
 

 

平成27 年9 月9 日 

各位 

会 社 名 GMO ゲームポット株式会社 

（URL http://www.gamepot.co.jp/） 

『姫王と最後の騎士団』『姫王と最後の騎士団』『姫王と最後の騎士団』『姫王と最後の騎士団』事前登録事前登録事前登録事前登録者数者数者数者数 7777 万人を突破万人を突破万人を突破万人を突破    獲得できる魔石は獲得できる魔石は獲得できる魔石は獲得できる魔石は 2100210021002100 個に増量中個に増量中個に増量中個に増量中    

さらにさらにさらにさらに注目の着せ替え要素について注目の着せ替え要素について注目の着せ替え要素について注目の着せ替え要素について先行公開！先行公開！先行公開！先行公開！    
 

オンラインゲームの開発・運営を行う GMO ゲームポット株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：服 

部直人、以下 GMO ゲームポット）は、GMO ゲームセンター株式会社が提供する、ゲームアプリプラットフ

ォーム「G ゲー」にて提供開始予定の新作アプリ『姫王と最後の騎士団』の最新情報をお知らせいたしま

す。 

 

『姫王と最後の騎士団』事前登録者数が『姫王と最後の騎士団』事前登録者数が『姫王と最後の騎士団』事前登録者数が『姫王と最後の騎士団』事前登録者数が 7777 万人を突破万人を突破万人を突破万人を突破    

目指せ目指せ目指せ目指せ魔石魔石魔石魔石4000400040004000 個（個（個（個（10101010 万人）！！万人）！！万人）！！万人）！！    

    

  
 

 新作アプリ『姫王と最後の騎士団』 の事前登録者数が 7 万人を突破いたしました。 

 本日9 月9 日（水）時点での事前登録キャンペーンの特典は、「魔石2100 個（プレミアムガチャ 7 回分）」

となっています。 

 登録者数が 1 万人増えるごとに、特典のボリュームがアップします。ぜひ、事前登録受付期間にもれなく

ご登録ください。 

 

 本日サービス開始に先駆けて、『姫王と最後の騎士団』の豊富すぎる装備のバリエーションを一部先行

公開いたします。 

 どのファッションで冒険に挑むのか！？ イメージを膨らませて、サービス開始をお待ちください。 

 

 

『姫王と最後の騎士団』事前登録受付サイトは下記『姫王と最後の騎士団』事前登録受付サイトは下記『姫王と最後の騎士団』事前登録受付サイトは下記『姫王と最後の騎士団』事前登録受付サイトは下記URLURLURLURL よりご確認くださいよりご確認くださいよりご確認くださいよりご確認ください    

http://www.gamepot.co.jp/campaign/150820himeo/http://www.gamepot.co.jp/campaign/150820himeo/http://www.gamepot.co.jp/campaign/150820himeo/http://www.gamepot.co.jp/campaign/150820himeo/ 

    

    

    

    



 

 

■事前登録キャンペーン■事前登録キャンペーン■事前登録キャンペーン■事前登録キャンペーン    

 正式サービス開始前までの期間中に事前登録いただいた方には、正式サービス時にもれなく魔石

を 300 個プレゼントいたします。 

さらに、事前登録人数に応じて特典がパワーアップするキャンペーンも同時に開催中です。事前

登録を済ませるだけでもらえる「魔石300 個」に加え、登録人数が 1 万人増えるごとに、プレゼントす

る魔石の数を 300 個増量いたします。 

 事前登録者数が 10 万人を突破すると、プレミアムガチャ 13 回分に相当する魔石を 4000 個プレゼ

ントいたします。現在登録人数は 7 万人を突破！ 10 万人越えを目指し、周りの人と一緒に登録を済

ませましょう。 

 

登録人数登録人数登録人数登録人数    特典魔石特典魔石特典魔石特典魔石        

基本特典 魔石300 個（プレミアムガチャ 1 回分）  

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

登録人数 

6 万人突破 

魔石1800 個（プレミアムガチャ 6 回分） 達成！達成！達成！達成！    

登録人数登録人数登録人数登録人数    

7777 万人突破万人突破万人突破万人突破    

魔石魔石魔石魔石 2100210021002100 個（プレミアムガチャ個（プレミアムガチャ個（プレミアムガチャ個（プレミアムガチャ 7777 回分）回分）回分）回分）    達成！達成！達成！達成！    

登録人数 

8 万人突破 

魔石2400 個（プレミアムガチャ 8 回分）     

登録人数 

9 万人突破 

魔石2700 個（プレミアムガチャ 9 回分）     

登録人数 

10 万人突破 

魔石3000 個＋1000 個（プレミアムガチャ 13 回分＋魔石100 個）     

登録人数 

11 万人突破 

魔石4300 個（プレミアムガチャ 14 回分＋魔石100 個）     

・ 

・ 

・ 

・ 

    

※魔石とは 

魔石とは、スタミナ回復やユニットおよび装備を手に入れることができるガチャをまわすために必要

なアイテムです。魔石300 個はレアユニットやレア装備が入手できるプレミアムガチャ 1 回分に相当

します。 

 

■■■■TwitterTwitterTwitterTwitter キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン    

『姫王と最後の騎士団』公式アカウント【@himeo_gp】をフォローし、キャンペーンツイートをリツイート

していただいた人の中から抽選で 50 名様に魔石3000 個をプレゼントいたします。 

魔石3000 個はプレミアムガチャ 10 回分に相当するアイテムです。 

 

ぜひ両キャンペーンに参加して、『姫王と最後の騎士団』正式サービス開始日をお待ちください！ 

 

『姫王と最後の騎士団』事前登録受付サイトは下記『姫王と最後の騎士団』事前登録受付サイトは下記『姫王と最後の騎士団』事前登録受付サイトは下記『姫王と最後の騎士団』事前登録受付サイトは下記URLURLURLURL よりご確認くださいよりご確認くださいよりご確認くださいよりご確認ください    

http://www.gamepot.co.jp/campaign/150820himeo/http://www.gamepot.co.jp/campaign/150820himeo/http://www.gamepot.co.jp/campaign/150820himeo/http://www.gamepot.co.jp/campaign/150820himeo/



 

 

『姫王と最後の騎士団『姫王と最後の騎士団『姫王と最後の騎士団『姫王と最後の騎士団（ひめおう）（ひめおう）（ひめおう）（ひめおう）』』』』豊富すぎる豊富すぎる豊富すぎる豊富すぎる装備装備装備装備を一部先行公開を一部先行公開を一部先行公開を一部先行公開 

 

  『姫王と最後の騎士団』の魅力のひとつが、多彩な装備のバリエーションです。装備は「武器」「胴

部」「脚部」「頭部」の 4 つのパーツに分かれており、着せ替えパターンはなんと無限大！自分だけの

組み合わせをぜひお楽しみください。 

今回はその中からおすすめの着せ替えパターンをいくつかご紹介します。 

  

  
少女剣士らしさがあふれるファッション。 やさぐれ剣士でもカッコよくなる、海賊風ファッシ

ョン。 

  
ヘアカラーとあわせたブルーのうさ耳と装備。 和風ファッションも完備。くノ一気分も味わえる。 



 

 

  
頭部の装備はこんなものも・・・・・・。 ダンディーな紳士もバニーで可愛く変身。 

不可能を可能にするアプリ。 

  
メイド服とツインテールの相性は抜群。 できないファッションはない。 

 

あなたはどのファッションで冒険をはじめますか？サービス開始までにイメージを膨らませましょ

う！ 

次回は 2 つめのポイント「多岐に渡るゲームモード」についてご紹介いたします。次の情報公開に

ご期待ください。 



 

 

■■■■『姫王と最後の騎士団』『姫王と最後の騎士団』『姫王と最後の騎士団』『姫王と最後の騎士団』    基本情報基本情報基本情報基本情報    

    

    Google playGoogle playGoogle playGoogle play ストアストアストアストア    App StoreApp StoreApp StoreApp Store    

タイトルタイトルタイトルタイトル    姫王と最後の騎士団姫王と最後の騎士団姫王と最後の騎士団姫王と最後の騎士団    

（ひめおうとさいごのきしだん）（ひめおうとさいごのきしだん）（ひめおうとさいごのきしだん）（ひめおうとさいごのきしだん）    

姫王と最後の騎士団姫王と最後の騎士団姫王と最後の騎士団姫王と最後の騎士団    

（ひめおうとさいごのきしだん）（ひめおうとさいごのきしだん）（ひめおうとさいごのきしだん）（ひめおうとさいごのきしだん）    

提供開始日提供開始日提供開始日提供開始日    2015 年 秋予定 2015 年 秋予定 

利用料金利用料金利用料金利用料金    無料（一部アイテムの購入は有料） 無料（一部アイテムの購入は有料） 

提供カテゴリー提供カテゴリー提供カテゴリー提供カテゴリー    ゲーム＞ロールプレイング ゲーム＞ロールプレイング 

対応機種対応機種対応機種対応機種    Android iOS 

対応言語対応言語対応言語対応言語    日本語 日本語 

配信地域配信地域配信地域配信地域    日本    日本    

 

 (c)2015 GMO Gamepot Inc. All Rights Reserved. 

    



 

 

■『姫王と最後の騎士団』とは 

誰でもかんたん！指1 本でさくさくプレイできる 3DRPG。 

難しい操作は一切なし。敵味方が入れ交じる爽快な大乱闘も指1 本で実現できます。 

バトルで活躍する可愛らしいキャラクターは、自由に着せ替えを楽しめます。 

指先から繰り広げられるドラマチックなバトルを、ぜひお楽しみください。 

 

  

 

プレイヤーたちは、姫王が最後の秘策として残しておいた

「騎士団の団長」として「一人の姫」が「一国の女王」へと君臨

するまでの物語に巻き込まれていく… 

多数のキャラクターを指揮できる爽快バトル！ 

攻めて守って、また攻める爽快大合戦！ 

バトルの指揮はあなた次第 

  

指1 本でシンプル操作 

全ての操作が片手でできる 

サクサク進むお手軽RPG 

ド派手なスキルや、迫力あふれる召喚獣も指先ひとつで実

現 

指1 本で攻めまくれ！ 



 

 

  

かわいいキャラクターと豊富な装備 

 

組み合わせのパターンは無限大！ 

可愛く着飾って冒険に出かけよう！ 



 

 

GMOGMOGMOGMO ゲームポット株式会社ゲームポット株式会社ゲームポット株式会社ゲームポット株式会社についてについてについてについて    

GMOゲームポットは2001 年5月に設立した、オンラインゲーム等を開発・運営するサービスプロバイダーです。 

他社の追随を許さない高度なゲーム運営ノウハウや、海外開発会社とのリレーションシップを擁しており、幅広く展開する戦略的パートナーシ

ップ、ポートフォリオを組み合わせることにより、日本のオンラインゲーム業界のリーダーとしての地位を確立しております。 

さらに詳しい情報は、GMOゲームポットの各ホームページをご覧下さい。（ http://www.gamepot.co.jp/ ） 

 

オンラインゲームオンラインゲームオンラインゲームオンラインゲーム    

スカッとゴルフ パンヤ http://www.pangya.jp/ 

ファンタジーアース ゼロ http://www.fezero.jp/ 

ペーパーマン http://www.paperman.jp/ 

トキメキファンタジー ラテール http://www.latale.jp/ 

Wizardry Online http://www.wizardry-online.jp/ 

Wizardry Online †LIBERAL† http://liberal.wizardry-online.jp/ 

 

ブラウザゲームブラウザゲームブラウザゲームブラウザゲーム 

 

Livly Island COR http://www.livly.com/ 

フロンティアタクティクス 

戦国武将姫 MURAMASA 乱 

 

http://yahoo-mbga.jp/game/12021183/play 

http://yahoo-mbga.jp/game/12021838/play 

スマートフォンアプリスマートフォンアプリスマートフォンアプリスマートフォンアプリ 

姫王と最後の騎士団 

Wizardry Schema 

http://www.gamepot.co.jp/campaign/150820himeo/ 

http://www.wiz-s.jp 

わグルま★ http://star.waguruma.jp/ 

  

    


