
 

     

【報道関係者各位】 

2020 年 12 月 10 日 

株式会社ハピネット 

株式会社ハピネット(本社：東京都台東区、代表取締役社長：榎本誠一)は、2020 年 6 月に発売した Nintendo 

Switch 版に続き、PlayStation 4 版「ブリガンダイン ルーナジア戦記」を本日 2020 年 12 月 10 日（木）にワールドワ

イドで発売しました。アジア・北米地域におけるパッケージ販売と、世界の PS Store におけるダウンロード販売およ

び体験版の配信も行います。尚、本作は PlayStation 5 上でもプレイ可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■各種ゲーム情報やニュースはこちらから！ 

公式サイト：https://brigandine.happinet-games.com/ 

公式 Twitter[日本語版]：https://twitter.com/BRIGANDINE_LoR 

公式 Twitter[英語版]：https://twitter.com/BRIGANDINE_TLoR 

 

■本日より PS Store にて PS4 無料体験版の配信＆ダウンロード版の販売開始！ 

「ブリガンダイン ルーナジア戦記」はファンタジーの世界を舞台にした国取りシミュレーションゲームです。 

群雄割拠する 6 つの勢力からいずれかを選び、戦場で勝利を重ね大陸すべての拠点を制覇することがゲームの

目的です。 

体験版では、大陸北西に領土を有するノーザリオ王国で自国拠点を 7 つにするまで、10 節の期間を上限にメイン

モードを楽しむことができます。 

 

 

果てなき戦場のファンタジー 

国取りシミュレーション 

 
ファンタジー×国取りシミュレーション 

PlayStation 4 用ソフト「ブリガンダイン ルーナジア戦記」 
2020 年 12 月 10 日（木）発売！ 

https://brigandine.happinet-games.com/
https://twitter.com/BRIGANDINE_LoR
https://twitter.com/BRIGANDINE_TLoR


 

（体験版ゲーム仕様） 

※選択できる勢力はノーザリオ王国（君主：ルビーノ）のみです。製品版では 6 つの勢力から自由に選択できます。 

※難易度は「EASY」のみです。製品版では「EASY」「NORMAL」「HARD」「CUSTOM」から自由に選択できます。 

※ストラテジーゲームが初めての方でも遊びやすいよう、敵軍から自軍への侵攻を制限した製品版と異なる仕様と

なっています。 

※体験版から製品版へのセーブデータ引継ぎには対応しておりません。 

 

また同日より PS4 ダウンロード版の販売を開始しました。PS Store 購入特典は「ブリガンダイン ルーナジア戦記」

オリジナルテーマです。 

 

無料体験版・ダウンロード版の購入はこちら 

 

■本日より PS4 無料アップデート「タイタンと不落の戦場」配信開始！ 

今回の無料アップデートでは、新モンスターやカスタム要素、遊びやすさを向上させる複数の機能を追加しました。

奥深いやり込み要素を備えた本作を、より一層楽しんでいただくことができます。 

 

「タイタンと不落の戦場」トレーラー：https://youtu.be/_HwXZx8uTqQ 

 

1．新たな難易度「CUSTOM（カスタム）」の追加により、さらに自由なプレイスタイルへ 

新モード「CUSTOM（カスタム）」では、8 つの項目を自分で設定することが可能です。初心者でも気軽に遊べる簡単

な難易度から超高難易度まで、幅広い難易度環境で大陸統一を目指すことができます。 

2．新モンスターの追加で、さらに多彩な部隊戦術が可能に！ 

多種多様なモンスターを従え部隊を編成し、戦場で勝利を目指す本作に新しいユニットが追加されます。 

高い攻撃力を活かして前線で戦う「ギガース」種族に、第 3 段階目のクラス『タイタン』が追加されました。圧倒的な

破壊力の直線 2 マス攻撃や、新たなパッシブスキルで更なる活躍が期待できます。 

「ゴブリン」種族にも第 3 段階目のクラス『シャドウゴブリン』が追加されました。移動後に使用できる状態異常攻撃

と高いクリティカル率で敵陣を混乱に陥れる強力なモンスターユニットです。 

3．「より遊びやすく」「さらにやり込む」ための追加機能を複数実装 

「戦場パートのオートボタン導入」「アイテム管理メニューの追加」「クエスト機能の拡充」「AI のブラッシュアップ」な

ど、複数の新たな仕様・機能を追加しました。詳細は公式サイトよりご確認いただけます。 

公式サイト更新データ詳細：https://brigandine.happinet-games.com/news/bdpatchnote123/ 

 

■公式 Twitter にて発売記念キャンペーンを実施！ 

PlayStation 4 版「ブリガンダイン ルーナジア戦記」の発売を記念し、12 月 10 日（木）よりブリガンダイン公式

Twitter にてフォロー＆リツイートキャンペーンを実施します。 

キャンペーンにご参加いただいた方の中から、抽選で 2 名様に＜PlayStation 4 本体（CUH-2200AB01）＋

PlayStation 4 版「ブリガンダイン ルーナジア戦記」Limited Edition＞をプレゼント！ 

詳細は 12 月 10 日（木）に公式アカウントよりお知らせします。 

また今後も公式 Twitter ではゲームの様々な情報を発信してまいりますのでぜひフォローしてください。 

 

 

 

 

 

 

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0530-CUSA20315_00-BRIGANDINETLOR00
https://youtu.be/_HwXZx8uTqQ
https://brigandine.happinet-games.com/news/bdpatchnote123/


 

■「ブリガンダイン ルーナジア戦記」のグッズ展開開始！ 

《Amazon.co.jp にてオリジナルグッズの予約開始》 

予約開始日：2020 年 12 月 10 日（木） 

T シャツやパーカー、ピンバッジセット等のオリジナルグッズが登場。 

Amazon.co.jp 公式サイト⇒ ご予約はこちらから 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《ファミマプリントでブロマイド販売開始》 

販売期間：2020 年 12 月 10 日（木）10:00～2021 年 2 月 28 日（日）23:59 

ブロマイドには、6 ヶ国君主と 8 月に実施した人気投票キャンペーンで TOP30 にランクインした騎士が登場。更に、

攻略ガイドとして使用可能な戦闘計算式ブロマイドもラインナップ。 

ファミリーマート店内マルチコピー機にてお買い求めいただけます。（一部店舗を除く） 

ファミマプリント公式サイト：https://fp.famima.com/game/brigandine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.co.jp/s?k=4562447681724%7C4573585260153%7C4573585260177%7C4573585260160&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&ref=nb_sb_noss
https://fp.famima.com/game/brigandine


 

■「ブリガンダイン ルーナジア戦記」について 

 
本作は、乱世を迎えたファンタジー世界「ルーナジア大陸」を舞台とする国取りシミュレーションゲーム（ターン制スト

ラテジーゲーム）です。プレイヤーは 6 つの勢力からいずれかを選び、100 人以上の騎士と召喚モンスターで部隊

を編成、戦場で部隊戦を繰り広げ勝利を重ねることで大陸の制覇を目指します。 

大陸の全ての勢力・騎士・モンスターは敵味方すべてが絶えず戦い成長しています。そのため、大陸の勢力図や

戦況は遊ぶたびに変化し、あなたの采配で生まれるあなただけのドラマを楽しむことができます。 

6 つの勢力それぞれに用意された異なる物語とプレイフィールを楽しめる「メインモード」に加えて、「チャレンジモー

ド」（異説の章）と「コンテンツの収集・鑑賞モード」（史書の追憶）をご用意しています。 

より具体的なゲームシステムについては、公式サイトをご覧下さい。https://brigandine.happinet-games.com/ 

 

■クリエイター・キャスト 

プロデューサー・ゲームデザイン 五十嵐一開 

ディレクター 大和田智史 

シナリオ 寺田憲史 

アート・キャラクターデザイン 風間雷太 

音楽 佐藤天平 

 

キャスト 

100 人以上の登場キャラクターを一部公開。本作は全編フルボイスで展開します。 

ノーザリオ王国 

ルビーノ四世（斉藤壮馬）、グラドス（三宅健太）、アンジェ・シズラー（三木眞一郎）、ジウ（勝生真沙子） 

イエナ・シズラー（本泉莉奈）、ピック（田中あいみ）、ルビーノ三世王（川島得愛） 

 

ガイ・ムール共和国 

エルザ・ウザーラ（上田麗奈）、ムウア（樫井笙人）、ダリアン（神尾晋一郎）、カイン（駒田航） 

 ケイト（豊口めぐみ）、シュガー（林鼓子） 

 

シノビ族 

タリア（田中美海）、デラ（恒松あゆみ）、メデッサ（根本圭子）、シド（羽多野渉） 

アンクル・トビー（坂口候一）、ヨーゼ（園部啓一）、レイ（茜屋日海夏） 

 

グスタファ神聖帝国 

ティム・グスタフ（江口拓也）、アルスン（宗矢樹頼）、ジンジャー・グスタフ（加藤英美里） 

ハザロフ（千葉繁）、ココ（柚木涼香）、 ？？？（宮田幸季）、ジャズ（朝日奈丸佳） 

 

マナ・サリージア法王国 

ルド・マルコ（武内駿輔）、ギリアム（宇垣秀成）、カイル（土田大）、セレナ（芹澤優） 

エマ（吉岡茉祐）、ロマヌフ法王（関俊彦） 

https://brigandine.happinet-games.com/


 

 

ミレルバ諸島連邦 

ステラ・ハーメット（赤﨑千夏）、プルート（伊東健人）、ギニアム・ハーメット（大林隆介） 

アデュー（中島ヨシキ）、ウミマル（河本邦弘） 

 

？？？（玄田哲章） ？？？（高山みなみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【商品概要】 

タイトル：ブリガンダイン ルーナジア戦記（英題：BRIGANDINE The Legend of Runersia） 

発売日：Nintendo Switch™：2020 年 6 月 25 日（木） 

PlayStation®4：2020 年 12 月 10 日（木） 

価格：通常版/DL 版：7,200 円（税別） 

    Limited Edition：11,800 円(税別) 

※Limited Edition は数に限りがございます 

対応機種：Nintendo Switch™/PlayStation®4 

ジャンル：ファンタジーウォーシミュレーション 

プレイ人数：1（オンラインプレイ非対応） 

CERO：C 

言語：日本語・英語・簡体字・繁体字 

コピーライト：©Happinet 

公式サイト：https://brigandine.happinet-games.com/ 

公式 Twitter[日本語版]：https://twitter.com/BRIGANDINE_LoR 

公式 Twitter[英語版]：https://twitter.com/BRIGANDINE_TLoR 

PlayStation 4 版トレーラー：https://youtu.be/C6AGfxrN9ok 

Nintendo Switch のロゴ・Nintendo Switch は任天堂の商標です。 

"PlayStation ファミリーマーク"、"PlayStation"、"PlayStation4 ロゴ"は株式会社ソニー・インタラクティブ

エンタテインメントの登録商標または商標です。 

 

 

 

 

 

･････････････ このニュースリリースに関するお問い合わせ先 ･････････････ 
株式会社ハピネット ゲームパブリッシング部 宣伝広報担当 メール：info-games@hsn.happinet.co.jp 

〒111-0042 東京都台東区寿2-10-16 フォーラム浅草田原町9F  

https://brigandine.happinet-games.com/
https://twitter.com/BRIGANDINE_LoR
https://twitter.com/BRIGANDINE_TLoR
https://youtu.be/C6AGfxrN9ok
mailto:info-games@hsn.happinet.co.jp

