
 

2021年11月29日 

クルーズ株式会社 

 

クルーズ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：小渕 宏二）の 100％子会社である

Studio Z株式会社（本社：東京都港区 代表取締役 CEO：池幡賢）は、好評放送中の TVアニメ

『SHAMAN KING（シャーマンキング）』を題材とした初のスマートフォン向けアプリゲーム『SHAMAN 

KING ふんばりクロニクル（通称：ふんクロ）』の正式サービス開始を 2021年 12月 8日(水)と決定し

たことをお知らせいたします。 

正式サービス開始までを最大限に盛り上げるべく、未公開のキャラクターボイス公開に加え、応援

してくれた皆さまに正式サービス前に感謝の気持ちを込めたリツイートキャンペーンも開催いたしま

す。正式サービス開始までの数日間を是非ともお楽しみください。 

 

▸事前登録サイト： https://shamanking-game.com 

▸公式 Twitter： https://twitter.com/SHAMANKING_GAME 

 

■正式サービス開始日の決定 

 
『SHAMAN KING ふんばりクロニクル（通称：ふんクロ）』は、正式サービスの開始を 2021年 12月 8

日(水)とすることを決定いたしました。事前登録をまだお済みでない方はお忘れなくご登録ください。 

▸App Store予約注文ページ： https://apps.apple.com/jp/app/id1547933023 

▸Google Playストア事前登録ページ： 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.studioz.shamanking 

完全新作 TV アニメ『SHAMAN KING』 

初のアプリゲーム『SHAMAN KING ふんばりクロニクル』、 

正式サービス開始が 12 月 8 日(水)に決定！ 

記念するキャラボイスを初公開！お得なリツイートキャンペーンも開催！ 

https://shamanking-game.com/
https://twitter.com/SHAMANKING_GAME
https://apps.apple.com/jp/app/id1547933023
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.studioz.shamanking


 

 
 

■公式 Twitter でのボイスメッセージの大公開 

 
 

正式サービスの開始日決定を記念し、『ふんクロ』に登場するキャラクターからのボイスメッセージを

2021年 11月 30日（火）より公式 Twitter上で順次公開いたします。どれもここでしか聴けないもの

なため、どんなメッセージが聴けるかは皆さんご自身でお確かめください。まだ公式 Twitter をフォ

ローされていない方は、これを機にフォローもお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 



 

▸公式 Twitter： https://twitter.com/SHAMANKING_GAME 

＜ボイスメッセージ公開予定のキャラクター＞ ※敬称略、順不同 

麻倉 葉 (CV： 日笠陽子） 

恐山アンナ (CV： 林原めぐみ） 

阿弥陀丸 (CV： 小西克幸） 

小山田まん太 （CV： 犬山イヌコ） 

道 蓮 （CV： 朴璐美） 

梅宮竜之介 （CV： 田中正彦） 

ホロホロ （CV： うえだゆうじ） 

ファウストⅧ世 （CV： 子安武人） 

アイアンメイデン・ジャンヌ （CV： 堀江由衣） 

玉村たまお （CV： 水樹奈々） 

 

＜ご注意＞ 

・予定は予告なく変更する場合がございます 

 

■『ふんクロ』公式 Twitter フォロワー19.75万人突破！！感謝 RTキャンペーンの開催 

 
公式 Twitter フォロワー19.75万人(197,500人)突破を記念しまして、「SHAMAN KING Blu-ray 

BOX1初回生産限定盤」や「『ふんクロ』オリジナル QUOカード Pay」が当たるリツイートキャンペー

ンを 2021年 11月 29日(月)より開催いたします。応募はどなたでも簡単なため、奮ってご参加くだ

さい。 

 

＜キャンペーン応募方法＞ 

・手順(1)公式 Twitter をフォロー 

▸公式 Twitter： https://twitter.com/SHAMANKING_GAME 

 

・手順(2)以下キャンペーンの該当ツイートをリツイート 

https://twitter.com/SHAMANKING_GAME/status/1464911956473565187 

 

・手順(3) 手順(2)の該当ツイート内にあるボタンよりストア予約 

 ※既に予約済みの方は再度予約する必要はありません 

https://twitter.com/SHAMANKING_GAME
https://twitter.com/SHAMANKING_GAME
https://twitter.com/SHAMANKING_GAME/status/1464911956473565187


 

＜抽選プレゼント内容＞ 

・SHAMAN KING Blu-ray BOX1初回生産限定盤： 1名様 

・チョコラブグッズ 4点セット： 5名様 

・『SHAMAN KING ふんばりクロニクル』オリジナル QUOカード Pay 3,000円分： 10名様 

＜キャンペーン期間(応募期間)＞ 

開催中 ～ 2021年 12月 7日(火) 23:59まで 

 

＜ご注意＞ 

・キャンペーンの応募の際には、手順(2)の該当ツイートにリプライされている応募規約をご覧くださ

い 

・予定は予告なく変更する場合がございます 

 

■開催中の他キャンペーンのご紹介

 
 

①事前登録者数 30万人感謝キャンペーン 

＜参加方法＞ 

公式 Twitterの以下ツイートをご覧ください。 

https://twitter.com/SHAMANKING_GAME/status/1461574966076325893 

 

＜開催期間＞ 

開催中 ～ 2021年 12月 3日（金）23:59まで 

https://twitter.com/SHAMANKING_GAME/status/1461574966076325893


 

 
②ふんばりミッションキャンペーン 

 

＜参加方法＞ 

以下キャンペーンページをご覧ください。 

▸「ふんばりミッションキャンペーン」ページ： https://shamanking-game-missioncp.com 

 

＜開催期間＞ 

開催中 ～ 『SHAMAN KING ふんばりクロニクル』のリリース前日 23:59まで 

 

■『SHAMAN KING ふんばりクロニクル』とは 

『SHAMAN KING ふんばりクロニクル（通称：ふんクロ）』は、TVアニメ『SHAMAN KING』初の公式ス

マートフォン向けゲーム作品です。 

『SHAMAN KING』の世界観を忠実に再現したハイクオリティ 3Dグラフィックのバトルや、 

新感覚の「Mangatic（マンガチック）モード」でストーリーの追体験ができる機能など、昔からのファン

はもちろん、初めて『SHAMAN KING』に触れる方でもその世界に没入できる作品になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■TVアニメ『SHAMAN KING』とは 

https://shamanking-game-missioncp.com/


 

武井宏之氏によるシリーズ累計 3,800万部突破の大人気コミックス『SHAMAN KING』を原作とす

る、2021年 4月よりテレビ東京系にて絶賛放送中の完全新作 TVアニメです。 

2020年 6月に新作アニメ化を発表した際には Twitter 世界トレンド 1位を獲得するなど、1998年

の連載開始から 20年以上経った今でも国内外で大変な人気を誇っております。 

▸公式サイト: https://shamanking-project.com/ 

 

■アプリ概要 

アプリ名： SHAMAN KING ふんばりクロニクル 

ジャンル： 500年に 1度のスマホ RPG 

リリース予定時期： 2021年 12月 8日（水） 

対応 OS： iOS/Android 

利用料金： 基本プレイ無料(一部アプリ内課金あり) 

▸事前登録サイト： https://shamanking-game.com 

▸ストア事前予約 URL： https://shamanking-game.onelink.me/1ZC8/15f902f3 

▸公式 Twitter： https://twitter.com/SHAMANKING_GAME 

▸公式 LINE： https://lin.ee/HGPrrlI 
▸公式 YouTube： https://www.youtube.com/channel/UC-LDBZOJze0pfTDvkKRf7ow 

 

■コピーライト表示について 

以下の表示をお願いいたします 

©武井宏之・講談社／SHAMAN KING Project.・テレビ東京 ©Studio Z, Inc.  

 

■Studio Zについて 

Studio Zは、クルーズ株式会社にて数々のヒット作を世に送り出してきたゲームクリエイターを集結

し、少数精鋭でスマートフォン向けゲームの企画・開発・運営を行うエンターテインメント企業です。 

「メチャクチャオモシロイをツクル」をビジョンに掲げ、2016年 11月にクルーズ株式会社の 100％連

結子会社として誕生しました。 

 

■クルーズについて 

クルーズ株式会社は『SHOPLIST.com by CROOZ』を軸に、EC領域に関連する複数のサービスを展

開する「ECソリューションカンパニー」です。「20XX年までに時価総額1兆円以上」という超長期的目

標を最速で実現するべく「CROOZ永久進化構想」を活用して、クルーズの次世代を担う起業家を育

成し、『SHOPLIST.com by CROOZ』で培ってきたノウハウと実績を元に、EC領域に関連する複数の

サービスを展開する「ECソリューションカンパニー」のリーディングカンパニーを目指します。 

 

 

■本件に関するお問い合わせ 

クルーズ株式会社 

担当：広報担当 

Mail：crooz_pr@crooz.co.jp 
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≪会社概要≫ 

社 名 ：クルーズ株式会社 

所 在 地 ：東京都品川区西品川 1-1-1 大崎ガーデンタワー 

設 立   ：2001年 5月 24日 

資 本 金 ：4億 6,016万円 

事 業内 容 ：純粋持株会社として当社グループの経営戦略の立案、 

及び子会社への投資、経営目標の立案・実行の支援 

 

 

≪会社概要≫ 

 

社 名  ：Studio Z株式会社 

所 在 地 ：東京都港区六本木 6-8-10 

設 立  ：2016年 11月 1日 

資 本 金 ：1億 2,000万円 

事 業内 容 ：スマートフォン向けゲームの企画、開発、運営 

 

 
 


