
平成24 年3 月13 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 3333 月月月月 13131313 日（火日（火日（火日（火））））新新新新ワールドワールドワールドワールド｢桶狭間｣が｢桶狭間｣が｢桶狭間｣が｢桶狭間｣がオープン！オープン！オープン！オープン！    

始めるなら今がチャンス！始めるなら今がチャンス！始めるなら今がチャンス！始めるなら今がチャンス！    新規登録で金新規登録で金新規登録で金新規登録で金 50505050 プレゼントプレゼントプレゼントプレゼントなどイベントも目白押しなどイベントも目白押しなどイベントも目白押しなどイベントも目白押し！！！！    

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 13 日

（火）メンテナンス終了後より、新ワールド「桶狭間サーバー」を追加いたします。 

 

ついに新ワールド「ついに新ワールド「ついに新ワールド「ついに新ワールド「桶狭間桶狭間桶狭間桶狭間」」」」オープン！オープン！オープン！オープン！    

    
先月、第三陣「国盗り戦記」が開始された『THE SHOGUN』に、ついに新ワールド「桶狭間」が登場！ 

(ワールド追加に伴いワールド１の名称も「川中島」に変更されました。) 

 

さらに、新規登録して新ワールド「桶狭間」をプレイした方に、もれなく姫カード「淀」と金 50 が手に入る

キャンペーンなど様々なイベントを実施中！ 

 

既にワールド 1 でプレイされている方も、これからプレイする方も新ワールド「桶狭間」でスタートダッ

シュのチャンス！ 是非この機会にお楽しみください！ 

 

≪新ワールド≪新ワールド≪新ワールド≪新ワールド「桶狭間「桶狭間「桶狭間「桶狭間」」」」も第三陣「国盗り戦記」≫も第三陣「国盗り戦記」≫も第三陣「国盗り戦記」≫も第三陣「国盗り戦記」≫ 

「国盗り戦記」とは、各城主（プレイヤー）が覇権を目指す 8 つの有力勢力に分かれて、シーズン毎に

勢力の勝敗を競う新しいシステムです。 

これまで通りの個人・同盟単位での戦いに加え“同盟の垣根を越えた大勢力による陣取り合戦”が楽

しめます。 新規で始める方だけでなく、第一陣や第二陣をプレイしていた方も新ワールド「桶狭間」で第

三陣「国盗り戦記」を満喫しましょう。 

 

 

 

 

 

 



◆◆◆◆8888 つの各勢力には数百人のプレイヤーが所属つの各勢力には数百人のプレイヤーが所属つの各勢力には数百人のプレイヤーが所属つの各勢力には数百人のプレイヤーが所属    

プレイヤーは戦国時代に名を馳せた名武将の勢力に属します。 

1 つの勢力には数百人のプレイヤーが集まり、他の７つ勢力と熾烈な領地争いを繰り広げます。 

    

 
各勢力は数百人規模！一致団結して領地を拡大し、戦国の覇者となれ！ 

 

◆勢力同士の陣取り合戦◆勢力同士の陣取り合戦◆勢力同士の陣取り合戦◆勢力同士の陣取り合戦    

第三陣からは、同じ勢力に所属する仲間とうまく連携して領土の拡大を目指すことが天下統一への重要

な鍵となります。空き地を攻めて領地にすると、自勢力の領土を拡大することができ、領地になった箇所

は勢力の旗印で表現されます。 

第三陣からは城主陥落の仕組みがなくなり、領土の取り合いでより気軽に PvP が楽しめるようになりま

す。 

 
 

勢力同士は国境を巡って大激突！序盤より他勢力の陣地内に攻め込むか、空き領地を確保して力を蓄

えるか、勢力内での戦略次第で戦場は千変万化していきます。 

 

◆◆◆◆最後には天下分け目の「関ヶ原の戦い」が勃発最後には天下分け目の「関ヶ原の戦い」が勃発最後には天下分け目の「関ヶ原の戦い」が勃発最後には天下分け目の「関ヶ原の戦い」が勃発    



そして、「国盗り戦記」の勝ち勢力が決定した後に、 エキシビジョンとして「関ヶ原の戦い」が発生！ 

天下分け目の最後の戦いが始まります。 

 

 

 

 

 

 

 

序盤は自勢力内で力を蓄え、中盤からは他勢力と大激突！そして・・・ 

 

「関ヶ原の戦い」は第三陣の最後の戦いとなります。全てのプレイヤーが２つの勢力に分かれて天下分

け目の大決戦を繰り広げます。「国盗り戦記」で勝てなかった勢力の方々にも報酬ゲットのチャンス！ 

 

新ワールド「桶狭間」追加記念として、戦国時代を影から支えた姫たちが登場する「コレくじ・姫」を実装い

たします。コンプリート特典としてシークレット版「上杉謙信」が女性バージョンとして登場！ 

 

◆◆◆◆「コレくじ・姫」が新たに追加「コレくじ・姫」が新たに追加「コレくじ・姫」が新たに追加「コレくじ・姫」が新たに追加！！！！    



    

コンプリート特典コンプリート特典コンプリート特典コンプリート特典    

 

「上杉謙信」 

コスト：4 

スキル：一騎当千 

騎馬兵、騎馬武者、騎馬大将の攻撃力が 80%上

昇。 

    

URURURUR カードカードカードカード 

 

「まつ」 

コスト：3 

スキル：神槍之極 

敵襲時、敵の騎馬兵、騎馬武者、騎馬大将の攻撃

力が 60%減少。但し、敵側の基本攻撃力からは効

果小 

 

 
  

 

 



     

 

新武将の詳細に関しましては、下記新武将の詳細に関しましては、下記新武将の詳細に関しましては、下記新武将の詳細に関しましては、下記 URLURLURLURL をご覧ください。をご覧ください。をご覧ください。をご覧ください。    

http://www.theshogun.jp/event/new_busho/http://www.theshogun.jp/event/new_busho/http://www.theshogun.jp/event/new_busho/http://www.theshogun.jp/event/new_busho/    

（（（（3333 月月月月13131313 日（火）メンテナンス終了後より更新予定です。）日（火）メンテナンス終了後より更新予定です。）日（火）メンテナンス終了後より更新予定です。）日（火）メンテナンス終了後より更新予定です。）    

    

全員同じスタートラインとなる新ワールド「桶狭間」では限定のキャンペーンが盛りだくさん！ 

新規登録後に新ワールド「桶狭間」でプレイするとキャンペーン限定の姫カード「淀」がプレゼントされま

す。さらに新ワールド「桶狭間」のみ「The Busho くじ ROYAL」から出現する武将カードは、通常より高確

率でレアなカードが出現！ 

前ワールド共通キャンペーンも同時に開催致しますので、この機会にぜひ新ワールド「桶狭間」をお試し

ください！機会にお楽しみください！ 

    

●新規登録で金●新規登録で金●新規登録で金●新規登録で金50505050 をプレゼント！をプレゼント！をプレゼント！をプレゼント！    

期間中に THE SHOGUN に新規登録された方にもれなく金50 をプレゼントいたします。 

 

【期間】2012年3 月13 日（火）メンテナンス終了時 ～ 2012年3 月27日（火） 11:00 

【配布日】新規登録後、ゲームを開始した時点で金50 が配布されます。 

    

●新規登録後に新ワールド「桶狭間」でプレイすると●新規登録後に新ワールド「桶狭間」でプレイすると●新規登録後に新ワールド「桶狭間」でプレイすると●新規登録後に新ワールド「桶狭間」でプレイすると姫カード「淀」を姫カード「淀」を姫カード「淀」を姫カード「淀」をプレゼント！プレゼント！プレゼント！プレゼント！（新ワールド限定）（新ワールド限定）（新ワールド限定）（新ワールド限定）    

期間中に新規登録後に新ワールド「桶狭間」でプレイされると、今回のキャンペーンでのみ獲得できる 

姫カード「淀」をプレゼントいたします。 

 

【期間】2012年3 月13 日（火）メンテナンス終了時 ～ 2012年3 月27日（火） 11:00 

【配布日】2012年3 月27日（火） 定期メンテナンス後 

    

◆◆◆◆新ワールドオープン記念キャンペーン新ワールドオープン記念キャンペーン新ワールドオープン記念キャンペーン新ワールドオープン記念キャンペーンも盛り沢山！も盛り沢山！も盛り沢山！も盛り沢山！        



 

 
SRカード：「淀」 

コスト：2 

スキル：挙白進之（きょはくしんし） 

拠点の全資源生産量が 6%上昇。

拠点の武将の防御力が 20%上昇 

    

●金購入で銀ゲットキャンペーン●金購入で銀ゲットキャンペーン●金購入で銀ゲットキャンペーン●金購入で銀ゲットキャンペーン    

イベント期間中に金を購入すると、購入額に応じて銀をプレゼントいたします。 

 

【期間】3 月13 日(火)メンテナンス終了時 ～ 3 月27日(火) 11:00 まで 

 

・配布銀について 

 金 300購入 ： 銀4,000 

 金 500購入 ： 銀8,500 

 金 1,000購入 ： 銀20,000 

    

●中立資源地から資材持って来いキャンペーン●中立資源地から資材持って来いキャンペーン●中立資源地から資材持って来いキャンペーン●中立資源地から資材持って来いキャンペーン（新ワールド限定）（新ワールド限定）（新ワールド限定）（新ワールド限定）    

新ワールド「桶狭間」に限り、キャンペーン期間中に中立資源地から獲得した資源の総量をランキング。

ランキング上位の方には報酬をプレゼント！  

 

 【期間】2012年 3 月13 日（火）メンテナンス終了時 ～ 2012年3 月27日（火） 11:00 

 【配布日】2012年3 月27日（火） 定期メンテナンス後 

 

●●●●「「「「The BushoThe BushoThe BushoThe Busho くじくじくじくじ ROYALROYALROYALROYAL」出現武将」出現武将」出現武将」出現武将厳選厳選厳選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（新ワールド限定）（新ワールド限定）（新ワールド限定）（新ワールド限定）    

下記期間中、新ワールド「桶狭間」に限り、「The Busho くじ ROYAL」から出現する武将カードが厳選され

たものに変更！ 今がスタートダッシュのチャンス！ 

 

【期間】2012年3 月13 日（火）メンテナンス終了時 ～ 2012年3 月27日（火） 11:00 

 

 

●●●●ワールド１でプレイしていた方も金が手にワールド１でプレイしていた方も金が手にワールド１でプレイしていた方も金が手にワールド１でプレイしていた方も金が手に入るチャンス！（ワールド入るチャンス！（ワールド入るチャンス！（ワールド入るチャンス！（ワールド 1111 限定）限定）限定）限定）    

3月13日（火）の定期メンテナンス開始時までに、会員登録が完了している方が、以下の条件を達成する

と、金50 を獲得することができます。 

 



・3 月27日（火）の定期メンテナンス時に旧ワールド 1「川中島」、新ワールド「桶狭間」両ワールドでの 

 総合ポイントがそれぞれ 10,000 以上。 

 

【期間】2012年3 月13 日（火）メンテナンス終了時 ～ 2012年3 月27日（火） 11:00 

【配布日】2012年3 月27日（火） 定期メンテナンス後 

 

 

    

各キャンペーン各キャンペーン各キャンペーン各キャンペーンの詳細は下記の詳細は下記の詳細は下記の詳細は下記 URLURLURLURL よりご確認ください。よりご確認ください。よりご確認ください。よりご確認ください。    

    

特設サイト特設サイト特設サイト特設サイト URLURLURLURL    

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

（（（（3333 月月月月13131313 日日日日（火）（火）（火）（火）メンテナンス終了後より公開予定です。）メンテナンス終了後より公開予定です。）メンテナンス終了後より公開予定です。）メンテナンス終了後より公開予定です。）    



『『『『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 

 


