
 

 

平成27 年9 月18 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』AndroidAndroidAndroidAndroid 版版版版ついについについについに本日本日本日本日 9999 月月月月 18181818 日日日日（金）（金）（金）（金）よりよりよりよりサービス開始！サービス開始！サービス開始！サービス開始！    

シルバーウィークは「ひめおう」をシルバーウィークは「ひめおう」をシルバーウィークは「ひめおう」をシルバーウィークは「ひめおう」を楽しもう楽しもう楽しもう楽しもう    
 

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、本日9月18日（金）、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」にて新作アプリ『姫王と最後の騎士団（ひめおう）』のサービスを開始

いたします。 

    

あなただけの騎士団であなただけの騎士団であなただけの騎士団であなただけの騎士団でいざ出陣！いざ出陣！いざ出陣！いざ出陣！    

誰でも簡単さくさくプレイ誰でも簡単さくさくプレイ誰でも簡単さくさくプレイ誰でも簡単さくさくプレイ    『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』    いよいよ本格始動いよいよ本格始動いよいよ本格始動いよいよ本格始動    

  
 本日9 月18 日（金）より、GMO ゲームポット新作アプリ『姫王と最後の騎士団（ひめおう）』が本格始動い

たします。 

『姫王と最後の騎士団』とは、誰でも簡単に指1 本でプレイができる 3DRPG です。 

難しい操作は一切なく、ド派手なスキルや迫力あふれる召喚獣も片手で簡単に実現！ 敵味方が入り

交じる爽快な大乱闘も指1 本で操作することができます。 

 

さらに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むこともでき、そのバリエーシ

ョンは 50 億通り以上。 

 

指先から繰り広げられるドラマチックなバトルをお楽しみください。 

 

サービス開始を記念して、特別キャンペーン、イベントを開催いたします。 

シルバーウィークは『姫王と最後の騎士団』の記念イベントにぜひご参加ください。 

 

『姫王と最後の騎士団（ひめおう）』の詳細は下記『姫王と最後の騎士団（ひめおう）』の詳細は下記『姫王と最後の騎士団（ひめおう）』の詳細は下記『姫王と最後の騎士団（ひめおう）』の詳細は下記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.himeo.gamepot.co.jp/http://www.himeo.gamepot.co.jp/http://www.himeo.gamepot.co.jp/http://www.himeo.gamepot.co.jp/    



 

 

祝サービス開始！「かけだし騎士団、祝サービス開始！「かけだし騎士団、祝サービス開始！「かけだし騎士団、祝サービス開始！「かけだし騎士団、前進前進前進前進！」イベント開催！」イベント開催！」イベント開催！」イベント開催    

  
 9 月24 日（木）14：00 までの期間限定で、「かけだし騎士団、前進！」イベントを開催いたします。 

 イベント期間中、全90 ステージをクリアすると、ガチャチケットや、プレミアムガチャチケットを手に入れ

ることができます。使用できるのは、自分が持っているユニットだけ。ぜひ、腕試ししてみてください。 

ステージステージステージステージ 1111    ガチャチケット×ガチャチケット×ガチャチケット×ガチャチケット×1111    

ステージステージステージステージ 10101010    ガチャチケット×ガチャチケット×ガチャチケット×ガチャチケット×1111    

ステージステージステージステージ 20202020    ガチャチケット×ガチャチケット×ガチャチケット×ガチャチケット×1111    

ステージステージステージステージ 30303030    ガチャチケット×ガチャチケット×ガチャチケット×ガチャチケット×1111    

ステージステージステージステージ 40404040    ガチャチケット×ガチャチケット×ガチャチケット×ガチャチケット×1111    

ステージステージステージステージ 50505050    ガチャチケット×ガチャチケット×ガチャチケット×ガチャチケット×1111    

ステージステージステージステージ 60606060    ガチャチケット×ガチャチケット×ガチャチケット×ガチャチケット×1111    

ステージステージステージステージ 70707070    ガチャチケット×ガチャチケット×ガチャチケット×ガチャチケット×1111    

ステージステージステージステージ 80808080    ガチャチケット×ガチャチケット×ガチャチケット×ガチャチケット×1111    

ステージステージステージステージ 90909090    プレミアムガチャチケット×プレミアムガチャチケット×プレミアムガチャチケット×プレミアムガチャチケット×1111    

※上記番号のステージをはじめてクリアした際に、報酬が入手できます。 

※「かけだし騎士団、前進！」イベントの報酬はクリア時に所持品に加わります。 

    

■ガチャチケットとは？ 

ユニットや装備が手に入る「チケットガチャ」を 1 回遊ぶことができるアイテムです。 

■プレミアムガチャとは？ 

★3 以上のユニットや装備が必ず出現する「プレミアムガチャ」を 1 回遊ぶことができるアイテムで

す。 

    

AndroidAndroidAndroidAndroid 版リリース記念ガチャ登場版リリース記念ガチャ登場版リリース記念ガチャ登場版リリース記念ガチャ登場    

とっても役立つ★とっても役立つ★とっても役立つ★とっても役立つ★4444 ユニットを手に入れよう！ユニットを手に入れよう！ユニットを手に入れよう！ユニットを手に入れよう！    

    
『姫王と最後の騎士団』をスタートしてから、最初の 7 日間、1 度だけ魔石でプレイできる「Android リリー

ス記念ガチャ」が登場いたします。 



 

 

Android リリース記念ガチャからは 1 度に 10 個のユニットやアイテムが出現いたします。 

10 個のユニットやアイテムの中に「★4」のユニットが必ず 1 体出現します。その他出現するユニットや

アイテムはすべて「★3」以上となっております。冒険に役立つユニットを手に入れて、良いスタートダッシ

ュを切りましょう！ 

 

★4 ラインアップ一部紹介 

ウルフハンターペローウルフハンターペローウルフハンターペローウルフハンターペロー    ハイヤースアルピナハイヤースアルピナハイヤースアルピナハイヤースアルピナ    弓術師範イェニー弓術師範イェニー弓術師範イェニー弓術師範イェニー    

   
闇剣士シャリィ闇剣士シャリィ闇剣士シャリィ闇剣士シャリィ    豪商の子息ティクス豪商の子息ティクス豪商の子息ティクス豪商の子息ティクス    酒場オーナーリーゼロッテ酒場オーナーリーゼロッテ酒場オーナーリーゼロッテ酒場オーナーリーゼロッテ    

   
重騎士サルマーン重騎士サルマーン重騎士サルマーン重騎士サルマーン    水着の酒場オーナーリーゼロッテ水着の酒場オーナーリーゼロッテ水着の酒場オーナーリーゼロッテ水着の酒場オーナーリーゼロッテ    水着少女剣士ロビン水着少女剣士ロビン水着少女剣士ロビン水着少女剣士ロビン    



 

 

   
    

サービス開始記念！サービス開始記念！サービス開始記念！サービス開始記念！    特別ログインボーナスキャンペーント開催特別ログインボーナスキャンペーント開催特別ログインボーナスキャンペーント開催特別ログインボーナスキャンペーント開催 

 

本日9 月18 日（金）より、サービス開始を記念し、特別ログインボーナスキャンペーンを開催いたします。

キャンペーン期間中、『姫王と最後の騎士団』にログインすると、10 日目まで 1 日1 回、冒険に役立つアイ

テムをプレゼントいたします。ガチャチケットは、ユニットや装備が入手できるガチャのチケットです。ウッ

ドミミックは、ユニットに合成すると、たくさんの経験値を手に入れることができます。 

 

ぜひ本キャンペーンにご参加し、お得にアイテムをゲットしてください。 

 

■プレゼントアイテム■プレゼントアイテム■プレゼントアイテム■プレゼントアイテム    

1111 日目日目日目日目    ガチャチケット×ガチャチケット×ガチャチケット×ガチャチケット×1111    

2222 日目日目日目日目    ウッドミミック×ウッドミミック×ウッドミミック×ウッドミミック×1111    

3333 日目日目日目日目    ガチャチケット×ガチャチケット×ガチャチケット×ガチャチケット×1111    

4444 日目日目日目日目    ウッドミミック×ウッドミミック×ウッドミミック×ウッドミミック×1111    

5555 日目日目日目日目    ガチャチケット×ガチャチケット×ガチャチケット×ガチャチケット×1111    

6666 日目日目日目日目    ウッドミミック×ウッドミミック×ウッドミミック×ウッドミミック×1111    

7777 日目日目日目日目    ガチャチケット×ガチャチケット×ガチャチケット×ガチャチケット×1111    

8888 日目日目日目日目    ウッドミミック×ウッドミミック×ウッドミミック×ウッドミミック×1111    

9999 日目日目日目日目    ガチャチケット×ガチャチケット×ガチャチケット×ガチャチケット×1111    

10101010 日目日目日目日目    プレミアムガチャチケット×プレミアムガチャチケット×プレミアムガチャチケット×プレミアムガチャチケット×1111    

 

■ウッドミミック■ウッドミミック■ウッドミミック■ウッドミミック    

ユニット合成に使用するとたくさん

の経験値を入手できる優れもの 



 

 

 
 

※終了日は確定次第、ゲーム内のお知らせにて前もって告知いたします。 

※「限定ログインボーナス」を受け取ることができるのは、ステージ 1-3 をプレイしたのち、ホーム画

面に戻ってからとなります。 

※「限定ログインボーナス」のアイテムは、[ガチャ他]→[受け取り所]に届きます。 

 

 

    

    

姫王の攻略に役立つ「地形適性姫王の攻略に役立つ「地形適性姫王の攻略に役立つ「地形適性姫王の攻略に役立つ「地形適性」を紹介！」を紹介！」を紹介！」を紹介！    

  

『姫王と最後の騎士団』のステージには水辺、藪、砂漠など様々な地形があります。 

各ユニットには地形に対する適性があり、苦手な地形でバトルを行うと命中率が落ちるなどペナルティ

を受けます。 

また地形適性は特定の装備によって、補うことができるので、装備とユニットの組み合わせが戦闘を有

利に導く鍵になります。 

ぜひいろいろなパターンを試してみてください！ 

 

 
戦闘中、汗をかいているのは苦手地形の合図戦闘中、汗をかいているのは苦手地形の合図戦闘中、汗をかいているのは苦手地形の合図戦闘中、汗をかいているのは苦手地形の合図    



 

 

 
装備を見直すだけで戦闘を有利に進めることができる装備を見直すだけで戦闘を有利に進めることができる装備を見直すだけで戦闘を有利に進めることができる装備を見直すだけで戦闘を有利に進めることができる    

 
水着に着替えるだけで、水域適性水着に着替えるだけで、水域適性水着に着替えるだけで、水域適性水着に着替えるだけで、水域適性が上昇するが上昇するが上昇するが上昇する    

 

 

 

 



 

 

■■■■『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9 月18 日 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ください。（ 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.himeo.gamepot.co.jp/ 

http://www.wiz-s.jp 

わグルま★ http://star.waguruma.jp/ 

  

    


