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さらにさらにさらにさらに

オンラインゲームの開発・運営

以下ゲームポット）は、ブラウザ戦国

メンテナンスにてアップデートを行

    

「「「「魔王魔王魔王魔王

第四陣フィナーレを飾るイベントとして

王として知られた織田信長が建設

ち、本日10 月16 日(火)定期メンテナンス
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≪≪≪≪万全万全万全万全のののの状態状態状態状態でででで挑挑挑挑もうもうもうもう！！！！≫≫≫≫    

「魔王・安土城」が持つ耐久度は

ため、本日 10 月16 日(火)定期メンテナンス

安土城」攻略のための準備期間

と準備しましょう！ 

さらに、準備期間中は「中立資源地

「攻城兵器」作成に必要な資源

 

【準備期間】 

10 月16 日(火)定期メンテナンス

 

【準備期間ボーナス】 

「中立資源地」から得られる資源量

 

≪≪≪≪目指目指目指目指すのはすのはすのはすのは戦国最強戦国最強戦国最強戦国最強・・・・織田織田織田織田信長信長信長信長

準備期間終了後の 10 月 26 日

までの期間、座標（０,０）付近に「

る不滅の魔城です。圧倒的な耐久度

を陥落させよう！ 

また、見事に城を陥落した人には

安土城に挑み、第四陣を有終の

 

【開催期間】 

10 月26 日(金)臨時メンテナンス

平成

会 社 名 株式会社ゲームポット

（URL http://www.gamepot.co.jp/

 

第第第第四四四四陣陣陣陣のののの最後最後最後最後はははは織田信長織田信長織田信長織田信長のののの城城城城「「「「魔王魔王魔王魔王・・・・安土城安土城安土城安土城」」」」にににに

さらにさらにさらにさらに第第第第五五五五陣陣陣陣のののの詳細詳細詳細詳細もももも本日公開本日公開本日公開本日公開！！！！！！！！        

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

戦国シミュレーションゲーム『THE SHOGUN』において、

行います。 

魔王魔王魔王魔王・・・・安土城安土城安土城安土城」」」」にににに全身全霊全身全霊全身全霊全身全霊をををを賭賭賭賭けてけてけてけて突撃突撃突撃突撃せよせよせよせよ！！！！        

るイベントとして、10 月26 日(金)に「魔王・安土城」が出現いたします

建設した安土城が不滅の魔城としてゲーム内に蘇ります

メンテナンス終了後から、準備イベントを開催いたします。

＜＜＜＜イベントイベントイベントイベント特設特設特設特設サイトサイトサイトサイト＞＞＞＞    
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は「攻城兵器」（走り櫓・フランキ砲）でしか減らす事ができません

メンテナンス終了後から、10 月26 日(金)メンテナンス開始前

準備期間といたします。魔城を砕くために必要な「攻城兵器」をこの

中立資源地」から得られる資源量が通常の 2 倍貰えます！ 

資源をたくさん用意して、「魔王・安土城」出現に備えましょう

メンテナンス終了後 ～ 10 月26 日(金)臨時メンテナンス開始前 

資源量が通常の 2 倍になる。 

信長信長信長信長のののの見見見見たたたた景色景色景色景色！！！！≫≫≫≫    

日(金)臨時メンテナンス終了後から、10 月 31 日(水)臨時

「魔王・安土城」が出現いたします。「魔王・安土城」は主無

耐久度を誇る城を一人で破壊する事は困難ですので、みんなで

には報酬チケットが送られます。 

の美で飾ろう！  

メンテナンス終了後 ～ 10 月31 日(水)臨時メンテナンス開始前 

平成24 年10 月16 日 

ゲームポット 

http://www.gamepot.co.jp/） 

にににに挑挑挑挑もうもうもうもう！！！！        

代表取締役社長：植田修平、

、10 月16 日（火）の

いたします！ 第六天魔

ります。本イベントに先立

。 

ができません！ その

開始前までを「魔王・

をこの期間でしっかり

 

えましょう！ 

開始前 

臨時ンテナンス開始前

主無き後も立ち続け

みんなで協力して城

開始前 



 

 

【魔王安土城出現期間中ボーナス

「中立資源地」から得られる資源量

「走り櫓」、「フランキ砲」の製造時間

「走り櫓」、「フランキ砲」の製造資源

 

 

 

≪≪≪≪魔王魔王魔王魔王にににに打打打打ちちちち勝勝勝勝つためのつためのつためのつための特別特別特別特別

本日10 月16 日(火)定期メンテナンス

「魔王・安土城」を効率よく攻略するために

ルレベルが大幅上昇した状態で

購入頂くと、通常時は武将Lv1、スキル

外]加藤清正」が手に入ります！

幅に上げるスキルを持っており、

ぜひこの機会に「[関ヶ原番外]

ボーナス】 

資源量が通常の 2 倍になる。 

製造時間が通常の 1/10 になる。 

製造資源が通常の 1/2 になる。 

報酬報酬報酬報酬チケットチケットチケットチケット    

  

特別特別特別特別なカードなカードなカードなカード！！！！≫≫≫≫    

メンテナンス終了後から、10 月31 日(水)臨時メンテナンス開始前

するために、プレミアム武将「[関ヶ原番外]加藤清正」の

で販売されます。本期間中に、プレミアム武将「[関ヶ原番外

スキル Lv1 のステータスが、武将 Lv30 とスキル Lv5

！ 「[関ヶ原番外]加藤清正」は「遠投連射」という「攻城兵器

、イベントでも即戦力として期待ができます！ 

]加藤清正」を手に入れて、「魔王・安土城」に攻め込もう

 

 

開始前までの期間、

の武将レベル、スキ

原番外]加藤清正」をご

Lv5になった「[関ヶ原番

攻城兵器」の攻撃力を大

もう！ 

  



 

第五陣を迎えるにあたり、城主

“実在した武将”や、“長篠の戦

なリクエストをお待ちしています。

あなたの好きな武将がカード化

 

【期間】 

10 月16 日(火)定期メンテナンス

 

【応募方法】 

ゲーム内右に設置されている

さい。応募するだけで、参加賞がゲットできます

運営チームによる審査の結果

ます！ 

 

【報酬】 

最優秀賞 ご応募いただいた

優秀賞 羅刹チケット 1枚

参加賞 風流チケット 1枚

 

※注意※ 

最優秀賞・優秀賞は、後日特設

報酬配布および武将カードのゲーム

10 月26 日（金）メンテナンス前

(火)、新仕様を公開いたしました。

 

■NPC砦を毎日追加！！  

第五陣では NPC 砦の初期配置

NPC砦をマップ上に追加いたします

 

■NPC砦、NPC城の兵力、耐久度

第五陣では、NPC砦、NPC城

 

■耐久度減少で経験値と攻撃

耐久度を減少させることで、武将

 

また、陥落させた城主には、陥落

いたします 

 

■HP・SPの回復速度を短縮！！

HP・SPの回復速度を短縮いたします

求求求求むむむむ！！！！    新武将新武将新武将新武将！！！！！！！！        

城主の皆さまから武将カード化して欲しい新武将を募集いたします

戦いの時の「織田信長」”などシチュエーションを絞った

。 

化するこの機会にぜひ応募してみてはいかがでしょうか

メンテナンス終了後 ～ 10 月31 日(水)臨時メンテナンス開始前 

されているイベントバナーから必要事項を記入したゲーム内メッセージを

がゲットできます！ 

結果、見事選ばれた武将は第五陣の中で実際に武将カードとして

【報酬】 

いただいた武将がゲーム内に登場！ ご応募いただいた武将カード

枚 

枚 

後日特設サイト上で発表いたします。 

のゲーム内への導入時期につきましては、確定次第お知

    

    

気気気気になるになるになるになる第五陣第五陣第五陣第五陣のののの仕様仕様仕様仕様をををを公開公開公開公開！！！！        

前に第四陣が終了いたします。気になる第五陣について

。 

初期配置と定期メンテナンス時の NPC 砦追加を廃止し、毎日決

いたします。 

耐久度を減少！！  

城の兵力・耐久度を減少し、より攻略しやすいよう調整を

攻撃ポイントが加算されるように調整！！ 

武将カードの経験値と攻撃ポイントが加算されるように調整

陥落ボーナスとして、一定の経験値、攻撃ポイントが獲得

！！ 

いたします。 

いたします！ 

った内容など、さまざま

か。 

開始前 

メッセージをお送りくだ

カードとして登場いたし

カード 1枚 

知らせいたします。 

について、本日10 月16 日

毎日決められた時間に

を行います。 

調整いたします。 

獲得できるように調整



 

 

詳細は下記特設サイトをご確認
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確認ください。 

＜第五陣 特設サイト＞ 
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『『『『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

ゲームです。プレイヤーは実在した多種多様

時には協力し智謀利略を張り巡らせて天下統一

    

●●●●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、

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

要になります。美麗に描かれた武将カードは

●●●●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

は天下統一の第一歩です。計画的に施設を

●●●●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

引きが重要になってきます。 

(C) 

最初は

領地を広げ他のプレイヤーの

 

    

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

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

天下統一を目指します。 

！！！！    

、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！

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

カードは必見です！ 

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

を建設し、強固な都市に発展させましょう！ 

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

(C) BLUESOM Co., Ltd. All Rights Reserved. 

    

 

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！ 

 

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！ 

シミュレーション 

い、 

！ 武将は特有の戦術（スキ

の特性を活かした戦略が必

に変化します。居城の発展

にはプレイヤー同士の駆け

 

 

 



 

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、

メント株式会社の連結子会社です。ゲームポットは

ンシップを擁しており、幅広く展開する戦略的

業界のリーダーとしての地位を確立し

（ 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    

Wizardry Online 

トキメキファンタジー ラテール 

スカッとゴルフ パンヤ    

CABAL ONLINE 

ペーパーマン 

ファンタジーアース ゼロ 

コンチェルトゲート フォルテ 

メビウスオンライン 

トリックスター 

お宝発掘 ホリキング 

THE SHOGUN 

Livly Island COR 

幕末魂 

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（R）-魔法のﾄﾗﾝﾌﾟ-

狩りとも 

ゾンビハンターズ by 狩りとも 

わグルま！    

特殊戦隊クロニクル 

戦姫★クライシス＠アクエリアンエイジ

萌妖★クライシス 

ラテール イリス物語 

蒼穹ドラゴンギルド 

スマートフォンアプリスマートフォンアプリスマートフォンアプリスマートフォンアプリ 

ゆるロボ製作所 

 

、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

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

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、

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

http://www.wizardry-online.jp/ 

http://www.latale.jp/ 

http://www.pangya.jp/    

http://www.cabal.jp/ 

http://www.paperman.jp/ 

http://www.fezero.jp/ 

http://www.cgf.jp/ 

http://mebius-online.jp/ 

http://www.trickster.jp/ 

http://horiking.jp/ 

http://www.theshogun.jp/ 

http://www.livly.com/ 

http://bakuspirits.jp/ 

- http://company.gamepot.co.jp/special/douwa2/

http://company.gamepot.co.jp/special/karitomo/

http://company.gamepot.co.jp/special/zombie

http://www.waguruma.jp/ 

http://tksc.docs.social-games.jp/support/gp_tksc/index.html

アクエリアンエイジ    http://company.gamepot.co.jp/special/senki/

http://company.gamepot.co.jp/special/moeyou/

http://www.latale.jp/smartphone/index.html 

http://pf.mbga.jp/12010535 

http://yururobo.jp 

現在、ソネットエンタテイン

海外開発会社とのリレーショ

、日本のオンラインゲーム

ホームページをご覧下さい。

http://company.gamepot.co.jp/special/douwa2/ 

http://company.gamepot.co.jp/special/karitomo/ 

http://company.gamepot.co.jp/special/zombie 

games.jp/support/gp_tksc/index.html 

http://company.gamepot.co.jp/special/senki/ 

http://company.gamepot.co.jp/special/moeyou/ 


