
 

 

平成27 年11 月25 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』    初の大型アップデート実施初の大型アップデート実施初の大型アップデート実施初の大型アップデート実施    

新システムの登場やご要望の多かった装備アイテム関連を大規模改修新システムの登場やご要望の多かった装備アイテム関連を大規模改修新システムの登場やご要望の多かった装備アイテム関連を大規模改修新システムの登場やご要望の多かった装備アイテム関連を大規模改修    
 

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、11 月24 日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」にて配信中のアプリ『姫王と最後の騎士団（ひめおう）』のアップデートを実施

いたしました。 

 

 
    

待望の大型アップデート実施待望の大型アップデート実施待望の大型アップデート実施待望の大型アップデート実施    

    

11 月24 日『姫王と最後の騎士団』では初となる、大型アップデートを実施いたしました。 

新システムの登場に加え、ご要望の多かった「おまかせ装備機能の強化」や「装備のペナルティの大幅

改善」が実装されました。 

楽しみ要素を増した『姫王と最後の騎士団』を思う存分お楽しみください。 

 

■装備のおまかせ機能がパワーアップ■装備のおまかせ機能がパワーアップ■装備のおまかせ機能がパワーアップ■装備のおまかせ機能がパワーアップ    

ご要望の多かった装備のおまかせ機能がパワーアップいたしました。 

地域や性別、専用装備の優先が選択できるようになり、さらに装備がラクラクに！ 

装備にまよったら、パワーアップした「おまかせ機能」をご利用ください。 

 

・地域に合わせたおまかせ装備の設定が可能となりました。 

・おまかせ装備に性別制限をかけられるようになりました。 

・おまかせ装備時に自分専用の装備を優先するか選択できるようになりました。 

・出撃選択からおまかせ装備へ、すぐ移動できるようになりました。 

 



 

 

    
    

■適性外の装備ペナルティを大幅に軽減■適性外の装備ペナルティを大幅に軽減■適性外の装備ペナルティを大幅に軽減■適性外の装備ペナルティを大幅に軽減    

レアリティが高い装備や適性外装備のペナルティが大幅に軽減され、装備の組み合わせバリエーショ

ンをさらにお楽しみいただけるようになりました。 

 

・レアリティがユニットより高い場合のペナルティが、従来の 10 分の 1 まで下がりました。 

・適正外の装備のペナルティが、従来の 10 分の 1 まで下がりました。 

・装備画面の適性表記を以下の形でアイコン表示に変更いたしました。 

 

 
 



 

 

■部隊スキル追加■部隊スキル追加■部隊スキル追加■部隊スキル追加    

様々な特殊能力を持つ部隊スキルが追加されました。 

部隊スキルは関連の任務の遂行などで、レベルを上げることができます。 

 

 
    

【部隊スキルの種類】【部隊スキルの種類】【部隊スキルの種類】【部隊スキルの種類】    

・成長力：合成時の経験値が数倍増加(MAX LV:10) 

・交渉力：ユニット売却時の金額が数倍に増加(MAX LV:10) 

・隊長力：リーダーの出撃時HP が増加(MAX LV:10) 

・収容力：兵員宿舎に収容できる人数が増加(MAX LV:7) 

・行動力：最大行動力が増加(MAX LV:200) 

 

■他にも多数のアップデートを実施■他にも多数のアップデートを実施■他にも多数のアップデートを実施■他にも多数のアップデートを実施    

今回の大型アップデートは内容盛りだくさん。 

新たな任務追加や便利なシステム登場については下記URL よりチェックしてください！ 

 

11111111 月月月月 24242424 日の大型アップデートの詳細は下記日の大型アップデートの詳細は下記日の大型アップデートの詳細は下記日の大型アップデートの詳細は下記 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://http://http://http://www.himeo.gamepot.co.jp/ingame/info/view.aspx?uid=133www.himeo.gamepot.co.jp/ingame/info/view.aspx?uid=133www.himeo.gamepot.co.jp/ingame/info/view.aspx?uid=133www.himeo.gamepot.co.jp/ingame/info/view.aspx?uid=133    

    

 

 



 

 

怒涛のアップデート実施の怒涛のアップデート実施の怒涛のアップデート実施の怒涛のアップデート実施の「ひめおう」「ひめおう」「ひめおう」「ひめおう」をををを新たな気持ちで新たな気持ちで新たな気持ちで新たな気持ちで楽しもう！楽しもう！楽しもう！楽しもう！    

「「「「おかえりキャンペーンおかえりキャンペーンおかえりキャンペーンおかえりキャンペーン」＆「特別ログインボーナス」＆「特別ログインボーナス」＆「特別ログインボーナス」＆「特別ログインボーナス」」」」実施実施実施実施    

 
 

11 月24 日17：00 から、12 月7 日（月）13：00 までの期間中、ゲームに 1 ヶ月以上ログインしていなかっ

たプレイヤーを対象に、キャンペーン期間中にログインし、3-1「凱旋の騎士団」ステージまでクリアすると、

プレミアムガチャチケットをはじめとする豪華な特典がもらえる「おかえりキャンペーン」を実施中です。 

 

＜実施期間＞ 

2015 年11 月24 日(火)17:00～2015 年12 月7 日(月)13:00 

 

＜対象＞ 

最終ログインから 30 日以上経過している状態でプレイを再開された方 

※2015 年10 月24 日00：00 以降一度もゲームにログインしていない方 

 

＜特典配布日＞ 

2015 年12 月7 日(月)メンテナンス時 

※キャンペーン期間の以前に 3-1 をクリアしている方も特典受け取りの対象に含まれます。 

※特典の配布日は事前告知なく変更する場合がございます。 

 

＜特典内容＞ 

プレミアムガチャチケットｘ3 

ガチャチケットｘ10 

■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。 

■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。 

※「おかえりキャンペーン」のアイテムは、[ガチャ他]→[受け取り所]に届きます。 

 

さらに、すべてのプレイヤーに対して、特別ログインボーナスも同時に実施いたします！ 

ログインするだけでその場で豪華な特典が手に入るチャンス！お見逃しなく！ 

 

＜実施期間＞ 

2015 年11 月25 日（水）04：00～2015 年11 月30 日（月）13：00 メンテナンス開始まで 

 

＜対象＞ 

期間中ログインするすべての方 

 

 



 

 

＜特典内容＞ 

1 日目 コーラル★3ｘ1 

2 日目 ウェルス★5ｘ1 

3 日目 プレミアムガチャチケｘ1 

 

■コーラル 

限界突破合成でレベル上限を上げることができる「限界の妖精」 

■ウェルス 

売却することで多額のお金を入手できる「富の妖精」 

 

 

期間限定イ期間限定イ期間限定イ期間限定イベント「輝く水面を求めて」＆期間限定ガチャ「女性限定ガチャ」登場ベント「輝く水面を求めて」＆期間限定ガチャ「女性限定ガチャ」登場ベント「輝く水面を求めて」＆期間限定ガチャ「女性限定ガチャ」登場ベント「輝く水面を求めて」＆期間限定ガチャ「女性限定ガチャ」登場    

            

    
11 月24 日（火）17：00 から 11 月30 日（月）13：00 までの期間中、期間限定イベント「輝く水面を求めて」

を実施中です。 

3 つのルートに分かれた限定ワールドに出撃し、全93 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入手することができます。 

新しい衣装「セーラー服」もドロップするのでお見逃しなく！ 

 

 

 
イベント限定装備イベント限定装備イベント限定装備イベント限定装備    イベント限定装備イベント限定装備イベント限定装備イベント限定装備    

 



 

 

さらに、期間限定「女性限定ガチャ」が登場いたします。 

出現するユニットと装備はすべて女性キャラのもの。またゲージ MAX で女性ユニットが確定で出現しま

す！ 

10 連ガチャのオマケはカッパーミミック。ユニットの合成に使いましょう！ 

 

 
 

■カッパーミミック■カッパーミミック■カッパーミミック■カッパーミミック    

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 

 
 

 



 

 

ひめおうの最新情報をお届け！公式生放送「ひめおうひめおうの最新情報をお届け！公式生放送「ひめおうひめおうの最新情報をお届け！公式生放送「ひめおうひめおうの最新情報をお届け！公式生放送「ひめおうチャンネルチャンネルチャンネルチャンネル」」」」    

 
毎週金曜の夜20：00 から YoutubeLive にて、公式生放送「ひめおうチャンネル」を配信中です。 

「ひめおうチャンネル」でしか入手できないお得情報や、公式Twitter と連動したコーナー「モニタの Q」

など注目要素満載でお送りしております。 

Youtube 公式チャンネルからはバックナンバーも視聴できます！ 

 

■放送時間：毎週■放送時間：毎週■放送時間：毎週■放送時間：毎週金金金金曜曜曜曜    20:20:20:20:00000000～～～～    『姫王と最後の騎士団』公式チャンネルから配信『姫王と最後の騎士団』公式チャンネルから配信『姫王と最後の騎士団』公式チャンネルから配信『姫王と最後の騎士団』公式チャンネルから配信    

※放送終了後アーカイブ公開 

 

■『姫王と最後の騎士団』 Youtube 公式チャンネル 

https://www.youtube.com/channel/UC-b6cXBfLW6uT7Mu3yhVICQ 

 

    



 

 

■■■■『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10 月8 日 

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    

QRQRQRQR    

  

 

 (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/ 

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/ 

  

 


