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GMO ゲームポット新作アプリを発表  

探索型ログ RPG『SAMURAI SCHEMA -幕末維新戦記- (サムライスキーマ)』 

舞台は幕末！ いまここに戦いの⽕ぶたが切られる…… 

 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、スマートフォン向け探索型ログ RPG 新作アプリ『SAMURAI 
SCHEMA -幕末維新戦記- (サムライスキーマ)』を発表し、本日 7 月 25 日（月）よりサービスを開始いたし
ます。 

 
GMO ゲームポット 新作アプリ 

ようこそ幕末の世界へ！『SAMURAI SCHEMA -幕末維新戦記- (サムライスキーマ)』発表 
ともに日本の夜明けを導こう！ 

 

『SAMURAI SCHEMA -幕末維新戦記- (サムライスキーマ)』とは、幕末を舞台に繰り広げられる新感覚
の探索型ログ RPG です。 
幕末の志士を集め自分だけの部隊を結成し、戦場を選択するだけで志士たちが自動的に戦場へ向かいま



 

す。 
 登場する志士は 100 人以上！ 坂本龍⾺、沖田総司をはじめとする名のある幕末の志士たちがあなたの
心強い仲間となってくれます。 
 あなただけの最強部隊を創り上げ、全国制圧を目指しましょう！ 
 簡単だけど、奥が深い。この夏を熱く盛り上げること間違いなし！ 『SAMURAI SCHEMA -幕末維新戦記
- (サムライスキーマ)』をぜひお楽しみください。 
 

『SAMURAI SCHEMA -幕末維新戦記-（サムライスキーマ）』公式サイトは 
下記 URL よりご確認ください 

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

『SAMURAI SCHEMA -幕末維新戦記-（サムライスキーマ）』 登場する志士を初公開！ 
 

 『SAMURAI SCHEMA -幕末維新戦記- (サムライスキーマ)』に登場する幕末の世界を彩る志士を一部
初公開いたします。 序盤から登場予定の志士だけでなく、戦いを進めていくことで出会える志士も一部先⾏
公開！ 

あなたはどの志士を仲間にしますか。最強部隊創りの参考にしてください。 
坂本りょうま（SR） 
土佐藩士。郷士という下級士族の身分ながらその 
活動は藩内にとどまらず、脱藩して神⼾海軍操練所
の勝海⾈に学ぶ。その後、海援隊の前身⻲⼭社中
を結成して⽝猿の仲であった薩摩、⻑州藩を結びつ
ける「薩⻑同盟」を成⽴に導いた。 

沖田総司（GL） 
新選組一番隊組⻑。剣豪ぞろいの新選組の中でも
最強の一人に数えられた天才剣士。池田屋事件の
際には試衛館からの師匠、近藤勇に続き突入したも
のの、持病の喀血が出て退却。その後病を克服でき
ず 25 歳の若さで病死する。 

  



 

 
中岡慎太郎（GL） 
土佐藩出身の、幕末を⾛り抜けた影の人。坂本龍
⾺とともに活動し、陸援隊の隊⻑を務めた。日本を
東奔⻄⾛し、薩⻑同盟、薩土盟約の締結に尽⼒し
たが、龍⾺とともに近江屋で暗殺される。 

千葉佐奈（SR） 
北⾠一⼑流を学び、十代で皆伝に達したその腕前
から「千葉の⻤⼩町」と呼ばれた⼥傑。 
坂本龍⾺と婚約したとされ、龍⾺が近江屋で暗殺さ
れたあとも生涯独身を貫いたという。 

  

伊地知正治（L） 
幼少期の⼤病により⽚目⽚⾜を失ったが、合伝流兵
学を極めて軍略に通じる薩摩藩きっての参謀。 

今井信郎（R） 
京都⾒廻組隊士。遊撃隊頭取として上京後、⾒廻
組に参加。坂本龍⾺暗殺に関わったと自供。 

  

  



 

吉田松陰（GL） 
松下村塾の開設者。⾶⽿⻑目や草莽崛起の教え
を若き志士、久坂⽞瑞、⾼杉晋作や伊藤博⽂達に
伝え、明治維新に必要不可⽋な人材を育成する。 

土方歳三（GL） 
隊規に反したものは厳しく処罰する「⻤の副⻑」 
試衛館からの仲間近藤勇の下で活躍し、新選組を
厳しく取り締まった。 

  

 

他にも多くの志士たちがあなたを待っています。志士たちとの出会い、そしてあなただけの部隊創りをお楽しみ
ください。 
 

 

サービス開始記念 ログインボーナス配布 期間限定のキャンペーンを⾒逃すな！ 

 

7 月 25 日（月）正式サービス開始後から 7 月 29 日（⾦）メンテナンス開始前までの期間限定で、ロ
グインキャンペーンを開催いたします。 

期間中はゲームを開始した翌日以降、通常 1 枚しか獲得できない「⾦楽優待（ボーナスガチャチケット）」
を 30 枚プレゼントいたします。 
 「⾦楽優待（ボーナスガチャチケット）」とは、⾦楽亭にある「札の一期一会ガチャ」を回すことができる特別な



 

チケットです。30 枚で 1 回挑戦することができます。 
 さらにサービス開始記念として、本日 7 月 25 日（月）正式サービス開始後から 7 月 29 日（⾦）メンテ
ナンス開始前までの期間中は、「札の一期一会」から超強⼒志士が登場いたします。 

お得に挑戦できる「札の一期一会」から強⼒な志士を獲得できるのはこの期間のみ。 
ぜひこの機会を⾒逃すことなく、強⼒な志士を入⼿してください。 

 
■⾦楽優待（ボーナスガチャチケット） 

 

 
※ログインプレゼントはゲーム内屯所画面の「贈物」から受け取ることができます。ログインプレゼントは 7 月 29
日（⾦）メンテナンス開始前までのキャンペーン期間中に最⼤ 120 枚獲得することができます。 
※ログインプレゼントは 7 月 29 日（⾦）メンテナンス開始前までに必ずお受け取りください。メンテナンス終了
後は通常分しか受け取ることができません。 
 

『SAMURAI SCHEMA―幕末維新戦記―』スタートキャンペーンの詳細は下記URL をご確認ください。 
http://www.samurai.gamepot.co.jp/campaign/16072601/ 

 

 

いざ伊豆へ！ 期間限定 伊豆越えイベント「近藤勇を倒せ！」開催 

 

本日 7 月 25 日（月）正式サービス開始後から 7 月 29 日（⾦）メンテナンス開始前までの期間中、
伊豆越えイベント「近藤勇を倒せ！」を開催いたします。 



 

期間中に依頼所で「伊豆越え」案件を受注し達成すると、７月 29 日（⾦）メンテナンス終了後に「⾦楽
優待（ボーナスガチャチケット）」を 30 枚獲得することができます。 

伊豆で待ち受けるのは強敵「近藤勇」。 
 ぜひ、この期間に「伊豆越え」案件を達成し、「⾦楽優待」を入⼿して、華麗なスタートダッシュにお役⽴てくだ
さい。 
 

『SAMURAI SCHEMA -幕末維新戦記-（サムライスキーマ）』では今後も多くのイベントを開催予定で
す。 

 
日本の夜明けを導くのはあなたです。 
ぜひ『SAMURAI SCHEMA -幕末維新戦記- (サムライスキーマ)』で熱い戦いをお楽しみください。 

 
※イベント報酬「⾦楽優待（ボーナスガチャチケット）」は7 月29日（⾦）メンテナンス時に配布いたします。 
メンテナンス終了後にお受け取りください。 
 

『SAMURAI SCHEMA -幕末維新戦記-（サムライスキーマ）』については 
下記 URL よりご確認ください。 

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

 

  



 

■『SAMURAI SCHEMA -幕末維新戦記-（サムライスキーマ）』基本情報 

 
 Google play ストア App Store 

タイトル SAMURAI SCHEMA -幕末維新戦記- 

（サムライスキーマ） 

SAMURAI SCHEMA -幕末維新戦記-

（サムライスキーマ） 

提供開始日 2016 年 7 月 25 日 2016 年 7 月 25 日 

利⽤料⾦ 無料（一部アイテムの購入は有料） 無料（一部アイテムの購入は有料） 

提供カテゴリー ゲーム＞シミュレーション 

ロールプレイング 

ゲーム＞シミュレーション 

ロールプレイング 

対応機種 Android iOS 

対応言語 日本語 日本語 

配信地域 日本 日本 

QR コード 

  
※Wifi 環境での使⽤をおすすめいたします。 

 

(c)2016 GMO Gamepot Inc. All Rights Reserved.   



 

■『SAMURAI SCHEMA -幕末維新戦記-（サムライスキーマ）』とは 

100 人以上の幕末の志士とともに自分だけの部隊を創り上げ、全国制圧を目指す探索型ログ RPG です。 

⾏動指針を命じるだけであとは志士たちが自動的に戦場へ向かいます。 

あなたの時間のスキマを埋める新たな感覚をお楽しみください。 

あなたは誰と日本の夜明けを導きますか？ 

幕末を舞台に繰り広げられる熱き戦い！ あなたは誰と幕末の時代を駆け抜けますか？ 

  
あなたの仲間が今ここに集う！ 個性的な幕末キャラクター 

 

 

  



 

■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 

■SAMURAI SCHEMA -幕末維新戦記- 

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

 

 
 


