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揺れる戦国美少⼥カード RPG『戦国武将姫 MURAMASA 乱』 
シナリオイベント「真田『助』学園」と戦乱交戦イベント「饗応！真田学園祭！」を本日より開催 

 
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 代表取締役社⻑：

服部直人 以下 GMO ゲームポット）は、揺れる戦国美少⼥カード RPG『戦国武将姫 MURAMASA 乱』
において、4 月26 日（火）のメンテナンス終了後より、シナリオイベント「真田『助』学園」および戦乱交戦イベ
ント「饗応！真田学園祭！」を開催いたします。 

 
シナリオイベント＆戦乱交戦イベント開催！ 

 

 
本日 4 月 26 日（火）メンテナンス終了後から 5 月 10 日（火）メンテナンス開始前までの期間中、『戦

国武将姫 MURAMASA 乱』にて、シナリオイベント「真田『助』学園」および戦乱交戦イベント「饗応！真田
学園祭！」を開催いたします。 

シナリオイベント「真田『助』学園」では、真田幸村と筧十蔵のダブルヒロインのシナリオを⾒ることができます。
シナリオは、戦乱交戦イベント「饗応！真田学園祭！」にて「ハートピース」を⼿に⼊れることで⾒ることができま
す。 

また、戦乱交戦イベント「饗応！真田学園祭！」では、イベント限定クエスト「真田学園祭」を探索すること
で他のプレイヤーと遭遇し、合戦を挑まれます。合戦に勝利することでイベントポイントを獲得でき、イベントポイ
ントによるランキング報酬や個人ポイント報酬などを⼿に⼊れることができます。 

ぜひこの期間に真田幸村と筧十蔵のシナリオをお楽しみください。 



 

■シナリオイベント「真田『助』学園」のダブルヒロイン 
真田幸村 筧十蔵 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

■戦乱交戦イベント「饗応！真田学園祭！」のランキング報酬で入手可能なもの 
GMR [十傑熱破]真田十勇士-散朱有念-  

 

MR [十傑熱破]真田十勇士-散朱有念-  

 
SR 真田忍軍【壱】 

 

SR 真田忍軍【弐】 

 
SR 真田忍軍【参】 

 

SR 真田忍軍【四】 

 
※ランキングの順位によって⼿に⼊る報酬は変わります。 
  



 

■戦乱交戦イベント「饗応！真田学園祭！」のポイント報酬 

 

 

■ポイント報酬で手に入る「新人の大助【壱】」を最終進化させるとイラスト変化 
イラスト変化前 イラスト変化後 

  
  



 

■戦乱交戦イベント「饗応！真田学園祭！」のミッション達成報酬 
イベントクエスト「真田学園祭」の「洞窟」のそれぞれのミッションを達成すると「小刀の伊助【壱】」、「火口」のそ
れぞれのミッションを達成すると「鉤爪の茜【壱】」、「真田庵」のそれぞれのミッションを達成すると「銀糸の風助
【壱】」が⼿に⼊ります。それぞれ最大 4 枚が⼿に⼊り、最終進化させることでイラストが変化します。 

ミッション 報酬 
ミッション[イベントクエスト「真田学園祭」の「洞窟」で

お邪魔キャラを 50 体討伐せよ！] 
HR 小刀の伊助【壱】（※右は最終進化） 

 

ミッション[イベントクエスト「真田学園祭」の「洞窟」で
お邪魔キャラを 100 体討伐せよ！] 

ミッション[イベントクエスト「真田学園祭」の「洞窟」で
お邪魔キャラを 150 体討伐せよ！] 

ミッション[イベントクエスト「真田学園祭」の「洞窟」で
お邪魔キャラを 200 体討伐せよ！] 

ミッション[イベントクエスト「真田学園祭」の「火口」で
お邪魔キャラを 50 体討伐せよ！] 

HR 鉤爪の茜【壱】（※右は最終進化） 

 

ミッション[イベントクエスト「真田学園祭」の「火口」で
お邪魔キャラを 100 体討伐せよ！] 

ミッション[イベントクエスト「真田学園祭」の「火口」で
お邪魔キャラを 150 体討伐せよ！] 

ミッション[イベントクエスト「真田学園祭」の「火口」で
お邪魔キャラを 200 体討伐せよ！] 

ミッション[イベントクエスト「真田学園祭」の「真田庵」
でお邪魔キャラを 50 体討伐せよ！] 

SR 銀糸の風助【壱】（※右は最終進化） 

 

ミッション[イベントクエスト「真田学園祭」の「真田庵」
でお邪魔キャラを 100 体討伐せよ！] 

ミッション[イベントクエスト「真田学園祭」の「真田庵」
でお邪魔キャラを 150 体討伐せよ！] 

ミッション[イベントクエスト「真田学園祭」の「真田庵」
でお邪魔キャラを 200 体討伐せよ！] 

  



 

■シナリオイベント「真田『助』学園」のシナリオ閲覧報酬 
特定のシナリオを閲覧することで報酬を⼊⼿できます。 

SR ゆきむら-がくえん- 

 

SR じゅーぞー-がくえん- 

 
限定装備「幸村の生徒⼿帳」 

 

限定装備「学園指定鞄」 

 

限定装備「十蔵の制服」 

 
限定装備「せいとてちょう」 

 

限定装備「せいふく」 

 
 
■「ゆきむら-がくえん-」と「じゅーぞー-がくえん-」は限定装備を装備させるとイラスト変化 
「SR ゆきむら-がくえん-」に限定装備「せいとてちょう」

を装備させると 

 

「SR じゅーぞー-がくえん-」に限定装備「せいふく」を
装備させると 

 



 

■特攻ガチャ「集結！真田十勇士ガチャ」登場 
戦乱交戦イベント「饗応！真田学園祭！」を有利にする特攻武将が登場。 
特攻武将をデッキに加えることで、イベントポイントをたくさん獲得できるようになります。 

SSR [真田復活]真田幸村-焔鳳凰-【限定】 
（※右は最終進化）  

 

SSR [勇撃⼿]筧十蔵-砲殲華-【限定】 
（※右は最終進化）  

 
SR 由利鎌之助-凪鎖-【限定】 

（※右は最終進化） 

 

SR 根津甚八-波蛟-【限定】 
（※右は最終進化） 

 
 
■特攻ガチャ「集結！真田十勇士ガチャ」で手に入る武将にシナリオ閲覧報酬の限定装備を装備させると
イラスト変化 
「[真田復活]真田幸村-焔鳳凰-【限定】」に限定装

備「幸村の生徒⼿帳」を装備させると 

 

「[勇撃⼿]筧十蔵-砲殲華-【限定】」に限定装備
「十蔵の制服」を装備させると 

 
  



 

■サービス概要 
＜『戦国武将姫 MURAMASA 乱』とは＞ 
PC ブラウザで遊べる、戦国美少⼥カード RPG です。 
出てくる武将は全て⼄⼥！あの有名な「徳川家康」や「豊⾂秀吉」も⼄⼥として登場します。 
対決する武将はアニメーションで動き、倒すと自分の武将として⼊⼿できることも。 
武将ごとにスキルや属性があり、デッキの組み合わせによる戦略の⼯夫が勝利の鍵となります。 
 
＜基本情報＞ 
タイトル：『戦国武将姫 MURAMASA 乱』 
提供開始日：2015 年 2 月 12 日 
利⽤料⾦：基本プレイ無料、アイテム課⾦制 
URL：http://www.nijiyome.com/app/top/264 
推奨ブラウザ：Internet Explorer 最新版 
※Adobe Flash Player 最新版がインストールされている必要があります。  
(c)Silicon Studio Corp., all rights reserved. 
(c)2015 GMO Gamepot Inc. All Rights Reserved. 
 
＜『戦国武将姫 MURAMASA』とは＞ 
携帯で遊べる戦国美少⼥カード RPG です。 
妖艶可憐な⼥性カードとなった戦国武将を使ってデッキ（カードのセット）を構築し、 
様々なクエストやバトルを楽しむソーシャルゲームです。 
武将カードは「進化」によってパラメータだけでなく着物やポーズも大きく変化していきます。 
またクエストでは攻撃によって敵キャラクターの鎧が弾け飛ぶといった爽快感の高い演出を楽しむことができ、他のプレイヤーと
のバトルでは「仲間と共に戦うギルド」や「特定武将の組み合わせで発動する連携計略」などを楽しめます。 
 
＜基本情報＞ 
タイトル：『戦国武将姫 MURAMASA』 
公式サイト：http://www.siliconstudio.co.jp/socialgame/muramasa/ 
提供開始日 2012 年 3 月 22 日（Mobage 版） 
利⽤料⾦：基本プレイ無料、アイテム課⾦制 
URL：http://sp.pf.mbga.jp/12009509（SPWeb 版） 

https://itunes.apple.com/jp/app/zhan-guo-wu-jiang-ji-muramasa/id592673342（App 
Store）https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.mbga.a12009509.lite（Google 
Play） 
http://pf.mbga.jp/12009509（フィーチャーフォン版） 

動作環境：iOS5.0 以降、Android OS 2.2 以降（⼀部機種を除く）、 
docomo:FOMA FlashLite1.1 以降対応機 au:WIN FlashLite 対応機 SoftBank:3G FlashLite 対応機（⼀
部機種を除く） 
配信先：mobage（モバゲー） 
※ゲームを遊ぶには「Mobage for Smartphone」または「Mobage」への登録が必要です。 
※戦国武将姫、MURAMASA、戦国武将姫-MURAMASA-は、シリコンスタジオ株式会社の登録商標です。 
(c)Silicon Studio Corp., all rights reserved. 
 



 

■GMO ゲームポット株式会社について 

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ください。（ http://www.gamepot.co.jp/ ） 

【PC】 

■Wizardry Online 

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

■Wizardry Online †LIBERAL† 

http://liberal.wizardry-online.jp/ 

■スカッとゴルフ パンヤ 

http://www.pangya.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/ 

 

【PC ブラウザ】  

■Livly Island COR 

http://www.livly.com/ 

■戦国武将姫 MURAMASA 乱 

http://www.nijiyome.com/app/top/264 

【スマートフォン】  

■姫王と最後の騎士団 

http://www.himeo.gamepot.co.jp/ 

■Wizardry Schema 

http://www.wiz-s.jp 

 
 


