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『『『『THE SHOGUNTHE SHOGUNTHE SHOGUNTHE SHOGUN』』』』3333 月月月月 27272727 日（火）「コレくじ・将」第三弾日（火）「コレくじ・将」第三弾日（火）「コレくじ・将」第三弾日（火）「コレくじ・将」第三弾「関ヶ原東軍」登場！「関ヶ原東軍」登場！「関ヶ原東軍」登場！「関ヶ原東軍」登場！    

さらに限定武将がゲットできる「春の合成乱舞」イベント開催！さらに限定武将がゲットできる「春の合成乱舞」イベント開催！さらに限定武将がゲットできる「春の合成乱舞」イベント開催！さらに限定武将がゲットできる「春の合成乱舞」イベント開催！    

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、3月27日（火）のメ

ンテナンス終了後よりアップデートを行います。 

    

「コレくじ・将」第三弾は「コレくじ・将」第三弾は「コレくじ・将」第三弾は「コレくじ・将」第三弾は天下分け目の関ヶ原を制し天下分け目の関ヶ原を制し天下分け目の関ヶ原を制し天下分け目の関ヶ原を制したたたた「関ヶ原東軍」が登場！「関ヶ原東軍」が登場！「関ヶ原東軍」が登場！「関ヶ原東軍」が登場！    

    

本日3 月27 日（火）定期メンテナンス終了後より、コンプリート型の TheBusho くじ「コレくじ・将」第三弾を

実装いたします。「コレくじ・将」とは、シリーズで登場する、コレクション型の TheBusho くじです。 

今回は｢関ヶ原東軍｣シリーズを実装！ 「本多忠勝」や「徳川家康」など、名だたる武将が続々登場いた

します！  

 

さらに、シリーズ全てのカードをコンプリートした方にはもれなく、シークレット武将「世良田元信」をプレ

ゼント！ 

 

ぜひこの機会に新しい武将カードを手に入れてください。 

 

 

詳細に関しましては、下記ＵＲＬをご覧ください。詳細に関しましては、下記ＵＲＬをご覧ください。詳細に関しましては、下記ＵＲＬをご覧ください。詳細に関しましては、下記ＵＲＬをご覧ください。    

「「「「THE SHOGUNTHE SHOGUNTHE SHOGUNTHE SHOGUN」新武将特設サイト」新武将特設サイト」新武将特設サイト」新武将特設サイト URLURLURLURL    

http://www.thttp://www.thttp://www.thttp://www.theshogun.jp/event/new_busho/index.htmlheshogun.jp/event/new_busho/index.htmlheshogun.jp/event/new_busho/index.htmlheshogun.jp/event/new_busho/index.html    

    

 

 

 

 

 

 

 

 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

※「コレくじ・将」は期間限定くじです。販売期間終了後は、購入およびコンプリート武将の受取はできませ

ん。 

 
◆世良田元信◆世良田元信◆世良田元信◆世良田元信（シークレット）（シークレット）（シークレット）（シークレット）    

    



◆徳川家康◆徳川家康◆徳川家康◆徳川家康 

    

◆本多忠勝◆本多忠勝◆本多忠勝◆本多忠勝 

    

 
 

「勢力版図」がついに実装！今の戦況は如何に「勢力版図」がついに実装！今の戦況は如何に「勢力版図」がついに実装！今の戦況は如何に「勢力版図」がついに実装！今の戦況は如何に！？！？！？！？    

今回のアップデートにて、「勢力版図」を実装いたします。「勢力版図」とは、8 つの勢力が火花を散らす

第三陣「国盗り戦記」の各勢力の NPC 城の陥落状況が一目でわかる新システムです。 
地図上で各勢力のNPC城への進行状況が色分けされた表示されますので、自分の勢力の戦場におけ

る状況をすぐに確認することができます。 
 

 

勢力版図勢力版図勢力版図勢力版図 
 

現在の「川中島」ワールドでは、「北条家」と「武田家」の 2 強が激しい領地争いを繰り広げつつ中立地帯

のNPC城へも大きく進出、その動きを阻止せんと城主数では2強に肩を並べる「織田家」が石高を着実に

上げ、城主は少ないが精力的に領地を広げる「徳川家」「斎藤家」が奮闘、他の勢力も虎視眈々と領地を広

げるチャンスを狙っている状況です。「川中島」の「勢力版図」が各勢力の色に染まっていくのは間近に迫

っています！ 
激しい領地争いが一目でわかる「勢力版図」を確認し、戦略を立て進軍しましょう！ 
 

 



「春の合成乱舞」が開催！「春の合成乱舞」が開催！「春の合成乱舞」が開催！「春の合成乱舞」が開催！限定限定限定限定SRSRSRSR 武将カードを狙え！武将カードを狙え！武将カードを狙え！武将カードを狙え！    

    

    

本日3月27日（火）定期メンテナンス終了後から4月10日（火）定期メンテナンス開始前までの期間中、

「春の合成乱舞」イベントを開始いたします。本イベントでは、期間中にスキルアップ合成に成功するともら

えるポイントに応じて、武将カードをプレゼントいたします！  

さらにランキング上位者にはここでしか手に入らない限定武将カードも！ ぜひこの機会にお楽しみく

ださい。 

    

詳細に関しましては、下記ＵＲＬをご覧ください。詳細に関しましては、下記ＵＲＬをご覧ください。詳細に関しましては、下記ＵＲＬをご覧ください。詳細に関しましては、下記ＵＲＬをご覧ください。    

http://www.theshogun.jp/event/201203_synthesize/http://www.theshogun.jp/event/201203_synthesize/http://www.theshogun.jp/event/201203_synthesize/http://www.theshogun.jp/event/201203_synthesize/    

    

    

≪「春の合成乱舞」開催概要≫≪「春の合成乱舞」開催概要≫≪「春の合成乱舞」開催概要≫≪「春の合成乱舞」開催概要≫    

    

◆◆◆◆イベント期間イベント期間イベント期間イベント期間        

2012年3 月27 日（火）定期メンテナンス終了後～2012年4月10日（火）定期メンテナンス開始前 

 

◆イベント概要◆イベント概要◆イベント概要◆イベント概要    

イベント期間中、スキルレベルアップ合成に成功すればポイントが貯まります。イベント期間中に貯まった

ポイントに応じて武将カードをプレゼント！更にポイントランキングの上位者にはここでしか手に入らない

限定武将カードをプレゼントします！ 

 

◆イベント報酬◆イベント報酬◆イベント報酬◆イベント報酬    

・獲得ポイントに応じて武将の移動速度が上昇するスキル「疾駆」持ちの武将をプレゼントいたします。 

 

5ｐｔ   ： 中山照守（UC） 

10ｐｔ  ： 武田晴信（UC） 

30ｐｔ  ： 大道寺正繁（UC） 

50ｐｔ  ： 馬場信房（UC） 

100pt ：  江（R） 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ・ポイントランキング 1 位～100 位 の方には下記カードをプレゼントいたします。 

 

 

[[[[武神武神武神武神]]]]立花宗茂立花宗茂立花宗茂立花宗茂    

 

等級   ： SuperRare 

コスト  ：3 

スキル ： 狂乱怒涛 

効果   ： 騎馬兵、騎馬武者、騎馬大将の攻撃力

が 45%、移動速度が 30％上昇。 

 

攻撃 ： 560 

防御 ： 460 

知略 ： 410 

速度 ： 470 

足軽 ： B 

弓   ： B 

騎馬 ： A 

鉄砲 ： B 

 
・ポイントランキング 1 位～200 位の方には下記カードをプレゼントいたします。 

 

 

[[[[二度掛二度掛二度掛二度掛]]]]北条北条北条北条氏政氏政氏政氏政    

    

等級   ： Rare 

コスト  ： 3 

スキル ： 神槍之備 

効果   ： 敵襲時、敵の騎馬兵、騎馬武者、騎馬

大将の攻撃力が 45%減少。但し、敵側の基本攻撃

力からの減少値は少なくなります。 

 

攻撃 ： 300 

防御 ： 480 

知略 ： 570 

速度 ： 410 

足軽 ： B 

弓   ： B 

騎馬 ： A 

鉄砲 ： E 

 
 
 



『『『『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 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) 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！ 



株式会社ゲームポットについて株式会社ゲームポットについて株式会社ゲームポットについて株式会社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/ 

ハウリングソード http://www.hs-online.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/ 

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/ 

ミニチュアガーデン http://yahoo-mbga.jp/43086316/diary/823168547 

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 

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

 


