
 

  

   

【報道関係者各位】 

2019 年 11 月 1 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 Nintendo Switch™にて 2020 年春に 

発売する「ブリガンダイン ルーナジア戦記」の公式 Twitter にてフォロー&リツイートキャンペーンを実施致します。

また、ショップ別特典一覧を公開致しました。 

■「ブリガンダイン ルーナジア戦記」公式 Twitter フォロー&RT キャンペーン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブリガンダイン公式 Twitter（@BRIGANDINE_LoR）をフォローしてキャンペーンツイートをリツイートして頂いた方に

「君主 6 人の声優直筆サイン色紙」を抽選で 6 名様にプレゼントをするフォロー&RT キャンペーンを実施します。 

・プレゼント内容 

ノーザリオ王国 君主 ルビーノ役 斉藤壮馬さん 直筆サイン色紙 １名 

ガイ・ムール共和国 君主 エルザ役 上田麗奈さん 直筆サイン色紙 １名 

シノビ族 君主 タリア役 田中美海さん 直筆サイン色紙 １名 

グスタファ神聖帝国 君主 ティム役 江口拓也さん 直筆サイン色紙 １名 

マナ・サリージア法王国 君主 ルド役 武内駿輔さん 直筆サイン色紙 １名 

ミレルバ諸島連邦 君主 ステラ役 赤﨑千夏さん 直筆サイン色紙 １名 

・応募期間 

2019 年 11 月 1 日（金）～11 月 13 日（水）23：59 まで 

詳細は http://brigandine.happinet-games.com/news/twittercp1/をご確認ください。 

果てなき戦場のファンタジー 

国取りシミュレーション 

ブリガンダイン ルーナジア戦記 

 

Nintendo Switch「ブリガンダイン ルーナジア戦記」 

君主 6 人を演じた声優の直筆サイン色紙が当たる Twitter キャンペーンを開始 

ショップ別特典一覧公開・TGS 先行公開のオリジナル MV 公開中 
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■ショップ別特典公開 

ショップ別特典一覧を公開致しました。 

詳細は https://brigandine.happinet-games.com/spec/をご確認下さい。 

ニンテンドーe ショップ Amazon.co.jp 

DLC『騎士＆モンスター育成セット』 

※ニンテンドーe ショップではまだ「あらかじめダウンロード」を実施しておりません。 

DLC『ステータスアップ 秘薬セット』 

ハピネット・オンライン ゲオ 

DLC『ステータスアップ 強化薬セット』 オリジナルスチールブック 

ヨドバシカメラ ビックカメラ・ソフマップ・コジマ 

オリジナル A4 クリアファイル「ノーザリオ王国」 オリジナル A4 クリアファイル「ガイ・ムール共和国」 

TSUTAYA ヤマダ電機 

オリジナル A4 クリアファイル「シノビ族」 オリジナル A4 クリアファイル「マナ・サリージア法王国」 
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トレーダー 楽天ブックス 

オリジナル A4 クリアファイル「ミレルバ諸島連邦」 オリジナル A4 クリアファイル「グスタファ神聖帝国」 

Joshin 古本市場 

オリジナルマイクロファイバークロス 

 

 

オリジナルクリアしおり 

 

WonderGOO あみあみ 

オリジナルタンブラー「ガイ・ムール共和国」 

 

オリジナルアクリルキーホルダー6 種セット 

 

Neowing 

オリジナル缶マグネット

 
※特典の有無、残数、販売方法などの詳細は各ショップにてお問い合わせください。 

※デザインはイメージです。実際のものとは異なる場合がございます。 

※DLC で手に入るアイテム・モンスターは全てゲーム内で手に入るものです。 



 

■東京ゲームショウで先行公開したオリジナル MV を公開中！ 

東京ゲームショウ 2019 にて先行公開した 6 カ国の編成テーマの MV を現在公開中です。 

本作の楽曲を手掛けた佐藤天平氏によるそれぞれの国と君主の物語を投影したテーマ音楽です。 

 

・ノーザリオ王国（ブリガンダイン MV「Norzaleo」） 

https://youtu.be/4EdA6cdTjUE 

・ガイ・ムール共和国（ブリガンダイン MV「Guimoule」） 

https://youtu.be/X3mtwXNtm3I 

・シノビ族（ブリガンダイン MV「Shinobi」） 

https://youtu.be/ng1OHu7KypA 

・マナ・サリージア法王国（ブリガンダイン MV「Mana Saleesia」） 

https://youtu.be/rqNm_92_6qw 

・ミレルバ諸島連邦（ブリガンダイン MV「Mirelva」） 

https://youtu.be/XY_Fp9z9b6o 

・グスタファ神聖帝国（ブリガンダイン MV「Gustava」） 

https://youtu.be/q4C2K1Im0kM 

 

■「ブリガンダイン ルーナジア戦記」について 

2000 年にイースリースタッフ（現ハピネット）が発売した「ブリガンダイン グランドエディション」から 20 年の時を経

て、新たに始動した「ブリガンダイン」のプロジェクトです。 

シナリオに寺田憲史氏、アート・キャラクターデザインに風間雷太氏、音楽に佐藤天平氏を迎えた本作のクリエイタ

ー、100 人以上の登場キャラクターをフルボイスで演じたキャスト陣により創出されるファンタジーの世界、ブリガン

ダインシリーズならではの奥深いゲーム性、そして新たに始動する「ブリガンダイン」の様々な今後の展開にご期待

ください。 

＜大陸の制覇を目指す国取りシミュレーションゲーム＞ 

６つの勢力、４０以上の拠点、１００人以上の騎士と５０種以上のモンスターが存在。 

どの君主となり、どの騎士とモンスターで部隊を編成し、どの拠点へ進軍するか？ 

その戦い方はプレイヤーの自由です。自分の戦略と戦術で自国を大陸制覇に導きましょう。 

＜奥深い部隊戦と育成要素＞ 

ターン制で進むヘックス（六角形）で構成されたバトルマップでの戦いは本作の大きな魅力です。 

ユニットのスキルや属性、包囲効果や地形効果、部隊戦術で勝利をつかみましょう。 

登場する全ての国、騎士、モンスター達は絶えず戦いを繰り広げ、成長していきます。 

「クラスチェンジ」や「装備品・アイテム収集」などの育成要素も豊富です。 
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・公式サイト・1st トレーラー、公式 Twitter 

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

［トレーラー］ https://youtu.be/kkwKpNJnSOA 

［Twitter］ https://twitter.com/BRIGANDINE_LoR 

 

■豪華特装版 「ブリガンダイン ルーナジア戦記 Limited Edition」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・オリジナルサウンドトラック「Music of Runersia」CD2 枚組（音楽：佐藤天平） 

佐藤天平氏作編曲による重厚で壮大な楽曲全 38 曲を収録（オーケストラ収録曲含む) 

・ビジュアルブック「Art of Runersia」（イラスト：風間雷太） 

風間雷太氏が描き下ろした騎士や史書のビジュアルとそれらの設定画を収録したビジュアルブック 

（B5 サイズ、約 50P） 

・攻略本「Tactics of Runersia」 

登場する 100 人以上の騎士・モンスターのデータやクラスチェンジ派生、武器、マップなど、 

ゲームの攻略要素を網羅した公式ガイドブック（B6 サイズ、約 100P） 

・風間雷太描き下ろし特装ボックス 

風間雷太氏描き下ろしの限定版オリジナルのパッケージが印刷された収納ボックス 

【注意事項】 

画像はイメージです。 

数に限りがございます。無くなり次第終了とさせていただきますのであらかじめご了承ください。 

内容・仕様は予告無く一部変更になる場合がございます。 

一部店舗では取り扱いがない場合がございます。詳しくは店舗にお問い合わせください。 
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･････････････ 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 

〒176-0012 東京都練馬区豊玉北5-14-6 新練馬ビル4F  

【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：2020 年春  

価格：通常版/DL 版：7,200 円（税別） 

    Limited Edition：11,800 円(税別) 

対応機種：Nintendo Switch™ 

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：未定 

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：https://twitter.com/BRIGANDINE_LoR 

1st トレーラー：https://youtu.be/kkwKpNJnSOA 
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