
 

平成24 年6 月19 日 

各位 

会 社 名 株式会社ゲームポット 

（URL http://www.gamepot.co.jp/） 

 

『『『『THE SHOGUNTHE SHOGUNTHE SHOGUNTHE SHOGUN』』』』本日本日本日本日 6666 月月月月 19191919 日日日日（（（（火火火火））））「「「「関関関関ヶヶヶヶ原原原原モードモードモードモード」」」」ついについについについに開始開始開始開始！！！！        

さらにさらにさらにさらに人気人気人気人気ののののレアレアレアレア武将武将武将武将カードカードカードカードがががが入手入手入手入手しやすくなるキャンペーンもしやすくなるキャンペーンもしやすくなるキャンペーンもしやすくなるキャンペーンも多数開催多数開催多数開催多数開催！！！！    

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『THE SHOGUN』において、6月19日（火）のメ

ンテナンス終了後(18 時終了予定)よりアップデートいたします。 

    

6666 月月月月19191919 日日日日（（（（火火火火））））よりよりよりより、、、、いよいよいよいよいよいよいよいよ関関関関ヶヶヶヶ原原原原モードモードモードモード開幕開幕開幕開幕！！！！    

本日6月19日（火）定期メンテナンス終了後より、ゲーム内が関ヶ原モードとなります。関ヶ原モードとは、

8 つの勢力が東軍、西軍に分けられ、天下分け目の戦いをするモードです。 

今から 400 年ほど前、日本が西軍と東軍の真っ二つに分かれた関ヶ原の戦い。両軍とも兵力は八万以

上と言われている。果たして現代に蘇る「関ヶ原モード」では、どれだけの兵力が集まり、どのような戦い

になるのか。また、兵力だけでは左右されない『THE SHOGUN』ならではの戦をお楽しみください！ 

 

【開催期間】 

6 月19 日（火）定期メンテナンス終了後 ～ 6 月26 日（火）定期メンテナンス開始前 

 

【勝利条件】 

石高の合計、NPC 城等級の合計、総合ポイントの 3 つの項目で戦い、2 項目で勝っていた方が「関ヶ原

モード」の勝利となります。 

 

【関ヶ原モード報酬】 

勝利陣営の上位者には報酬チケット「修羅チケット」がもれなくプレゼント！ 敗北側にも報酬チケットが

用意されています。 

 

天下分け目の戦いを勝ち取るには情報収集が必須！詳しくは特設サイトをご覧ください。 

 

「「「「関関関関ヶヶヶヶ原原原原モードモードモードモード」」」」特設特設特設特設サイトサイトサイトサイト    

http://www.theshogun.jp/event/201206_s3sekigahara/http://www.theshogun.jp/event/201206_s3sekigahara/http://www.theshogun.jp/event/201206_s3sekigahara/http://www.theshogun.jp/event/201206_s3sekigahara/    

    

    

確率確率確率確率アップキャンペーンアップキャンペーンアップキャンペーンアップキャンペーン！！！！    

本日6 月12 日（火）定期メンテナンス終了後より、「TheBusho くじ GOLD」および「TheBusho くじ 

ROYAL」から出現する等級レア以上の武将カードを獲得する確率が上昇いたします。 

戦国の豪将達を獲得できるチャンス！ 

この機会にぜひ「TheBusho くじ GOLD」、「TheBusho くじ ROYAL」をお試しください！ 

 

【キャンペーン期間】 

6 月19 日（火）定期メンテナンス終了後 ～ 6 月29 日（金）臨時メンテナンス開始前 

 



 

詳しくは下記特設サイトをご覧ください。 

http://www.theshogun.jp/event/201206_s3sekigahara/index04.htmlhttp://www.theshogun.jp/event/201206_s3sekigahara/index04.htmlhttp://www.theshogun.jp/event/201206_s3sekigahara/index04.htmlhttp://www.theshogun.jp/event/201206_s3sekigahara/index04.html    

 

 

レアレアレアレア以上確定以上確定以上確定以上確定！！！！    「「「「TheBushoTheBushoTheBushoTheBusho くじくじくじくじ    夜叉夜叉夜叉夜叉」」」」武将厳選武将厳選武将厳選武将厳選キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン！！！！    

本日6月12日（火）定期メンテナンス終了後より、「TheBushoくじ 夜叉」から出現する武将カードが厳

選されます。 

「TheBusho くじ 夜叉」とは、「金」を使用して武将カードを入手した際に獲得する「鳳凰ポイント」を 50

ポイント貯めると引くことができる特殊なくじです。「TheBusho くじ GOLD」や「TheBusho くじ ROYAL」よ

りもレベルが高い武将カードを入手する事ができます。 

今回、この『TheBusho くじ 夜叉』から出現する武将は、大人気武将のみで構成いたしました。 

この機会にぜひ『TheBusho くじ 夜叉』をお試しください！ 

 

【キャンペーン期間】 

6 月19 日（火）定期メンテナンス終了後 ～ 6 月29 日（金）臨時メンテナンス開始前 

 

上杉謙信上杉謙信上杉謙信上杉謙信    織田信長織田信長織田信長織田信長    武田信玄武田信玄武田信玄武田信玄    

   
毛利元就毛利元就毛利元就毛利元就    伊達正宗伊達正宗伊達正宗伊達正宗    豊豊豊豊臣秀吉臣秀吉臣秀吉臣秀吉    

   
 



 

 

本多忠勝本多忠勝本多忠勝本多忠勝    雑賀孫一雑賀孫一雑賀孫一雑賀孫一    初初初初    帰蝶帰蝶帰蝶帰蝶    

    
 

詳しくは下記特設サイトをご覧ください。 

http://www.theshogun.jp/event/201206_s3sekigahara/index04.htmlhttp://www.theshogun.jp/event/201206_s3sekigahara/index04.htmlhttp://www.theshogun.jp/event/201206_s3sekigahara/index04.htmlhttp://www.theshogun.jp/event/201206_s3sekigahara/index04.html    

 

 

大好評大好評大好評大好評につきプレミアムにつきプレミアムにつきプレミアムにつきプレミアム武将武将武将武将カードカードカードカード販売延長販売延長販売延長販売延長！！！！    

6月5日（火）の定期メンテナンス終了後より販売しております『プレミアム武将カード』シリーズの販売

期間を延長いたします。 

プレミアム武将カードとは、欲しい武将カードが必ず入手できる武将カードで、第1弾となる「義勇任

侠」シリーズでは、「高橋紹運」「大谷吉継」など、忠義の士として名を馳せた武将達が勢ぞろい！ 

さらに、販売期間中に金2000購入いただいた城主には、シークレット武将カード「[[[[軍神軍神軍神軍神]]]]上杉謙信上杉謙信上杉謙信上杉謙信」を

もれなくプレゼント。 

 

【販売期間】 

6 月5 日（火）定期メンテナンス終了後 ～ 6 月29 日（金）臨時メンテナンス開始前 

    

[[[[軍神軍神軍神軍神]]]]上杉謙信上杉謙信上杉謙信上杉謙信    

 



 

新便利機能登場新便利機能登場新便利機能登場新便利機能登場！！！！    さらにさらにさらにさらに大人気便利機能半額大人気便利機能半額大人気便利機能半額大人気便利機能半額キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン！！！！        

6 月19 日（火）の定期メンテナンス終了後より、新しい便利機能が登場します。さらに、大人気の便利

機能が半額となるキャンペーンを実施いたします。 

 

◆新便利機能（期間限定販売） 

・フランキ砲 100 ・・・ 金30 

・騎馬鉄砲 1000 ・・・ 金30 

・各資源 100,000 ・・・ 金10 

 

◆便利機能半額 

・部隊即時帰還  金8 ⇒ 金4 

・建設待機追加  金5 ⇒ 金2 

・研究/建設即時完了 金15 ⇒ 金7 

 

この機会にぜひ便利機能をお試しください！ 

 

【キャンペーン期間】 

6 月19 日（火）定期メンテナンス終了後 ～ 6 月29 日（金）臨時メンテナンス開始前 

 

詳しくは下記特設サイトをご覧ください。 

http://www.theshogun.jp/event/201206_s3sekigahara/index04.htmlhttp://www.theshogun.jp/event/201206_s3sekigahara/index04.htmlhttp://www.theshogun.jp/event/201206_s3sekigahara/index04.htmlhttp://www.theshogun.jp/event/201206_s3sekigahara/index04.html    

    

 

 

 

 



 

『『『『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    

THE SHOGUN http://www.theshogun.jp/ 

スカッとゴルフ パンヤ    http://www.pangya.jp/    

CABAL ONLINE http://www.cabal.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/ 

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/ 

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/ 

お宝発掘 ホリキング http://horiking.jp/entrance/ 

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 

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

狩りとも http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/karitomo/ 

Alteil バトル RPG http://www.alteil.jp/mobile/ 

ネイビーウォーズ http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/navy/ 

わグルま！    http://www.waguruma.jp/ 

ワイルドレーシング MAX http://company.gamepot.co.jp/special/wrmax/ 

バトルゴルフ パンヤ http://company.gamepot.co.jp/special/battlegolfpangya/ 

童話スピリッツ（R）-魔法のﾄﾗﾝﾌﾟ- http://company.gamepot.co.jp/special/douwa2/ 

ゾンビハンターズ by 狩りとも http://company.gamepot.co.jp/special/zombie 

ラテール イリス物語 http://www.latale.jp/smartphone/index.html 

特殊戦隊クロニクル http://tksc.docs.social-games.jp/support/gp_tksc/index.html 

戦姫★クライシス＠アクエリアンエイジ http://company.gamepot.co.jp/special/senki/ 

聖戦サザンクロス http://company.gamepot.co.jp/special/southerncross/ 

ゆるロボ製作所 http://company.gamepot.co.jp/social/yururobo/ 

 


