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■■■■『ケリ姫スイーツ』『ケリ姫スイーツ』『ケリ姫スイーツ』『ケリ姫スイーツ』    

コラボドレス「侍ジャパン応援ユニ」が登場いたします。「侍ジャパン応援ユニ」は期間限定でフレンドスロッ

トから入手することができます。姫のユニフォーム姿は必見です。 

    

実施期間： 2015 年 11 月 2 日（月）11：00 ～ 2015 年 11 月 16 日（月）10：59 

    

特設ページ： http://kerihime.gungho.jp/kps/event/1511_samurai_8oq16.html 

 

■■■■『ディバインゲート』『ディバインゲート』『ディバインゲート』『ディバインゲート』    

イベント期間中、友情スクラッチのラインナップに「侍ジャパン」ユニフォーム姿のイベント限定ユニット「聖打

者サンタクローズ」が追加されます。 

    

実施期間： 2015 年 11 月 6 日（金）11：00 ～ 2015 年 11 月 12 日（木）10：59 

    

特設ページ：  http://divine.gungho.jp/member/collabo/wbsc/ 

 

■■■■『サモンズボード』『サモンズボード』『サモンズボード』『サモンズボード』    

サモンズボードでは 11 月 2 日（月）から、「侍ジャパン」を応援する各種イベントを開催！ログインルーレット

で光結晶を獲得しやすくなる「師範代チャンス」や育成に役立つ各種イベント等、6 つの豪華イベントを開催

します。 

    

実施期間： 2015 年 11 月 2 日（月）11：00～ 

※各イベントにより開始と終了日時が異なります。詳細は「サモンズボード」特設ページにてご確認ください。 

    

特設ページ： http://sb.gungho.jp/member/event/2015/11-samuraijapan/ 

    

 (C)2013 SAMURAI JAPAN  

 (C)GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. 

    

    

【ガンホーは、侍ジャパンを応援しています】【ガンホーは、侍ジャパンを応援しています】【ガンホーは、侍ジャパンを応援しています】【ガンホーは、侍ジャパンを応援しています】    

「世界における野球の頂点」を目指す侍ジャパン。「世界一のエンターテイメント企業」を目指すガンホー。 

両者に共通するのは「世界 No.1 への挑戦」。”世界の頂点を目指す侍ジャパンの強さ”と”野球のエンター

テイメント性”に共感し、ガンホーはこの度、「侍ジャパン」のオフィシャルパートナーとして協賛することを 

決定いたしました。 

ガンホー「侍ジャパン」応援特設サイト： 

http://japan-baseball.gungho.jp/ 
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GungHo Online Entertainment, Inc.
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百万円（2015
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