
 

 

各位 

『『『『THE SHOGUNTHE SHOGUNTHE SHOGUNTHE SHOGUN』』』』

限定カードや記念イベントを開催！限定カードや記念イベントを開催！限定カードや記念イベントを開催！限定カードや記念イベントを開催！

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

ンテナンスにてアップデートを行いま

    

ついにスタート！ついにスタート！ついにスタート！ついにスタート！

本日 11 月 1 日（木）臨時メンテナンス終了後

て戦った第四陣をリセットし新しい舞台が幕開け

ぜひこの機会に新しくなった『THE SHOGUN

 

≪第五陣「夢幻」新仕様≫≪第五陣「夢幻」新仕様≫≪第五陣「夢幻」新仕様≫≪第五陣「夢幻」新仕様≫    

■NPC 砦を毎日追加！  

毎日決まった時間にマップ上に

 

■NPC 城、NPC 砦の兵力、耐久度を大幅に減少

第四陣で攻略難易度が高かった

調整します。 

 

■耐久度減少で経験値と攻撃ポイントが加算されるように調整！

NPC 城、NPC 砦の耐久度を減少することで経験値や攻撃ポイントが加算されるように調整し、

の武将カードの育成が容易になるように調整

 

■HP、SP の回復速度を短縮！

ダメージを受けた武将カードの

ように調整します。 

 

平成

  

会 社 名 株式会社ゲームポット

（URL http://www.gamepot.co.jp/

 

』』』』本日本日本日本日 11111111 月月月月 1111 日日日日((((木木木木))))、、、、ついについについについに第第第第五五五五陣陣陣陣「夢幻」開始「夢幻」開始「夢幻」開始「夢幻」開始

限定カードや記念イベントを開催！限定カードや記念イベントを開催！限定カードや記念イベントを開催！限定カードや記念イベントを開催！    お見逃しなく！お見逃しなく！お見逃しなく！お見逃しなく！        

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、

ンテナンスにてアップデートを行います。 

ついにスタート！ついにスタート！ついにスタート！ついにスタート！    第五陣「夢幻」の気になる内容は第五陣「夢幻」の気になる内容は第五陣「夢幻」の気になる内容は第五陣「夢幻」の気になる内容は!? !? !? !?     

臨時メンテナンス終了後より、新シーズン第五陣「夢幻」がスタート！

て戦った第四陣をリセットし新しい舞台が幕開けします。 

THE SHOGUN』をお楽しみください！  

毎日決まった時間にマップ上に NPC 砦を追加いたします。 

砦の兵力、耐久度を大幅に減少！  

第四陣で攻略難易度が高かったNPC城、NPC砦の兵力、耐久度を減少させ、容易に攻略できるように

■耐久度減少で経験値と攻撃ポイントが加算されるように調整！  

砦の耐久度を減少することで経験値や攻撃ポイントが加算されるように調整し、

の武将カードの育成が容易になるように調整します。 

！  

ダメージを受けた武将カードのHPや、スキルを使用して減少したSPの回復時間を
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株式会社ゲームポット 
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「夢幻」開始「夢幻」開始「夢幻」開始「夢幻」開始！！！！！！！！        

    

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、

において、11月1日（木）のメ

    

より、新シーズン第五陣「夢幻」がスタート！ 4 ヶ月に渡っ

容易に攻略できるように

砦の耐久度を減少することで経験値や攻撃ポイントが加算されるように調整し、攻城用

をより早く回復できる



 

■兵士移動機能を再開！  

第四陣で機能を停止していた「兵士移動」を再開

本拠地や拠点間での兵士の移動が自由に行えるため、従来よりも戦略性が重視されることでしょう。

 

http://www.theshogun.jp/event/201211_5jin/http://www.theshogun.jp/event/201211_5jin/http://www.theshogun.jp/event/201211_5jin/http://www.theshogun.jp/event/201211_5jin/

 

 

プレミアム武将「木瓜姫シリーズ」新登場！プレミアム武将「木瓜姫シリーズ」新登場！プレミアム武将「木瓜姫シリーズ」新登場！プレミアム武将「木瓜姫シリーズ」新登場！

本日11 月1 日(木)臨時メンテナンス終了後から、

ミアム武将カードに新シリーズが登場

今回の「木瓜姫（もっこうひめ）」シリーズは、戦国時代の主人公ともいえる「織田信長」とその家臣団で

ある「明智光秀」や「柴田勝家」などが、華麗なる転生を遂げて、姫武将として登場！

 

【販売期間】 

2012 年11 月1 日(木)臨時メンテナンス終了後

 

[[[[木瓜姫木瓜姫木瓜姫木瓜姫]]]]柴田勝家柴田勝家柴田勝家柴田勝家

 

 

第四陣で機能を停止していた「兵士移動」を再開します。 

本拠地や拠点間での兵士の移動が自由に行えるため、従来よりも戦略性が重視されることでしょう。

＜第五陣「夢幻」特設サイト＞＜第五陣「夢幻」特設サイト＞＜第五陣「夢幻」特設サイト＞＜第五陣「夢幻」特設サイト＞    
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プレミアム武将「木瓜姫シリーズ」新登場！プレミアム武将「木瓜姫シリーズ」新登場！プレミアム武将「木瓜姫シリーズ」新登場！プレミアム武将「木瓜姫シリーズ」新登場！    

臨時メンテナンス終了後から、11 月27(火)定期メンテナンス開始前までの期間、

ミアム武将カードに新シリーズが登場いたします。 

今回の「木瓜姫（もっこうひめ）」シリーズは、戦国時代の主人公ともいえる「織田信長」とその家臣団で

勝家」などが、華麗なる転生を遂げて、姫武将として登場！  

臨時メンテナンス終了後 ～ 11 月27 日(火)定期メンテナンス開始前

[[[[木瓜姫木瓜姫木瓜姫木瓜姫]]]]織田信長織田信長織田信長織田信長    

 
柴田勝家柴田勝家柴田勝家柴田勝家    [[[[木瓜姫木瓜姫木瓜姫木瓜姫]]]]明智光秀明智光秀明智光秀明智光秀

 

  

本拠地や拠点間での兵士の移動が自由に行えるため、従来よりも戦略性が重視されることでしょう。 

定期メンテナンス開始前までの期間、プレ

今回の「木瓜姫（もっこうひめ）」シリーズは、戦国時代の主人公ともいえる「織田信長」とその家臣団で

 

メンテナンス開始前 

明智光秀明智光秀明智光秀明智光秀    

 



 

 

[[[[木瓜姫木瓜姫木瓜姫木瓜姫]]]]丹羽長秀丹羽長秀丹羽長秀丹羽長秀

[[[[木瓜姫木瓜姫木瓜姫木瓜姫]]]]羽柴秀吉羽柴秀吉羽柴秀吉羽柴秀吉
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「第五陣」スタートイベントも盛りだくさん！「第五陣」スタートイベントも盛りだくさん！「第五陣」スタートイベントも盛りだくさん！「第五陣」スタートイベントも盛りだくさん！

本日11 月1 日(木)臨時メンテナンス終了後から、

イベントを開催いたします！ どのイベントもとても参加しやすい

してみてください！  

 

【開催期間】 

2012 年11 月1 日（木）臨時メンテナンス終了

 

 

丹羽長秀丹羽長秀丹羽長秀丹羽長秀    [[[[木瓜姫木瓜姫木瓜姫木瓜姫]]]]滝川一益滝川一益滝川一益滝川一益

 
羽柴秀吉羽柴秀吉羽柴秀吉羽柴秀吉    [[[[木瓜姫木瓜姫木瓜姫木瓜姫]]]]前田利家前田利家前田利家前田利家

 

詳細は下記特設サイトをご覧ください。詳細は下記特設サイトをご覧ください。詳細は下記特設サイトをご覧ください。詳細は下記特設サイトをご覧ください。    
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「第五陣」スタートイベントも盛りだくさん！「第五陣」スタートイベントも盛りだくさん！「第五陣」スタートイベントも盛りだくさん！「第五陣」スタートイベントも盛りだくさん！    

臨時メンテナンス終了後から、第五陣の開始を記念して、さまざまなスタートダッシュ

どのイベントもとても参加しやすい内容となっておりますので、

）臨時メンテナンス終了 ～ 11 月13 日（火）定期メンテナンス開始

  

滝川一益滝川一益滝川一益滝川一益    

 
前田利家前田利家前田利家前田利家    

 

第五陣の開始を記念して、さまざまなスタートダッシュ

となっておりますので、ぜひチェック

日（火）定期メンテナンス開始  



 

≪≪≪≪イベント其の一イベント其の一イベント其の一イベント其の一    「人口を増やそう」「人口を増やそう」「人口を増やそう」「人口を増やそう」

本イベント開催期間中に人口を増や

らえるチャンス！ 

 

■報酬 

・人口3000 人以上・・・「[木瓜姫

・人口2000 人以上・・・「[木瓜姫

・人口1000 人以上・・・「[木瓜姫

・人口 500 人以上・・・「風流チケット」

・人口 200 人以上・・・「風流チケット」

 

≪≪≪≪イベント其の二イベント其の二イベント其の二イベント其の二    「「「「NPCNPCNPCNPC 城、城、城、城、NPCNPCNPCNPC

本イベント期間中に NPC城、NPC

ん隣接して、報酬チケットをゲットしよう！

 

■報酬 

・隣接領地50 以上・・・「傾奇チケット」

・隣接領地30 以上・・・「修羅チケット」

・隣接領地15 以上・・・「羅刹チケット」

・隣接領地 3 以上・・・「風流チケット」

・軍団での合計隣接領地が 100

 

※本報酬チケットの配布は、人口が

 

≪≪≪≪イベント其の参イベント其の参イベント其の参イベント其の参    「使ってお得な便利機能」「使ってお得な便利機能」「使ってお得な便利機能」「使ってお得な便利機能」

本イベント期間中、便利機能を使った回数に応じて報酬チケットをプレゼント！

新しく第五陣が開始し、序盤の国づくりを最大限にサポートするため、「建設・研究即完了」「部隊即時帰

還」「建設待機追加」の 3 種類の便利機能を使用された方に報酬チケットをプレゼントいたします。

 

■プレゼント内容 

・上記3 種類の便利機能のうち、いずれかの機能を

・さらに、いずれかの機能を 5

 

■報酬配布について 

「第五陣」スタートイベントの各報酬の配布は、

す。 

http://www.theshohttp://www.theshohttp://www.theshohttp://www.thesho

    

「人口を増やそう」「人口を増やそう」「人口を増やそう」「人口を増やそう」≫≫≫≫    

期間中に人口を増やすと、新登場のプレミアム武将「木瓜姫」シリーズの武将カードがも

木瓜姫]柴田勝家」1 枚 

木瓜姫]丹羽長秀」1 枚 

木瓜姫]羽柴秀吉」1 枚 

人以上・・・「風流チケット」3 枚 

人以上・・・「風流チケット」1 枚 

NPCNPCNPCNPC 砦に隣接しよう」砦に隣接しよう」砦に隣接しよう」砦に隣接しよう」≫≫≫≫    

NPC砦に隣接している空地を占領すると報酬チケットがもらえます。

ん隣接して、報酬チケットをゲットしよう！ 

以上・・・「傾奇チケット」1 枚 

以上・・・「修羅チケット」1 枚 

以上・・・「羅刹チケット」1 枚 

以上・・・「風流チケット」1 枚 

100 以上の軍団に所属する軍団員全員・・・「修羅チケット」

※本報酬チケットの配布は、人口が 200 人以上の城主のみとさせていただきます。 

「使ってお得な便利機能」「使ってお得な便利機能」「使ってお得な便利機能」「使ってお得な便利機能」≫≫≫≫    

便利機能を使った回数に応じて報酬チケットをプレゼント！  

陣が開始し、序盤の国づくりを最大限にサポートするため、「建設・研究即完了」「部隊即時帰

種類の便利機能を使用された方に報酬チケットをプレゼントいたします。

種類の便利機能のうち、いずれかの機能を 1 回以上使用する・・・「羅刹チケット」

5 回以上使用すれば・・・・・・・・・・・・「修羅チケット」1 枚 

「第五陣」スタートイベントの各報酬の配布は、11 月 13 日（火）の定期メンテナンス時を予定しておりま

詳細は下記特設サイトをご覧ください。詳細は下記特設サイトをご覧ください。詳細は下記特設サイトをご覧ください。詳細は下記特設サイトをご覧ください。    
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、新登場のプレミアム武将「木瓜姫」シリーズの武将カードがも

報酬チケットがもらえます。たくさ

以上の軍団に所属する軍団員全員・・・「修羅チケット」1 枚 

 

陣が開始し、序盤の国づくりを最大限にサポートするため、「建設・研究即完了」「部隊即時帰

種類の便利機能を使用された方に報酬チケットをプレゼントいたします。 

回以上使用する・・・「羅刹チケット」1 枚 

 

日（火）の定期メンテナンス時を予定しておりま



 

第五陣第五陣第五陣第五陣「夢幻」「夢幻」「夢幻」「夢幻」

本日11 月1 日（木）臨時メンテナンス終了後から、

陣の開始を記念して、ゲームポット

もれなく全員にプレゼントいたします。

ぜひ第五陣「夢幻」を開始して、「さぽっと」を入手してみてください！

 

【開催期間】 

2012 年11 月1 日（木）臨時メンテナンス終了

 

【キャンペーン内容】 

本キャンペーン期間中に公式サイトから『

に、限定武将カード「さぽっと」

    

「夢幻」「夢幻」「夢幻」「夢幻」を開始して、限定武将カードを手に入れよう！を開始して、限定武将カードを手に入れよう！を開始して、限定武将カードを手に入れよう！を開始して、限定武将カードを手に入れよう！    

）臨時メンテナンス終了後から、11 月13 日(火)定期メンテナンス開始前までに、

陣の開始を記念して、ゲームポット サポートサイト「さぽっと」のマスコットをモチーフにした武将カードを

もれなく全員にプレゼントいたします。 

第五陣「夢幻」を開始して、「さぽっと」を入手してみてください！ 

）臨時メンテナンス終了 ～ 11 月13 日（火）定期メンテナンス開始

本キャンペーン期間中に公式サイトから『THE SHOGUN』をプレイし、城主を作成されたお客さま全員

「さぽっと」をプレゼント 

「さぽっと」 

    

    

定期メンテナンス開始前までに、第五

サポートサイト「さぽっと」のマスコットをモチーフにした武将カードを

日（火）定期メンテナンス開始 

』をプレイし、城主を作成されたお客さま全員



 

『『『『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 名を超える戦国武将を従えろ！名を超える戦国武将を従えろ！名を超える戦国武将を従えろ！名を超える戦国武将を従えろ！

「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

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！

●あなた次第で様々に発展する居城！●あなた次第で様々に発展する居城！●あなた次第で様々に発展する居城！●あなた次第で様々に発展する居城！    

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！

●プレイヤー同士の駆け引きも熱い！●プレイヤー同士の駆け引きも熱い！●プレイヤー同士の駆け引きも熱い！●プレイヤー同士の駆け引きも熱い！    

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) BLUES

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！

 

    

」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
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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
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