
 

GMO Gamepot  NEWS RELEASE 
 

平成 28 年 9 月 20 日 
各位 
 

GMO ゲームポット株式会社 
代表取締役社⻑ 服部直人 

(URL:http://www.gamepot.co.jp) 
 

真田 4 人衆が待ち受ける 新たな戦場「上田城」登場！ 

お得な通⾏⼿形割引や「⾦の⼀期⼀会」に出現する志⼠の更新など 

⾒逃せない内容盛りだくさん 

 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)』において、9 月 20 日（火）のメンテナンスにてアップデート
を⾏います。 
 

次はここだ！期間限定⼿形戦場「上田城」現る！ 

 
本日 9 月 20 日（火）メンテナンス終了後から 10 月 5 日（水）メンテナンス開始前までの期間中、期

間限定手形戦場「上田城」が登場いたします。 
上田城は 4 つの戦場に分かれており、それぞれの戦場で真田 4 人衆が待ち受けています。 

 
上田城を攻め落とし、真田 4 人衆を仲間に入れて、冒険の先を急ぎましょう。 



 

さらに本日 9 月 20 日（火）メンテナンス終了後より、「⾦の⼀期⼀会」のラインナップを更新いたします。 
真田 4 人衆が登場し、新たな魅⼒を増した「⾦の⼀期⼀会」で強⼒な志⼠を入手してください。 

 
■難易度目安 
戦場名 難易度の目安 登場する志⼠ 
大手門 横須賀（関東） さいぞー 
搦手門 仙台（南東北） こすけ 
多門櫓 豊後国（北九州） さすけ 
天守門 豊後国より難易度上昇 ゆきむら 
 
■真田 4 人衆紹介 
ゆきむら（L） 

真田幸村の末裔を名乗る⼥性。その真偽は定かではない

が、上田城に「さすけ」達をはじめとする真田十勇⼠？を集

めて挙兵した。現在、十勇⼠は三人しかいないため仲間を

探している。 

【所持スキル】  

「三途送り（UC）」  

【攻撃スキル】刀装備時  

攻撃⼒+10% 攻撃回数+1 で敵全体を攻撃  

「背水の陣（R）」  

【常時】ターン開始時に体⼒が 10%以下の場合  

攻撃⼒+50% 

さすけ（SR） 

ゆきむらからは猿⾶佐助として扱われている⼥性。忍術を

使うが忍者ではなく、ただのゆきむらのむかしからの友人とい

う噂もある。ゆきむらを姐さんとして慕う。 

 

【所持スキル】  

「忍術・煙玉（UC）」  

【攻撃スキル】敵 1 人に攻撃  

暗闇状態にすることがある  

「三文の得（C）」  

【常時】総獲得銭貨+1% 

  



 

こすけ（R） 

ゆきむらからは⽳⼭⼩助として扱われている⼥性。影武者

としての能⼒を持ち槍を操るが、ただのゆきむらの友人という

噂もある。危険なことは嫌いでゆきむらの挙兵を心配してい

る。 

【所持スキル】  

「桜花乱舞（C）」  

【攻撃スキル】槍装備時  

通常威⼒で敵全体を攻撃  

「影武者（UC）」  

【常時】単体攻撃を自分に引きつけやすくする  

受けるダメージを 1 割軽減する 

さいぞー（R） 

ゆきむらからは霧隠才蔵として扱われている⼥性。忍者とし

ての能⼒を持つが、ただゆきむらに雇われた忍者なだけとい

う噂もある。 

 

【所持スキル】  

「五月雨斬り（UC）」  

【攻撃スキル】刀装備時 攻撃回数+3 で攻撃  

「忍術・霧隠れ（C）」  

【補助スキル】次のターン終了まで  

自⾝の回避率が大幅に上昇する 

  
 
■「上田城」で⼊⼿できる報酬例 
千子村正 
徳川に仇なす刀として名高いあの妖刀「千子村正」は詮議を⾏うことによって低確率で入手可能。 
武器（刀）  
威⼒：80〜84  
攻撃回数：11  
命中：65 
 
 



 

■通⾏手形とは？ 
特別な手形戦場に出撃するためのチケットです。⾦楽亭での購入や、入手した手形⼩町を旅⽴たせるこ
とで手に入れることができます。 

 

 
■手形戦場とは？ 
通⾏手形を消費して出撃することができる特別な戦場です。通常の戦場とは違う特別な報酬や、多くの
経験値などを得ることができます。出撃時の地方選択画面、左上部の手形戦場を選択することで出撃
することができます。 

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

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



 

通⾏⼿形をお得に⼿に⼊れて、「上田城」へ急ごう！ 
 

本日 9 月 20 日（火）メンテナンス終了後から 10 月 5 日（水）メンテナンス開始前までの期間中、通
⾏手形が 66％オフで入手できます。 

⾦楽亭の御⽤達よりお買い求めください。 
 
この機会に、通⾏手形を手に入れて、「上田城」で真田 4 人衆との出会いをお楽しみください。 
 

通⾏⼿形 通常時 期間中 
10 枚 ⾦貨 300 枚 ⾦貨 100 枚 
55 枚 ⾦貨 1500 枚 ⾦貨 500 枚 
115 枚 ⾦貨 3000 枚 ⾦貨 1000 枚 
  



 

 

■『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/ 

 

 
 


