
平成 23 年 8 月 16 日 

各位 

   

会 社 名 株式会社ゲームポット 

（URL http://www.gamepot.co.jp/） 

 

ブラウザブラウザブラウザブラウザ戦国戦国戦国戦国シミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーション『『『『THE SHOGUNTHE SHOGUNTHE SHOGUNTHE SHOGUN』』』』本日本日本日本日 8888 月月月月 16161616 日日日日((((火火火火))))    

待望待望待望待望のののの「「「「姫姫姫姫カードカードカードカード」」」」をををを追加追加追加追加！！！！    

オンラインゲームの開発・運営を行う株式会社ゲームポット（東京都品川区、代表取締役社長：

植田修平、以下ゲームポット）は、ブラウザ戦国シミュレーションゲーム「THE SHOGUN」において、

本日 8 月 16 日(火)定期メンテナンス終了後より、アップデートを行いました。 

 

戦国戦国戦国戦国をををを生生生生きききき抜抜抜抜いたいたいたいた姫姫姫姫たちがたちがたちがたちが「「「「姫姫姫姫カードカードカードカード」」」」としてとしてとしてとして登場登場登場登場！！！！    

    

 本日 8 月 16 日(火)定期メンテナンス終了後より、多数の武将カードと共についに待望の｢姫カー

ド｣を追加いたしました。 

 先週実装された新システム｢競売｣を活かして、「姫カード」を収集しましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



●●●●本日本日本日本日 8888 月月月月 16161616 日日日日((((火火火火))))追加武将追加武将追加武将追加武将カードのカードのカードのカードの一部一部一部一部    

多数の武将カードと共に、男達を陰ながら支え健気に戦国を生き抜いた姫がついに実装されま

す。今回は追加される武将カードの一部を紹介します！ 

RareRareRareRare カードカードカードカード    

帰蝶帰蝶帰蝶帰蝶        （（（（きちょうきちょうきちょうきちょう））））    

織田信長の正室 

No.30037 

Cost2.5 

攻撃 450 

防御 400 

智略 400 

移動速度 380 

SP 400 

槍 C 

弓 B 

騎馬 E 

鉄砲 A 

スキル：組撃ち（LV1） 

鉄砲兵科の攻撃力 37.5％上昇  

UltraRareUltraRareUltraRareUltraRare カードカードカードカード    

斎藤道三斎藤道三斎藤道三斎藤道三        （（（（さいとうさいとうさいとうさいとう    どうさんどうさんどうさんどうさん））））    

下剋上の時代を生きた蝮 

No.10004 

Cost3.5 

攻撃 410 

防御 500 

智略 580 

移動速度 430 

SP 500 

槍 S 

弓 A 

騎馬 B 

鉄砲 A 

スキル：蝮之奸計（LV1） 

槍兵科、騎馬兵科の防御力 52.5％上昇。 

 



UltraRareUltraRareUltraRareUltraRare カードカードカードカード    

本願寺顕如本願寺顕如本願寺顕如本願寺顕如        （（（（ほんがんじほんがんじほんがんじほんがんじ    けんにょけんにょけんにょけんにょ））））    

本願寺第 10 世門主 

No.10008 

Cost3.5 

攻撃 410 

防御 490 

智略 570 

移動速度 450 

SP 500 

槍 B 

弓 A 

騎馬 B 

鉄砲 S 

スキル：散華之砲撃（LV1） 

鉄砲兵科の攻撃力 70％、移動速度 35％上昇 

 

SuperRareSuperRareSuperRareSuperRare カードカードカードカード    

朝倉孝朝倉孝朝倉孝朝倉孝景景景景        （（（（あさくらあさくらあさくらあさくら    たかかげたかかげたかかげたかかげ））））    

越前の朝倉家第 10 代当主 

No.20002 

Cost3 

攻撃 460 

防御 450 

智略 520 

移動速度 390 

SP 450 

槍 B 

弓 S 

騎馬 C 

鉄砲 C 

スキル：不撓不屈（LV1） 

武将の防御力 60％上昇 

 

 

 



●●●●新新新新システムシステムシステムシステム「「「「競売競売競売競売」」」」でででで武将武将武将武将カードをトレードカードをトレードカードをトレードカードをトレード可能可能可能可能にににに！！！！    

8 月 9 日(火)に実装された「競売」により武将カードの取

引が可能になりました。ゲーム内通貨｢銀｣を使用して競売

方式で取引できます。自分以外の入札額はわからないた

め、いくらで落札できるかの探り合いが熱いです！ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

●●●●「「「「金購入金購入金購入金購入でででで銀銀銀銀ゲットキャンペーンゲットキャンペーンゲットキャンペーンゲットキャンペーン」」」」もももも開催開催開催開催！！！！    

本日 8 月 16 日(火)定期メンテナンス終了後より、8 月 30 日(火)定期メンテナンス開始前までの

期間中、｢金｣の購入額に合わせてゲーム内追加｢銀｣が獲得できる｢金購入で銀ゲットキャンペー

ン｣を開催いたします。 

    

【キャンペーン期間】 

 2011 年 8 月 16 日(火)定期メンテナンス終了後～8 月 30 日(火)定期メンテナンス開始前まで 

 

【内容】 

 上記期間中、｢金｣の購入額に合わせてゲーム内追加「銀」を獲得することができます。 

 

・配布「銀」について 

 

 金 100 購入 ： 銀 100 

 金 200 購入 ： 銀 200 

 金 300 購入 ： 銀 500 

 金 500 購入 ： 銀 1,000 

 金 1,000 購入 ： 銀 2,500 

 

 

 

 



『『『『THETHETHETHE    SHOUGUNSHOUGUNSHOUGUNSHOUGUN』』』』についてについてについてについて    

「THE SHOGUN」とは、群雄割拠の戦国時代に生きた武将達と共に、天下統一を目指すブラウザ型戦国シミュレーションゲー

ムです。プレイヤーは実在した多種多様な武将を従えて居城を発展させ、領地を広げて他のプレイヤーと戦い、時には協力し智

謀利略を張り巡らせて天下統一を目指します。    

    

●●●●総勢総勢総勢総勢 500500500500 名名名名をををを超超超超えるえるえるえる戦国武将戦国武将戦国武将戦国武将をををを従従従従えろえろえろえろ！！！！    

「THE SHOGUN」にはお馴染みの武将から、知る人ぞ知るような武将まで、総勢 500 を超える様々な武将が登場！ 武将は特

有の戦術（スキル）をもっており、レベルが上がる毎に強くなっていきます。さらに武将には槍、弓、騎馬などとの相性があり、兵

科の特性を活かした戦略が必要になります。美麗に描かれた武将カードは必見です！ 

●●●●あなたあなたあなたあなた次第次第次第次第でででで様様様様々々々々にににに発展発展発展発展するするするする居城居城居城居城！！！！    

多数の武将を操り自らの居城を発展させたり、他の城を占領して領地を広げたり、あなたの行動次第で居城は様々に変化し

ます。居城の発展は天下統一の第一歩です。計画的に施設を建設し、強固な都市に発展させましょう！ 

●●●●プレイヤープレイヤープレイヤープレイヤー同士同士同士同士のののの駆駆駆駆けけけけ引引引引きもきもきもきも熱熱熱熱いいいい！！！！    

他のプレイヤーと同盟を組んで強敵に立ち向かうことも、支配下において巨大勢力を築くことも出来ます。天下統一にはプレイ

ヤー同士の駆け引きが重要になってきます。 

 

(C) BLUESOM INC All Rights Reserved.    

    

  

最初は何もない居城に畑や製鉄所を作り、居城を発展させていこう！ 

 

 

領地を横に長く広げ他のプレイヤーの進軍を邪魔するなど、様々な戦略で戦いを勝ち抜け！ 



株式会社株式会社株式会社株式会社ゲームポットについてゲームポットについてゲームポットについて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、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、現在、

ソネットエンタテインメント株式会社の連結子会社です。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    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    

THE SHOGUN http://www.theshogun.jp/ 童話スピリッツ http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/douwa/ 

スカッとゴルフ パンヤ    http://www.pangya.jp/    狩りとも http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/karitomo/ 

CABAL ONLINE http://www.cabal.jp/ ミニチュアガーデン http://yahoo-mbga.jp/43086316/diary/823168547  

ペーパーマン http://www.paperman.jp/ Alteil バトル RPG http://www.alteil.jp/mobile/ 

ペーパーマン http://www.paperman.jp/ ネイビーウォーズ http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/navy/ 

トキメキファンタジー ラテール http://www.latale.jp/ わグルま！ http://www.waguruma.jp/ 

ファンタジーアース ゼロ http://www.fezero.jp/   

コンチェルトゲート フォルテ http://www.cgf.jp/   

ブラウザ封神演義 http://buraho.jp/   

ハウリングソード http://www.hs-online.jp/   

ウィローズ http://www.weros.jp/   

メビウスオンライン http://mebius-online.jp/   

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

アヴァロンの鍵 ONLINE http://www.avalon-online.jp/   

アルテイルネット http://www.alteil.jp/   

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

 


