
 

 

平成26 年9 月2 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』にににに 50505050 体目となる体目となる体目となる体目となる新マスター新マスター新マスター新マスター「カガリビ」「カガリビ」「カガリビ」「カガリビ」登場登場登場登場    

死の旋律を奏で、敵を永遠の眠りへと誘え！死の旋律を奏で、敵を永遠の眠りへと誘え！死の旋律を奏で、敵を永遠の眠りへと誘え！死の旋律を奏で、敵を永遠の眠りへと誘え！    

 

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9月2

日 (火) 定期メンテナンスにてアップデートを行います。 

 

 

血塗られた血塗られた血塗られた血塗られた笛を奏でる笛を奏でる笛を奏でる笛を奏でる、偏執の、偏執の、偏執の、偏執の笛奏者笛奏者笛奏者笛奏者「「「「カガリビカガリビカガリビカガリビ」登場」登場」登場」登場 

数多の旋律を吹き分け、悠久の悪夢を操れ数多の旋律を吹き分け、悠久の悪夢を操れ数多の旋律を吹き分け、悠久の悪夢を操れ数多の旋律を吹き分け、悠久の悪夢を操れ 

 

本日9 月2 日（火）定期メンテナンス終了後より、新マスター「カガリビ」が追加されます。「カガリビ」は、

足止め、支援に優れており、新状態異常として「スリープ」を所持しております。 

    

        



 

 

＜＜＜＜災厄の奏者災厄の奏者災厄の奏者災厄の奏者    カガリビカガリビカガリビカガリビ＞＞＞＞    

彼女に奏でられた旋律を聞き入れば最後……永遠の眠りへと誘われる。 

ｃｖ：まつだ志緒理    illust：SOFTBIGBANG 

 

マスター動画 http://youtu.be/b5bUaNzShZYhttp://youtu.be/b5bUaNzShZYhttp://youtu.be/b5bUaNzShZYhttp://youtu.be/b5bUaNzShZY    

 
●●●●カガリビ紹介動画カガリビ紹介動画カガリビ紹介動画カガリビ紹介動画.wmv.wmv.wmv.wmv    

 

◇マスタータイプ◇マスタータイプ◇マスタータイプ◇マスタータイプ    

近接攻撃タイプ 

 

【【【【パッシブパッシブパッシブパッシブ】】】】    

歓呼無頼 

相手又は味方にスキルを当てると、歓声バフを得る。歓声バフを 10 回得ると、徴収バフを獲得する。

徴収バフを所持している際に、次の通常攻撃に命中した対象の、公演料として所持しているクリスタ

ルを徴収する。対象の体力が低いほど公演料は増加する。 

最大40 まで増加する。獲得したクリスタルはバフアイコンとして表示される。 

モンスター、タワー、センターコアにも公演料を徴収することができる。 

 

【【【【QQQQ スキルスキルスキルスキル】】】】    

刹那蝶の高麗平調 

直線状に蝶々を飛ばして、命中した対象にダメージを与える。命中した対象に旋律のバフが付いていた場

合、追加効果が発生する。 

 

[盤渉の旋律を付与時] 

自身の物理攻撃力を増加させる。 

 

[衝撃の旋律を付与時] 

対象をバインド状態にする。 



 

 

 

【【【【WWWW スキルスキルスキルスキル】】】】    

盤渉の調べ 

指定した対象に 3 回跳ねる旋律を奏でる。この旋律は自分と味方にも跳ね返り、命中すると体力が回復す

る。対象にダメージを与えた場合、盤渉の旋律バフを付与する。 

 

【【【【EEEE スキルスキルスキルスキル】】】】    

悠久の奏 

演奏するごとにスキルの射程距離が、長くなる悠久を奏でる。移動、通常攻撃、他スキルを使用した際は、

悠久の奏がキャンセルされる。 

 

 [衝撃の旋律] 

一直線上にいる対象にダメージを与えて衝撃の旋律バフを付与する。 

 

【【【【RRRR スキルスキルスキルスキル】】】】    

昏睡の壱越調 

周囲の対象にダメージを与えて、スリープ状態にさせる。 

このスキル発動時の一瞬は、スタンやノックバックを無効にする。 

このスキルで対象を眠らせた相手は攻撃を受けるか、一定時間が経過するまで行動不能となる。 

 

 

9999 月月月月 2222 日日日日ののののアップデート内容につきましては、こちらをご覧くださいアップデート内容につきましては、こちらをご覧くださいアップデート内容につきましては、こちらをご覧くださいアップデート内容につきましては、こちらをご覧ください    

http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=304#p1http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=304#p1http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=304#p1http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=304#p1    

 

    

今年の秋は今年の秋は今年の秋は今年の秋はコアマスコアマスコアマスコアマスで決まり！で決まり！で決まり！で決まり！    たくさんプレイしてレジェンドアイテムを手に入れようたくさんプレイしてレジェンドアイテムを手に入れようたくさんプレイしてレジェンドアイテムを手に入れようたくさんプレイしてレジェンドアイテムを手に入れよう    

期間限定期間限定期間限定期間限定イベント「イベント「イベント「イベント「デモーナ様の施し」デモーナ様の施し」デモーナ様の施し」デモーナ様の施し」スタートスタートスタートスタート 

 
本日9 月2 日（火）定期メンテナンス終了後から 9 月30 日（火）定期メンテナンス開始前までの期間中、

『コアマスターズ』をプレイすると、レジェンドアイテムが手に入る、大奮発イベント「デモーナ様の施し」を

実施いたします。 

 

期間中、1週間ごとに「ログイン数」「対戦回数」「マスター所持数」「アバター所持数」で定められた基準を

クリアすると、Gold とレジェンドアイテム「ライオットブーツ」をプレゼントいたします。ライオットブーツは、

『コアマスターズ』において 3 つあるアイテム等級のうち、最も高い等級「レジェンド」のアイテムです。この

イベントでライオットブーツ複数個手に入れると「合成」が可能となり、合成したライオットブーツを戦いに持

ち込むと、基礎ステータスが若干高い状態で戦闘を開始することができます。 



 

 

「レジェンドルーン」は、各マスターに 1 つだけ装着することができるアイテムで、装着したマスターの特

定の能力を高めます。 

  

期間中にイベントをクリアして、ライオットブーツとレジェンドルーンを入手し、より高い能力で戦いに挑

みましょう！ 

 

【イベント報酬】【イベント報酬】【イベント報酬】【イベント報酬】    

    9999 月月月月 2222 日（火）日（火）日（火）日（火）    

～～～～9999 月月月月9999 日（火）日（火）日（火）日（火）    

9999 月月月月 9999 日（火）日（火）日（火）日（火）    

～～～～9999 月月月月 16161616 日（火）日（火）日（火）日（火）    

9999 月月月月 16161616 日（火）日（火）日（火）日（火）    

～～～～9999 月月月月 23232323 日（火）日（火）日（火）日（火）    

9999 月月月月 23232323 日（火）日（火）日（火）日（火）    

～～～～9999 月月月月 30303030 日（火）日（火）日（火）日（火）    

ログイン数ログイン数ログイン数ログイン数    3 日ログイン 3 日ログイン 3 日ログイン 3 日ログイン 

300Gold 300Gold 300Gold 300Gold 

5 日ログイン 5 日ログイン 5 日ログイン 5 日ログイン 

ライオットブーツ 

300Gold 

ライオットブーツ 

300Gold 

ライオットブーツ 

300Gold 

ライオットブーツ 

300Gold 

対戦回数対戦回数対戦回数対戦回数    土日3 回対戦 土日3 回対戦 土日3 回対戦 土日3 回対戦 

300Gold 300Gold 300Gold 300Gold 

土日5 回対戦 土日5 回対戦 土日5 回対戦 土日5 回対戦 

ライオットブーツ 

300Gold 

ライオットブーツ 

300Gold 

ライオットブーツ 

300Gold 

ライオットブーツ 

300Gold 

マスター所持数マスター所持数マスター所持数マスター所持数    マスター10 体所持 マスター20 体所持 マスター30 体所持 マスター40 体所持 

ライオットブーツ 

300Gold 

ライオットブーツ 

300Gold 

ライオットブーツ 

300Gold 

ライオットブーツ 

300Gold 

アバター所持数アバター所持数アバター所持数アバター所持数    アバター1 体所持 アバター3 体所持 アバター5 体所持 アバター7 体所持 

ライオットブーツ 

300Gold 

ライオットブーツ 

300Gold 

ライオットブーツ 

300Gold 

ライオットブーツ 

300Gold 

 

「デモーナ様の施し」イベント詳細については、こちらをご覧ください「デモーナ様の施し」イベント詳細については、こちらをご覧ください「デモーナ様の施し」イベント詳細については、こちらをご覧ください「デモーナ様の施し」イベント詳細については、こちらをご覧ください    

http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=304#p2http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=304#p2http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=304#p2http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=304#p2    

 

 

初めての方も久しぶりの方も初めての方も久しぶりの方も初めての方も久しぶりの方も初めての方も久しぶりの方も WelcomeWelcomeWelcomeWelcome 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！    

お好きなキャラクタープレゼントイベントお好きなキャラクタープレゼントイベントお好きなキャラクタープレゼントイベントお好きなキャラクタープレゼントイベント開催開催開催開催 

 

 

 本日9 月2 日（火）定期メンテナンス終了後から 9 月30 日（火）定期メンテナンス開始前までの期間中、 



 

 

 『コアマスターズ』を始めるなら、カムバックするなら、今がチャンス！イベントを開催いたします。 

 新規登録された方と、7月29日（火）定期メンテナンス終了後に1度もログインしていない方に、お好きな

マスターをプレゼントいたします。    

    

【イベント概要】【イベント概要】【イベント概要】【イベント概要】    

期間中に『コアマスターズ』に新規登録し、ゲーム内でニックネームを登録していただいた方と、7 月29 日

定期メンテナンス後以降1 度もログインされていない方に、お好きなマスターをはじめとしたお得な景品を

プレゼントいたします。 

 

【【【【プレゼントプレゼントプレゼントプレゼント内容】内容】内容】内容】    

期間中に『コアマスターズ』に新規登録したお客さま期間中に『コアマスターズ』に新規登録したお客さま期間中に『コアマスターズ』に新規登録したお客さま期間中に『コアマスターズ』に新規登録したお客さま    

・新規登録されてから 1 日目  お好きなマスター1 体（※1） 

・新規登録されてから 7 日目  お好きなマスター1 体（※1） 

・新規登録されてから 14 日目  お好きなマスター1 体（※1） 

 

7777 月月月月 29292929 日（火）定期メンテンナンス終了以降一度もログインされていないお客さま日（火）定期メンテンナンス終了以降一度もログインされていないお客さま日（火）定期メンテンナンス終了以降一度もログインされていないお客さま日（火）定期メンテンナンス終了以降一度もログインされていないお客さま    

・カムバックされてから 1 日目  お好きなマスター1 体（※1） 

・カムバックされてから 7 日目  期間制ゴールドブースト（3 日） 

・カムバックされてから 14 日目  回数制ゴールドブースト（30 回分） 

 

※1：選択できるマスターは、以下の通りです。 

 カトリシア、ヴォルケーノ、シルビアン、ヤミー、ステルロン、ノエル、グラシーヴ、ウェイン、デモーナ、ル

ピナス、クレプティオ、ロードカムイ、ウチャカカ、ランデルグ、ヤランズ、アル、ジルゲル、イシア、パラモ

ス、ナオザード、ウィリアム、ヴィヴァーツ、ラティオネル、カズ、アニマリス、ドゥドゥンバ、ヘイシン、ジャン

デルノア、リンネ、ウンバクンバ、AJ-19、リオレット、チェン、ジュリアス、アクラトラトロイ、ロンデマルク、

ヨルク、アンナ、デュリオン、クラカデュンⅢ、シイナ・チカ、ヴァン・イグニス、ソウデロア 

 

「お好き「お好き「お好き「お好きなキャラクタープレゼント」イベント詳細については、こちらをご覧くださいなキャラクタープレゼント」イベント詳細については、こちらをご覧くださいなキャラクタープレゼント」イベント詳細については、こちらをご覧くださいなキャラクタープレゼント」イベント詳細については、こちらをご覧ください    

http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=304#p3http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=304#p3http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=304#p3http://www.coremasters.jp/member/news/article.aspx?Seq=304#p3    

 

    

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

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/ 

    
  


