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MMORPG『君主』正式サービス開始日のお知らせ 

～2006 年 3 月 31 日、新たな要素を加えて本格スタート！もちろん基本プレイは無料！～ 

 

株式会社ゲームポット（東京都港区、代表取締役社長：植田修平、以下ゲームポット）は、

Windows®用多人数同時参加型ロールプレイングゲーム（以下 MMORPG）『君主』について、2006

年 3 月 31 日に正式サービスを開始します。こちらにあわせ、正式サービスオープニングキャンペ

ーンを実施致します。 

『君主』は昨年 11 月 29 日よりクローズドベータテストを、また 12 月 28 日よりオープンベータサ

ービスを行い、プレイヤーの皆様から多くのフィードバックを頂きました。正式サービス後は、これ

ら多くのご意見やご要望をゲームに反映し、これまで以上に楽しめるゲームを追求していきます。

また、これまでのオープンベータサービスと同様、基本プレイは無料でサービスを行います。既に

ゲームを行っている方も、またこれから始める方も気軽に『君主』の世界をお楽しみ頂けます。 

 

『君主』は、韓国内で約 200 万人の登録会員数を誇る人気の MMORPG を、日本で完全にリメイ

クしたタイトルです。2D の素朴でかわいいグラフィックスと、幅広いスペックの PC で楽しめる手軽

さが特徴で、簡単な操作性により MMORPG 初心者でも気軽にゲームに参加できます。 

また本作は戦闘を中心とした従来型の MMORPG とは異なり、政治や市場経済のシステムに

特徴があり、商売や株、選挙など現実の社会をシミュレートできる MMORPG として高い評価を得

ています。 

『君主』の正式サービスおよびアイテム課金サービスにより、『スカッとゴルフ パンヤ』に続く当

社２作目のタイトルとなります。本作品の正式サービスを通じて、当社はオンラインゲーム事業の

さらなる拡大を実現し、業界において確固たる地位を獲得することを目指します。 

正式サービス開始日時 平成 18 年 3 月 31 日（金）13 時より 

公式サイト URL http://www.kunshu.jp/ 

課金方式 基本プレイ無料 一部アイテム課金 



 

アイテム課金方式を採用 

 

正式サービス開始後の『君主』では、会員登録や接続にあたり、料金が掛かりません。代わりに

一部のアイテムのご利用が有料になります。 

 

料金体系 

 

アイテムを購入する際は、ゲーム内通貨をご購入していただく必要があります。こちらのゲーム

内通貨の名称は「Kunshu Point（KP）」で、KP の販売形態は以下のようになります。 

 

Kunshu Point（KP）の種類 料金（表示は税込)  

50KP (500 円) 

100KP (1000 円) 

160KP（※） (1600 円) 

200KP (2000 円) 

300KP＋(15KP ボーナス) (3000 円) 

500KP＋(25KP ボーナス) (5000 円) 

1000KP＋(50KP ボーナス) (10000 円) 

※160KP につきましては、ネットキャッシュのみの対応となります。 

 

ご利用可能な決済手段 

 

ご購入の際に、ご利用が可能になる決済手段は以下のものになります。 

 

クレジットカード 

 

ネットキャッシュ 

 

ウェブマネー 



 

アイテムモールで便利アイテムショッピング！ 

 

正式サービスの開始に伴い、KP を使ってアイテムを購入することができるようになります。オー

プンとともに、全 32 種類のアイテムが購入可能になります。今回は多様な効果、能力を発揮する

魅力的なアイテムをご用意しました。今後も続々とアイテムが追加されますので、ご期待ください。 

KP で購入できる魅力的なアイテム群 

エンチャントセント すくすく馬セット 小さなメダル 万能薬 ワープチケット 

     

上記のアイテムは一例になります。このほかに多数アイテムの販売が行われます。 

 

オープニングキャンペーン実施！ 

 

『君主』の正式サービスの開始を記念して、様々なイベントが行われます。本イベントは正式サ

ービスのオープンと同時に実施されます。3 月 31 日（金）～4 月 28 日（金）までの期間中、『君主』

にログインしていたユーザーが対象となります。アカウント毎のログイン時間を算出し、5 時間ログ

インすることで 1 回の抽選権を得ることができます。5 時間で 1 口となり、10 時間ログインすると 2

口、20 時間で 4 口と、抽選の当選確率が口数分高くなります。応募は不要で、期間中のログイン

時間が 5 時間を越えることで自動応募となります。 

プレゼントは豪華景品とオンラインアイテムです。オンラインアイテムはゲーム内の郵便システ

ムを利用してご登録いただいたアカウント ID 内のいずれかのキャラクター宛に送らせていただき

ます。抽選結果の発表は、発送をもってかえさせていただきます。 

「オープニングキャンペーンプレゼント！！」詳細 

キャンペーン期間 3 月 31 日（金）正式サービス開始時～4 月 28 日（金）メンテナンス開始時 

条件 ログイン合計時間 5 時間毎に 1 口応募 

当選条件 全応募数の中から抽選で行う 

折り畳み式自転車 1 名 

HDD レコーダー 5 名 

フットバス 10 名 

WebMoney2000POINT カード 10 名 

小さなメダル 30 名 

プレミアチョコ 100 名 

ワープチケット（10 個） 100 名 

プレゼント 

個人商店利用券（10 個） 100 名 



 

レベル 10・15 を目指そう！ビギナーレベルアップキャンペーン 

 

正式サービス開始後の 3 月 31 日（金）～4 月 28 日（金）までのキャンペーン期間中、新規でゲ

ームを始めたユーザーでレベル 10 およびレベル 15 に達したアカウント ID が対象となるキャンペ

ーンの開催を行います。新規アカウントの該当レベル達成者全員に、ゲーム内アイテムをプレゼ

ントさせていただきます。応募は不要で、ゲーム内の郵便システムを利用してご登録いただいたア

カウント ID の該当キャラクターへ、アイテムを送らせていただきます。 

これから『君主』を始めるプレイヤーには、プレイをすることで賞品を手に入れられる良いチャン

スとなります。 

「ビギナーレベルアップキャンペーン」概要 

キャンペーン期間 3 月 31 日（金）正式サービス開始時～4 月 28 日（金）メンテナンス開始時 

対象 正式サービス開始後に新規登録したアカウント 

条件 レベルをあげて、レベル 10・レベル 15 で達成 

達成条件 プレゼントアイテム 

レベル 10 ワープチケット・商店利用券各 5 個セット 

プレゼント 

レベル 15 ワープチケット・商品利用券各 10 個セット 

プレミアムチョコ 1 個 

 

使うとお得！ネットキャッシュキャンペーン開催 

 

アイテム課金の方法の一つになるネットキャッシュをキャンペーン期間中に利用することで、ゲ

ーム内の有料アイテムである、ワープチケット（30 個）とプレミアムチョコがもらえます。また、ご利

用者の中から抽選でデジタルグッズが当たるキャンペーンへの登録もされることになります。プレ

ゼントの中には新登場、『君主』の絵柄が入ったオリジナルネットキャッシュが登場します。 

更に、ネットキャッシュで決済した Kunshu Point（KP）の増量も行われます。こちらの増量額は全

ての決済額に適用されます。 

キャンペーン期間中にネットキャッシュを利用した際の増額量は下記のようになります。 

KP の種類 KP 増額値（太字の部分） 

50KP 50KP + 2KP 

100KP 100KP + 5KP 

160KP 160KP + 8KP 

200KP 200KP + 10KP 

300KP＋(15KP ボーナス) 300KP + 15KP + 15KP 

500KP＋(25KP ボーナス) 500KP + 25KP + 25KP 

1000KP＋(50KP ボーナス) 1000KP + 50KP + 50KP 



 

オープニング前夜は盛り上がろう！「モフモフパニック」開催！ 

 

正式サービス開始を記念して、オープン前日である 3 月 30 日

（木）の夜にイベント「モフモフパニック」を開催します。モフモフとは

『君主』で、初心者が最初に戦うことになるキュートなモンスターで

す。 

今回、とあるモフモフ好きの住民が飼っていた大量のモフモフが

脱走してしまったせいで、各地で大量発生してしまいます。そこで、

プレイヤーに、このモフモフを捕獲（退治）する任務が与えられます。

そして、参加プレイヤーが協力して、ある一定の数を捕獲（退治）で

きた場合、お礼としてイベント集計時にログインしているプレイヤー

にアイテムがプレゼントされます。 

正式サービスのオープンを控えたひとときに、たくさんの可愛いモフモフと出会えるイベントとな

ります。 

 

「モフモフパニック」イベント概要 

日時 3 月 30 日（木）19 時 ～ 21 時 

出現場所 エルマシア各地（ダンジョン・国も含む） 

ルール ワールド内のモフモフを退治した総数に応じて『ワープチケット』をログイン

しているプレイヤー全員にプレゼント！（2000 匹以上が条件） 

プレゼント対象 イベント集計時にログインしているプレイヤー 

プレゼント ワープチケット 

· 2000 匹で 1 個プレゼント 

· 2000 匹ごとに 1 個ずつ追加 

· 最高で 10000 匹の 5 個まで 

モフモフイメージ 

 



 

株式会社ゲームポットについて 

ゲームポットは 2001 年 5 月に設立した、各種オンラインゲームの開発・運営するサービスプロバイダーです。ゲー

ムポットは、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、日本のカジュアルオンライ

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。また 2004 年にサービスを開始した『スカッとゴルフ パ

ンヤ』は会員登録数約１００万人を擁する日本国内有数のオンラインゲームタイトルとなっております。 

株式会社ゲームポットは 2005 年 12 月 20 日に札幌証券取引所アンビシャスへ上場致しました。 

 

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。 

 

ゲームポット http://www.gamepot.co.jp/ 

君主 http://www.kunshu.jp/ 

スカッとゴルフ パンヤ http://www.pangya.jp/ 

プチコミ http://www.puchikomi.jp/ 

 

 

 


