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マスターのバランス調整でバトルはさらにスタイリッシュに！マスターのバランス調整でバトルはさらにスタイリッシュに！マスターのバランス調整でバトルはさらにスタイリッシュに！マスターのバランス調整でバトルはさらにスタイリッシュに！

さらにお得なキャンペーンもスタートさらにお得なキャンペーンもスタートさらにお得なキャンペーンもスタートさらにお得なキャンペーンもスタート

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、

定期メンテナンスにて大型アップデート

 

アップデートアップデートアップデートアップデート

    

7月29日実装の大型アップデート

他、GUI、システム、ゲーム内バランスといった様々な部分を一新いたしま

さらに、大型アップデートに合わせたお得なキャンペーン

た『コアマスターズ』をお楽しみください。

 

 

 

 

平成

会 社 名 GMO ゲームポット株式会社

（URL http://www.gamepot.co.jp/

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 ver2.0ver2.0ver2.0ver2.0「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

マスターのバランス調整でバトルはさらにスタイリッシュに！マスターのバランス調整でバトルはさらにスタイリッシュに！マスターのバランス調整でバトルはさらにスタイリッシュに！マスターのバランス調整でバトルはさらにスタイリッシュに！

さらにお得なキャンペーンもスタートさらにお得なキャンペーンもスタートさらにお得なキャンペーンもスタートさらにお得なキャンペーンもスタート    

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大型アップデートを行いました。 

アップデートアップデートアップデートアップデート ver2.0ver2.0ver2.0ver2.0「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」スタート」スタート」スタート」スタート    

アップデートver2.0「再会の約束 re:promise」では、新たなマスター

、システム、ゲーム内バランスといった様々な部分を一新いたしました。 

さらに、大型アップデートに合わせたお得なキャンペーンも実施中です。ぜひ新たに

た『コアマスターズ』をお楽しみください。 

『『『『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』公式サイト』公式サイト』公式サイト』公式サイト    

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

  

平成26 年7 月30 日 

ゲームポット株式会社 

http://www.gamepot.co.jp/） 

re:promisere:promisere:promisere:promise」を実装」を実装」を実装」を実装    

マスターのバランス調整でバトルはさらにスタイリッシュに！マスターのバランス調整でバトルはさらにスタイリッシュに！マスターのバランス調整でバトルはさらにスタイリッシュに！マスターのバランス調整でバトルはさらにスタイリッシュに！    

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、7 月29 日  

    

新たなマスター2体が登場する

新たにバージョンアップし



 

7 月29 日定期メンテナンス終了後より、新マスター「ぽぽりん」

「ぽぽりん」は愛くるしい表情とは裏腹に、計算された緻密な攻撃を行うタクティカルなマスターです。

方「ナデージュダ」は相手の行動に支障を与えるスキルを多く持ち、第一線

ることもできるトリッキーなマスターとなっております。

スターズ』の世界をお楽しみください。

    

■新マスター紹介■新マスター紹介■新マスター紹介■新マスター紹介    

＜やさしい羊飼い＜やさしい羊飼い＜やさしい羊飼い＜やさしい羊飼い    ぽぽぽぽぽりん＞ぽりん＞ぽりん＞ぽりん＞    

かわいいからって油断している相手に強烈な一撃をおみまいしよう！

◇マスタータイプ 

遠距離攻撃タイプ 

 

マスター動画 

マスター動画 ●ぽぽりんぽぽりんぽぽりんぽぽりん.wmv.wmv.wmv.wmv    

http://youtu.be/JRmWq8eXWighttp://youtu.be/JRmWq8eXWighttp://youtu.be/JRmWq8eXWighttp://youtu.be/JRmWq8eXWig    
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新マスター、新アバター追加新マスター、新アバター追加新マスター、新アバター追加新マスター、新アバター追加        

さらに各マスターのバランス調整を実施！さらに各マスターのバランス調整を実施！さらに各マスターのバランス調整を実施！さらに各マスターのバランス調整を実施！    

    

メンテナンス終了後より、新マスター「ぽぽりん」と「ナデージュダ」が登場いたしました

は愛くるしい表情とは裏腹に、計算された緻密な攻撃を行うタクティカルなマスターです。

は相手の行動に支障を与えるスキルを多く持ち、第一線にいながら、

ることもできるトリッキーなマスターとなっております。ぜひ新たなマスターでバージョンアップした『コアマ

スターズ』の世界をお楽しみください。 

    ｃｖ：ｃｖ：ｃｖ：ｃｖ：    藤田彩藤田彩藤田彩藤田彩            illustillustillustillust：：：：SOFTBIGBANGSOFTBIGBANGSOFTBIGBANGSOFTBIGBANG    

かわいいからって油断している相手に強烈な一撃をおみまいしよう！ 

    

    

    

ぽぽりんの詳細についてはこちらぽぽりんの詳細についてはこちらぽぽりんの詳細についてはこちらぽぽりんの詳細についてはこちら    

http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=265#p7http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=265#p7http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=265#p7http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=265#p7

    

が登場いたしました。 

は愛くるしい表情とは裏腹に、計算された緻密な攻撃を行うタクティカルなマスターです。一

、後衛で守りに徹す

ぜひ新たなマスターでバージョンアップした『コアマ

 

http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=265#p7http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=265#p7http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=265#p7http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=265#p7    



 
＜ブラッディローズ＜ブラッディローズ＜ブラッディローズ＜ブラッディローズ    ナデージュダ＞ナデージュダ＞ナデージュダ＞ナデージュダ＞

スロー、サイレンス、自己再生、様々なスキルで相手をかき乱せ！

◇マスタータイプ 

遠距離攻撃タイプ（マナなし） 

 

マスター動画 

マスター動画 ●ナデージュダナデージュダナデージュダナデージュダ.wmv.wmv.wmv.wmv

http://youtu.be/C00d5QJMaKAhttp://youtu.be/C00d5QJMaKAhttp://youtu.be/C00d5QJMaKAhttp://youtu.be/C00d5QJMaKA    
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ナデージュダ＞ナデージュダ＞ナデージュダ＞ナデージュダ＞        ｃｖ：ｃｖ：ｃｖ：ｃｖ：    畑中万里江畑中万里江畑中万里江畑中万里江            illustillustillustillust：かわく：かわく：かわく：かわく    

スロー、サイレンス、自己再生、様々なスキルで相手をかき乱せ！ 

.wmv.wmv.wmv.wmv    

    

ナデージュダの詳細についてはこちらナデージュダの詳細についてはこちらナデージュダの詳細についてはこちらナデージュダの詳細についてはこちら    

http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=265#p7http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=265#p7http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=265#p7http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=265#p7
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■新アバター紹介■新アバター紹介■新アバター紹介■新アバター紹介    

7 月29 日定期メンテナンス終了後から、「チェン」「ロードカムイ」「ステルロン」「ヴォルケーノ」「ウィリアム」

「ウチャカカ」「ヤランズ」「ジュリアス」「ウェイン」「ドゥドゥンバ」の

した。この機会にぜひ、一風変わったアバターで戦場を駆け巡ってみませんか？

 

 

 

 

 

 

巨匠、チェン・ザ・アフロ巨匠、チェン・ザ・アフロ巨匠、チェン・ザ・アフロ巨匠、チェン・ザ・アフロ

ホーリーナイト・ステルロンホーリーナイト・ステルロンホーリーナイト・ステルロンホーリーナイト・ステルロン

ウィリアム男爵ウィリアム男爵ウィリアム男爵ウィリアム男爵

 

メンテナンス終了後から、「チェン」「ロードカムイ」「ステルロン」「ヴォルケーノ」「ウィリアム」

「ウチャカカ」「ヤランズ」「ジュリアス」「ウェイン」「ドゥドゥンバ」の10マスターに新アバターが登場いたしま

。この機会にぜひ、一風変わったアバターで戦場を駆け巡ってみませんか？ 

巨匠、チェン・ザ・アフロ巨匠、チェン・ザ・アフロ巨匠、チェン・ザ・アフロ巨匠、チェン・ザ・アフロ    鎧武者カムイ鎧武者カムイ鎧武者カムイ鎧武者カムイ

    

ホーリーナイト・ステルロンホーリーナイト・ステルロンホーリーナイト・ステルロンホーリーナイト・ステルロン    センチュリオンヴォルケーノセンチュリオンヴォルケーノセンチュリオンヴォルケーノセンチュリオンヴォルケーノ

    

ウィリアム男爵ウィリアム男爵ウィリアム男爵ウィリアム男爵    ウチャカカ監督ウチャカカ監督ウチャカカ監督ウチャカカ監督

    

メンテナンス終了後から、「チェン」「ロードカムイ」「ステルロン」「ヴォルケーノ」「ウィリアム」

マスターに新アバターが登場いたしま

鎧武者カムイ鎧武者カムイ鎧武者カムイ鎧武者カムイ    

    

センチュリオンヴォルケーノセンチュリオンヴォルケーノセンチュリオンヴォルケーノセンチュリオンヴォルケーノ    

    

ウチャカカ監督ウチャカカ監督ウチャカカ監督ウチャカカ監督    

    



 
 

 

※新アバターを購入するには、対象のマスターを所持している必要があります。
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■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    

・全マスターの攻撃速度が大幅に増加

・各マスターのバランス調整を実施

・マナ消費マスターの R スキルクールタイムが

・気力消費及び無資源マスターの

・気力消費マスターの気力回復量が

・回復スキルの係数がスキルレベルによって上昇するように変更

・視野共有スキルの視野共有距離が

    

各マスターのバランス調整の詳細はこちら各マスターのバランス調整の詳細はこちら各マスターのバランス調整の詳細はこちら各マスターのバランス調整の詳細はこちら

http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=265#p4http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=265#p4http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=265#p4http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=265#p4

 

 

 

ハッピー・ヤランズハッピー・ヤランズハッピー・ヤランズハッピー・ヤランズ

フルメタルウェインフルメタルウェインフルメタルウェインフルメタルウェイン

 

新アバターを購入するには、対象のマスターを所持している必要があります。    

    

新アバター新アバター新アバター新アバター10101010 種の詳細はこちら種の詳細はこちら種の詳細はこちら種の詳細はこちら    

http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=265#p8http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=265#p8http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=265#p8http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=265#p8

 

・全マスターの攻撃速度が大幅に増加 

・各マスターのバランス調整を実施 

スキルクールタイムが 120 秒から 90 秒に減少。 

気力消費及び無資源マスターの R スキルクールタイムが 150 秒から 120 秒に減少。

気力消費マスターの気力回復量が 8 から 5 に減少。 

回復スキルの係数がスキルレベルによって上昇するように変更(持続回復スキルは既に適用済み

視野共有スキルの視野共有距離が 600 から 100 に減少。" 

各マスターのバランス調整の詳細はこちら各マスターのバランス調整の詳細はこちら各マスターのバランス調整の詳細はこちら各マスターのバランス調整の詳細はこちら    

http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=265#p4http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=265#p4http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=265#p4http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=265#p4

ハッピー・ヤランズハッピー・ヤランズハッピー・ヤランズハッピー・ヤランズ    ジュリアス男爵ジュリアス男爵ジュリアス男爵ジュリアス男爵

    

フルメタルウェインフルメタルウェインフルメタルウェインフルメタルウェイン    闘技場の英雄闘技場の英雄闘技場の英雄闘技場の英雄    ドゥドゥンバドゥドゥンバドゥドゥンバドゥドゥンバ

    

http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=265#p8http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=265#p8http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=265#p8http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=265#p8    

秒に減少。 

持続回復スキルは既に適用済み) 

http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=265#p4http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=265#p4http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=265#p4http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=265#p4    

ジュリアス男爵ジュリアス男爵ジュリアス男爵ジュリアス男爵    

    

ドゥドゥンバドゥドゥンバドゥドゥンバドゥドゥンバ    

    



 
    

これから始めるアナタを熱烈サポートこれから始めるアナタを熱烈サポートこれから始めるアナタを熱烈サポートこれから始めるアナタを熱烈サポート

さらにアイテムオートセレクト機能を実装し、アイテムプリセット配布さらにアイテムオートセレクト機能を実装し、アイテムプリセット配布さらにアイテムオートセレクト機能を実装し、アイテムプリセット配布さらにアイテムオートセレクト機能を実装し、アイテムプリセット配布

7月29日定期メンテナンスにて、

づらかった「基礎」、「ワード」、「メジャー」

さらに新たに登場するナビゲーター「エリィ」が

    

■新チュートリアル■新チュートリアル■新チュートリアル■新チュートリアル    

彼女と共にチュートリアルクリアを目指そう！彼女と共にチュートリアルクリアを目指そう！彼女と共にチュートリアルクリアを目指そう！彼女と共にチュートリアルクリアを目指そう！

    

■アイテムオートセレクト機能■アイテムオートセレクト機能■アイテムオートセレクト機能■アイテムオートセレクト機能    

アイテムオートセレクト機能をアイテムオートセレクト機能をアイテムオートセレクト機能をアイテムオートセレクト機能を

最適な装備を自動で購入してくれるので、とても便利！最適な装備を自動で購入してくれるので、とても便利！最適な装備を自動で購入してくれるので、とても便利！最適な装備を自動で購入してくれるので、とても便利！

 

これから始めるアナタを熱烈サポートこれから始めるアナタを熱烈サポートこれから始めるアナタを熱烈サポートこれから始めるアナタを熱烈サポート！！！！    チュートリアルチュートリアルチュートリアルチュートリアルに新に新に新に新ナビゲーター「エリィ」が登場ナビゲーター「エリィ」が登場ナビゲーター「エリィ」が登場ナビゲーター「エリィ」が登場

さらにアイテムオートセレクト機能を実装し、アイテムプリセット配布さらにアイテムオートセレクト機能を実装し、アイテムプリセット配布さらにアイテムオートセレクト機能を実装し、アイテムプリセット配布さらにアイテムオートセレクト機能を実装し、アイテムプリセット配布

    

にて、チュートリアルを一新いたしました。新チュートリアルは、

「基礎」、「ワード」、「メジャー」3 つのチュートリアルが 1 つに統合され、分かりやすくなりました

ナビゲーター「エリィ」が、より実戦に近いナビゲートをしてくれま

    

ナビゲーター「エリィ」が実戦形式で解説。ナビゲーター「エリィ」が実戦形式で解説。ナビゲーター「エリィ」が実戦形式で解説。ナビゲーター「エリィ」が実戦形式で解説。    

彼女と共にチュートリアルクリアを目指そう！彼女と共にチュートリアルクリアを目指そう！彼女と共にチュートリアルクリアを目指そう！彼女と共にチュートリアルクリアを目指そう！ 

    

    

序盤は装備の強化を忘れがち。序盤は装備の強化を忘れがち。序盤は装備の強化を忘れがち。序盤は装備の強化を忘れがち。    

アイテムオートセレクト機能をアイテムオートセレクト機能をアイテムオートセレクト機能をアイテムオートセレクト機能を ONONONON にすれば、クリスタルが一定量溜まるとにすれば、クリスタルが一定量溜まるとにすれば、クリスタルが一定量溜まるとにすれば、クリスタルが一定量溜まると

最適な装備を自動で購入してくれるので、とても便利！最適な装備を自動で購入してくれるので、とても便利！最適な装備を自動で購入してくれるので、とても便利！最適な装備を自動で購入してくれるので、とても便利！    

ナビゲーター「エリィ」が登場ナビゲーター「エリィ」が登場ナビゲーター「エリィ」が登場ナビゲーター「エリィ」が登場    
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個人戦は調整を行ったうえで、再度公開する予定です。 

プレリーグにおけるご意見ご要望を踏まえまして調整を行い、再度正式リーグを公開する予定です
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7 月29 日定期メンテナンス終了後から、

り！キャンペーン」を開催中です

マイページ上でユニークシリアルを発行し、

条件をクリアすると最大5,000G

シリアルがたくさん使われれば、ガチャシリアルがどんどん

ぜひこの機会に Gold を大量にゲットしよう！

    

http://www.coremasters.jp/Event/okaeri_cp/index.htmlhttp://www.coremasters.jp/Event/okaeri_cp/index.htmlhttp://www.coremasters.jp/Event/okaeri_cp/index.htmlhttp://www.coremasters.jp/Event/okaeri_cp/index.html

RazerRazerRazerRazer「推奨デバイスプレゼントキャンペーン！」開催「推奨デバイスプレゼントキャンペーン！」開催「推奨デバイスプレゼントキャンペーン！」開催「推奨デバイスプレゼントキャンペーン！」開催

期間中に『コアマスターズ』をプレイして、推奨デバイスを手に入れよう！期間中に『コアマスターズ』をプレイして、推奨デバイスを手に入れよう！期間中に『コアマスターズ』をプレイして、推奨デバイスを手に入れよう！期間中に『コアマスターズ』をプレイして、推奨デバイスを手に入れよう！

『コアマスターズ』ver2.0 「再会の約束

から8月12日（火）定期メンテナンス開始前までの期間中、

ントキャンペーン！」を実施中です

期間中に生まれ変わった『コアマスターズ』をプレイ

レゼントいたします。 
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たくさん『コアマスターズ』をプレイして、Razer の『コアマスターズ』推奨キーボードやマウスを手に入れ

 

の期間中、「おかえ

友達に「おかえり！」と声をかけてシリアルを渡しましょう。

です。 

期間中に『コアマスターズ』をプレイして、推奨デバイスを手に入れよう！期間中に『コアマスターズ』をプレイして、推奨デバイスを手に入れよう！期間中に『コアマスターズ』をプレイして、推奨デバイスを手に入れよう！期間中に『コアマスターズ』をプレイして、推奨デバイスを手に入れよう！    

    

日定期メンテナンス終了後

とのタイアップ企画「推奨デバイスプレゼ
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 『コアマスターズ』公式サイトの「マイページ」で応募ボタンをクリックすると、応募が完了します。イベント

終了後、抽選で17名さまに、ゲーマーによるゲーマーのための製品、
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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。詳細は
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アポーションの計5 つのゲーム内アイテムをセットにしてプレゼントします。

新たな『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！
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光学ドライブ光学ドライブ光学ドライブ光学ドライブ    DVD スーパーマルチドライブ

マザーボードマザーボードマザーボードマザーボード    モバイル

製品詳細URL：http://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_prime/13/542/4899/0/http://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_prime/13/542/4899/0/http://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_prime/13/542/4899/0/http://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_prime/13/542/4899/0/
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アイコンアイコンアイコンアイコン    アイテム名アイテム名アイテム名アイテム名

 
[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 i7-4710MQ モバイル・プロセッサー 

クアッドコア, 定格 2.50GHz,ターボ・ブースト時最大 3.50GHz, 

6MB L3 キャッシュ, インテル ハイパースレッディング・テクノロジー対応

インチ液晶(1920×1080) / NVIDIA GeForce GTX860M 2GB + 

ラフィックス(Optimus™ 対応) 

12800】8GB DDR3L SO-DIMM (PC3-12800/4GBx2/デュアルチャネ

500GB HDD 

スーパーマルチドライブ 

モバイル インテル HM87 Express チップセット搭載マザーボード
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アイテム名アイテム名アイテム名アイテム名    概要概要概要概要    

シールドバリ

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完

了すると透明のワードアイテムを生成する。ワードアイテム生成後

も視界は残り続ける。相手のマスター、ワード、センターコアの視界

の中でワードを配置した場合は、ワードとワ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破壊され、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防ぐ、透明のシ

ール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、

シールドを生成する。(クールタイム:90 秒) 

物理防御力：36 
体力：120 
マナ：120 

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

獲得するクリスタル量が 75%増加する。 

魔法防御力：36 

体力：120 

マナ：120 

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、探索で見つけた相手を

秒間捕捉する。発動時に自分の位置は相手に捕捉されない。

ユニークアクティブとＤキーの探索は、別々のクールタイムで管理

される。(クールタイム：60 秒) 

魔法攻撃：30 

自然治癒力：20 

キュアポーション 全ての異常状態を解除する。 

 

ハイパースレッディング・テクノロジー対応) 

(1920×1080) / NVIDIA GeForce GTX860M 2GB + インテル® HD グ

デュアルチャネル) 

チップセット搭載マザーボード 

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完

了すると透明のワードアイテムを生成する。ワードアイテム生成後

も視界は残り続ける。相手のマスター、ワード、センターコアの視界

の中でワードを配置した場合は、ワードとワ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破壊され、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防ぐ、透明のシ

秒間、最大体力の 30%の

上昇し、フィニッシュムーブで

視界が広くなる。より広い範囲を探索し、探索で見つけた相手を 6

秒間捕捉する。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Ｄキーの探索は、別々のクールタイムで管理
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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」、「ゲームに没頭することで発見する自由な世

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(c) 2014 Thirdwave Diginnos Co., 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

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。 凌駕するマシン ガレリア

Copyright(c) 2014 Thirdwave Diginnos Co., 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

「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

ガレリア 

2014 GMO Gamepot Inc. All Rights Reserved    



 
GMOGMOGMOGMO ゲームポット株式会ゲームポット株式会ゲームポット株式会ゲームポット株式会社社社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、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。（

 

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 

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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http://www.fezero.jp/ 
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http://www.wizardry-online.jp/ 

http://www.livly.com/ 

http://shadowofeclipse.jp/ 

http://star.waguruma.jp/ 

http://shadowofeclipse.jp/ 

 

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。 


