マップ「英雄の戦場」    

※※※※スクリーンショットスクリーンショットスクリーンショットスクリーンショット②②②②    

----    

3333    ルール変更ルール変更ルール変更ルール変更    ・・・・センターコアのセンターコアのセンターコアのセンターコアの HPHPHPHP がががが    

25000250002500025000⇒⇒⇒⇒20000200002000020000 にににに    

・中立ポーションを拾うと・中立ポーションを拾うと・中立ポーションを拾うと・中立ポーションを拾うと    

HPHPHPHP とマナが回復するようにとマナが回復するようにとマナが回復するようにとマナが回復するように    

・ゲーム開始後、マスターのレベルが・ゲーム開始後、マスターのレベルが・ゲーム開始後、マスターのレベルが・ゲーム開始後、マスターのレベルが

「「「「3333」でスタート」でスタート」でスタート」でスタート    

・勝利条件の・勝利条件の・勝利条件の・勝利条件の獲得コア数が獲得コア数が獲得コア数が獲得コア数が    

20202020⇒⇒⇒⇒30303030 にににに    

4444    ギミックギミックギミックギミック追加追加追加追加    ----    ・ネームドモンスター出現・ネームドモンスター出現・ネームドモンスター出現・ネームドモンスター出現    

※※※※スクリーンショット③スクリーンショット③スクリーンショット③スクリーンショット③    

・古代の秘密庭園に新ギミック追加・古代の秘密庭園に新ギミック追加・古代の秘密庭園に新ギミック追加・古代の秘密庭園に新ギミック追加    

※※※※スクリーンショットスクリーンショットスクリーンショットスクリーンショット④④④④    

    

    

■■■■①戦闘中の新①戦闘中の新①戦闘中の新①戦闘中の新GUIGUIGUIGUI スクリーンショットスクリーンショットスクリーンショットスクリーンショット    

    
スタイリッシュスタイリッシュスタイリッシュスタイリッシュなデザインに生まれ変わりなデザインに生まれ変わりなデザインに生まれ変わりなデザインに生まれ変わり、スキルの説明が今までより見やすく、スキルの説明が今までより見やすく、スキルの説明が今までより見やすく、スキルの説明が今までより見やすく！！！！    

        



 

 

■■■■②②②②新マップ新マップ新マップ新マップ「英雄の戦場」「英雄の戦場」「英雄の戦場」「英雄の戦場」    

 

 

旧マップ「シュレハン遺跡」では分岐路の距離が遠く、分岐し辛かった旧マップ「シュレハン遺跡」では分岐路の距離が遠く、分岐し辛かった旧マップ「シュレハン遺跡」では分岐路の距離が遠く、分岐し辛かった旧マップ「シュレハン遺跡」では分岐路の距離が遠く、分岐し辛かったものがものがものがものが、、、、新マップ「英雄の戦場」では新マップ「英雄の戦場」では新マップ「英雄の戦場」では新マップ「英雄の戦場」では

即座に岐路を変え即座に岐路を変え即座に岐路を変え即座に岐路を変え、、、、左右からの攻めを意識して行動が行えるよ左右からの攻めを意識して行動が行えるよ左右からの攻めを意識して行動が行えるよ左右からの攻めを意識して行動が行えるように一新！うに一新！うに一新！うに一新！ 

 

 

  



 

 

■■■■③カジュアルモードにネームドモンスターが出現③カジュアルモードにネームドモンスターが出現③カジュアルモードにネームドモンスターが出現③カジュアルモードにネームドモンスターが出現 

 

カジュアルモードにて新たなモンスター「アヤメ」カジュアルモードにて新たなモンスター「アヤメ」カジュアルモードにて新たなモンスター「アヤメ」カジュアルモードにて新たなモンスター「アヤメ」を追加を追加を追加を追加！！！！ 

アヤメはアヤメはアヤメはアヤメはクリスタルを大量に持った袋を持って出現！クリスタルを大量に持った袋を持って出現！クリスタルを大量に持った袋を持って出現！クリスタルを大量に持った袋を持って出現！ 倒す倒す倒す倒すことことことことも可能で、も可能で、も可能で、も可能で、倒すと、倒すと、倒すと、倒すと、何やら良い効果何やら良い効果何やら良い効果何やら良い効果が味方が味方が味方が味方

チーム全員にチーム全員にチーム全員にチーム全員に得られるら得られるら得られるら得られるらしいしいしいしい 

 

 

■④古代の秘密庭園が新ギミック追加でついに本実装！■④古代の秘密庭園が新ギミック追加でついに本実装！■④古代の秘密庭園が新ギミック追加でついに本実装！■④古代の秘密庭園が新ギミック追加でついに本実装！ 

 

先先先先行公開していたマップ「古代の秘密庭園」がパワーアップして新実装！行公開していたマップ「古代の秘密庭園」がパワーアップして新実装！行公開していたマップ「古代の秘密庭園」がパワーアップして新実装！行公開していたマップ「古代の秘密庭園」がパワーアップして新実装！ 

マッチングだけでなく、対戦ルームでも遊べるようにパワーアップマッチングだけでなく、対戦ルームでも遊べるようにパワーアップマッチングだけでなく、対戦ルームでも遊べるようにパワーアップマッチングだけでなく、対戦ルームでも遊べるようにパワーアップ 

 

 

  



 

 

■新ギミックについて■新ギミックについて■新ギミックについて■新ギミックについて 

 

マップの各箇所に、「目」のようなオブジェクトが多数配置マップの各箇所に、「目」のようなオブジェクトが多数配置マップの各箇所に、「目」のようなオブジェクトが多数配置マップの各箇所に、「目」のようなオブジェクトが多数配置 

一定一定一定一定時間時間時間時間経過経過経過経過すると足元の目のオブジェクトが開眼され、その上に乗ると探索状態すると足元の目のオブジェクトが開眼され、その上に乗ると探索状態すると足元の目のオブジェクトが開眼され、その上に乗ると探索状態すると足元の目のオブジェクトが開眼され、その上に乗ると探索状態にににに！！！！ 

 

 

■■■■バランス調整についてバランス調整についてバランス調整についてバランス調整について    

全体的に攻撃速度が速くなり、よりテンポのよいバトルがお楽しみいただけるようになります。 

あわせて各マスター毎のパラメータ、スキルに関しても調整を行います。 

細かい調整箇所に関してはアップデート当日に公開される詳細にご期待ください。 

    

    

■■■■マッチング仕様変更マッチング仕様変更マッチング仕様変更マッチング仕様変更    

一定時間経過すると、均等に AI が入った状態でゲームが始まる強制ＡＩモードを通常マッチングにも実装

いたします。 

さらに、レベル帯による制限を設定し、より精度の上がったマッチングへと生まれ変わります。 

 

次週ついに大型アップデート 2.0「再会の約束～re:promise～」が実装！ 

まだまだお伝えしきれていない部分も多数ご用意しておりますので、次週のアップデートにぜひご期待

ください！ 

 

    

コアマスターズ公式サイトコアマスターズ公式サイトコアマスターズ公式サイトコアマスターズ公式サイト    

http://www.coremasters.jp/http://www.coremasters.jp/http://www.coremasters.jp/http://www.coremasters.jp/    

ニコニコ生放送公式チャンネル「コアマスターズ放送局」ニコニコ生放送公式チャンネル「コアマスターズ放送局」ニコニコ生放送公式チャンネル「コアマスターズ放送局」ニコニコ生放送公式チャンネル「コアマスターズ放送局」    

http://ch.nicovideo.jp/coremastershttp://ch.nicovideo.jp/coremastershttp://ch.nicovideo.jp/coremastershttp://ch.nicovideo.jp/coremasters    

コアマスターズ公式コアマスターズ公式コアマスターズ公式コアマスターズ公式TwitterTwitterTwitterTwitter    

https:https:https:https://twitter.com/CoreMasters_JP///twitter.com/CoreMasters_JP///twitter.com/CoreMasters_JP///twitter.com/CoreMasters_JP/ 

コアマスターズ公式コアマスターズ公式コアマスターズ公式コアマスターズ公式facebookfacebookfacebookfacebook    

https://www.facebook.com/coremastersjphttps://www.facebook.com/coremastersjphttps://www.facebook.com/coremastersjphttps://www.facebook.com/coremastersjp    

    

© 2014 SOFTBIGBANG CO., LTD. All Rights Reserved. © 2014 GMO Gamepot Inc. All Rights Reserved    



 

 

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、GMO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    

コアマスターズ http://www.coremasters.jp/ 

MIRROR WAR http://www.mirrorwar.jp/pre/ 

スカッとゴルフ パンヤ http://www.pangya.jp/ 

ファンタジーアース ゼロ http://www.fezero.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/ 

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

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

Shadow of Eclipse http://shadowofeclipse.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/ 

 


