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報道関係各位                                                 

株式会社シーアンドシーメディア 

三国志 -SEKIHEKI-運営チーム/広報 

 

 

三国志を舞台にした本格派 MMORPG 『三国志 -SEKIHEKI-』 

「UPDATE ver27.0 甘露寺（かんろじ）の戦い」本日実施のお知らせ 

 

米国 NASDAQ上場企業である PerfectWorld. Co., Ltd.のグループ企業となる株式会社シーアンドシ

ーメディア（以下：当社）は、当社が運営するオンラインゲームポータルサイト「MK-STYLE」でサービ

スを行う三国志を舞台にした本格派 MMORPG『三国志 -SEKIHEKI-』にて、「UPDATE ver.27.0 甘

露寺（かんろじ）の戦い」を、本日 2012年 6月 25日（月）に実施したことをお知らせいたします。 

 

 

 

 

【リリース内容のご案内】 

■ 新戦場一挙 3種実装！！「UPDATE ver27.0甘露寺（かんろじ）の戦い」 

■ ありがとう三周年！！三国志-SEKIHEKI-オリジナルサービスポイントカードプレゼントキャンペーン 

■ 絶賛開催中！！三国志-SEKIHEKI-三周年記念キャンペーン！！ 

 

＜三周年特設サイトはこちら＞ 

http://www.mk-style.com/url/ECmDXz 

※アップデート情報、キャンペーン情報は、三周年特設サイトにてご覧いただけます。 

 

 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ＞ 

株式会社シーアンドシーメディア マーコム部 広報担当：上杉 

TEL:03-6219-5514 FAX:03-6219-5524 (m-uesugi@cc-media.co.jp) 

http://www.mk-style.com/url/ECmDXz
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■ 「アップデート UPDATE ver27.0甘露寺（かんろじ）の戦い」実施日決定！！ 

 

新戦場 3種が一挙実装となる大型アップデート、「UPDATE ver27.0 甘露寺（かんろじ）の戦い」を 

本日 2012年 6月 25日（月）に実施いたしました！！ 

 

今回のアップデートでは、新戦場となる「甘露寺（かんろじ）」を始め、既存の戦場の高レベル 

バージョンとなる「虎牢関（ころうかん）の戦い(猛将版)」「合肥（がっぴ）の戦い（猛将版）」

が追加。 また、新くじアイテム「6月宝袋」や、装備すると特別なダンススキルが楽しめる 

新ファッション「おんぶパンダ」、「三国琵琶」も登場いたします！！ 

 

進化を続ける三国志-SEKIHEKI-の 6月アップデートをお楽しみください！！ 

 

 

■甘露寺（かんろじ） 

 

 レベル制限：猛将 Lv35以上 

 参加人数：6人 

 参加回数：毎日 1回 

 

新戦場「甘露寺」は劉備と孫尚香がお見合いをしたとされる場所を舞台にした戦場となります。  

戦場内の各要所には BOSSモンスターが存在し、討伐することでポイントを獲得することができます。  

戦場をクリアすると、大量の経験値や護衛スキル書、装備昇級アイテム等を獲得することができ、 

また毎日クエストを受諾することで、星の宝玉や星の仙華を獲得することができます。 
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■虎牢関（ころうかん）の戦い(猛将版) 

 

 レベル制限：猛将 Lv40以上 

 参加人数：6人  

 

 

「虎牢関の戦い(猛将版)」は猛将レベルプレーヤー用にモンスターの強さや戦場の難易度がはるかに上

昇した戦場となります。 戦場をクリアすると、大量の経験値や星の宝玉、星の仙華を獲得することができ

ます。  

 

 

 

■合肥（がっぴ）の戦い（猛将版） 

 

 レベル制限：猛将 Lv30以上  

参加人数：6人  

 

「合肥の戦い(猛将版)」は「虎牢関の戦い(猛将版)」と同様に猛将レベルプレーヤー用にモンスターの強さ

や戦場の難易度がはるかに上昇したもう一つの戦場となります。  

戦場をクリアすると、大量の経験値や護衛経験値、 星の微塵、星の仙華、ステータス上昇称号等多数の

アイテムを獲得することができます。  
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■ 新くじアイテム 

  

青蓮・紫蓮ファッション（左） 月光馬（右） 

 

 



PRESS RELEASE 

 

■ 新ファッション 

  

おんぶパンダ（左） 三国琵琶（右） 

 

 

■ ありがとう三周年！！ オリジナルサービスポイントカードプレゼントキャンペーン 

 

 

 

 

三国志-SEKIHEKI-の三周年を記念して製作される三国志-SEKIHEKI-オリジナルサービスポイン

トカード（500円分）を 100名様にプレゼントするキャンペーンを開催いたします！！ 

 

参加方法はとっても簡単。三国志-SEKIHEKI-三周年特設サイトからキャンペーンページに移動し、

簡単なアンケートに答えるだけ！！ 

 

サービスポイントはゲーム内アイテムモールのアイテム購入にお使いいただけますので、皆様ふる

ってご参加ください！！ 

 

開催期間：2012年 6月 21日（木） ～ 7月 4日（水） 
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■ 絶賛開催中！！三国志-SEKIHEKI-三周年記念キャンペーン！！ 

 

 

本日よりスタートする「オリジナルサービスポイントカードプレゼントキャンペーン」の他にも、現在 

三国志-SEKIHEKI-では三周年を記念した様々なキャンペーンを実施中です！！ 

 

ぜひこの機会に、三国志-SEKIHEKI-をお楽しみください！！ 

 

■新規登録キャンペーン 

 

 期間中に新規登録し、三国志-SEKIHEKI-をプレイしてくれた方にもれなく、使用するだけで大量の 

 経験値が獲得できる「超級経験丹」を 3個プレゼントいたします！！ 

  

 開催期間:2012年 6月 8日（金）～7月１日（日） 

 

アイコン アイテム名 アイテム詳細 

 
超級経験丹 

使用することでレベルに応じた大量の経験値を 

獲得することができるアイテム 

 

 

■カムバックキャンペーン 

 

 過去に三国志-SEKIHEKI-をプレしていて、2012年 2月 29日（水）23:59以降、一度もログイン、 

 プレイをしていないユーザー様で、期間中にログイン、プレイをしてくれたユーザー様のキャラクター 

 レベルに応じてもれなく、「超級経験丹」「初級活力丹」をプレゼント！！ 

 

開催期間:2012年 6月 8日（金）～7月１日（日） 
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アイコン アイテム名 アイテム詳細 

 
超級経験丹 

使用することでレベルに応じた大量の経験値を 

獲得することができるアイテム 

 
初級活力丹 

使用することでクエスト経験値が増量する活力値と 

交換することができるアイテム 

 

 

■ログインキャンペーン 

 毎週累計 10時間以上ログインしてれくたユーザー様の中から三国志-SEKIHEKI-アイテムモールで 

 利用できるサービスポイント 3,000円分を 10名様（合計 30名様）に、300円分を 50名様 

 （合計 150名様）にプレゼント 

 

 開催期間：2012年 6月 11日（月）～7月 2日（月） 

第一週 2012 年 6 月 11 日（月）13:00～6 月 18 日（月）10:59 

第二週 2012 年 6 月 18 日（月）14:00～6 月 25 日（月）10:59 

第三週 2012 年 6 月 25 日（月）14:00～7 月 2 日（月）10:59 

 

 

■国戦参加キャンペーン 

 期間中に開催される国戦に参加したユーザー様にもれなく「赤檀香」をプレゼント！！ 

 

 開催期間：2012年 6月 9日（土）～6月 30日（土） 

 

 

アイコン アイテム名 アイテム詳細 

 
赤檀香 戦魂成長アイテム「乾坤符」、「輪回香」と交換することができるアイテム 

 

 

＜6月アップデート「UPDATE ver27.0 甘露寺の戦い」のご紹介はこちら＞ 

http://www.mk-style.com/url/2Azv2P 

 

http://www.mk-style.com/url/2Azv2P
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【三国志 -SEKIHEKI-】とは：  

（公式サイト URL：http://www.mk-style.com/url/47nJ9y）  

 

【三国志 -SEKIHEKI-】は、壮大な歴史小説「三国志演義」を基に、今から約 1800年前の歴史である 

三国志を忠実に再現する、本格派 MMORPG です。三国志の大国である魏・蜀・呉のいずれかの国に 

仕官する事で、豪傑と呼ばれる武将達の生き様や、戦場を読み解く知将達の戦略に賭ける勇敢な姿を再

現しています。 

 

 【三国志 -SEKIHEKI-】の大きな特徴である、職業の代わりに選択する事でキャラクターの能力を左右

する「18種武器」をはじめとする各種戦闘システムでは、攻撃時の速度や距離、方向の概念を持つ独自

システム「ターゲッティングシステム」や、多人数同時参加型戦闘システムの「戦場」や「国戦」、さらには

300種類以上の称号や同じアイテムでも効果が変わる生産システムなど、やりこめる要素の多い本格派

の MMORPG となっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mk-style.com/url/47nJ9y
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株式会社シーアンドシーメディアについて 

（設立日：2001年 6月 15日、所在地：東京都中央区、URL：http://www.cc-media.co.jp ） 

シーアンドシーメディアでは、当社保有であるオンラインゲームコンテンツを中心としたオンラインゲームパ

ブリッシング事業及び、オンラインゲームコンテンツを展開する独自プラットフォームであるオンラインゲー

ムポータルサイト「MK-STYLE」の企画・運営を行っております。 

 

【事業内容】 

オンラインゲームのパブリッシング事業 

C&M（クリック＆モルタル）モデルのオンラインゲームポータルサイト「MK-STYLE」の企画・運営事業 

その他オンラインゲーム関連事業 

 

オンラインゲームポータルサイト「MK-STYLE」とは 

（ポータルサイト URL：http://game.mk-style.com ） 

シーアンドシーメディアが企画・運営を行うオンラインゲームポータルサイト「MK-STYLE」は、独自の会員

を保有し、共通通貨であらう「MK-POINT」や当社がパブリッシングを行うオンラインゲームコンテンツを提

供することで、MK-STYLE会員様限定のサービスを展開いたしております。 

 

【オンラインゲームコンテンツ】 

これから始める、本格 MMORPG「ユグドラシル」 

URL : http://yg.mk-style.com 

ブラウザアクションゲーム「忍まめ」 

URL : http://mame.mk-style.com 

仲間と共に失われた時間を取り戻す MMORPG「Forsaken World（フォーセイクンワールド）」 

URL : http://fw.mk-style.com  

ハイファンタジーMMORPG「パーフェクトワールド -完美世界-」 

URL : http://pw.mk-style.com  

一人でも仲間とも遊べるオンライン RPG「TARTAROS（タルタロス）」 

URL : http://ta.mk-style.com  

ファンタジーMMORPG「夢世界 プラス」 

URL : http://yume.mk-style.com 

ふたつの世界が織り成す MMORPG「LEGEND of CHUSEN2 -新世界-」 

URL : http://lc.mk-style.com  

本格派 MMORPG「三国志 -SEKIHEKI-」 

URL : http://sh.mk-style.com  

 

http://www.cc-media.co.jp/
http://game.mk-style.com/
http://yg.mk-style.com/
http://mame.mk-style.com/
http://fw.mk-style.com/
http://pw.mk-style.com/
http://ta.mk-style.com/
http://yume.mk-style.com/
http://lc.mk-style.com/
http://sh.mk-style.com/

