
 

 

平成27 年12 月8 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』    期間限定システム「闘技場」実装期間限定システム「闘技場」実装期間限定システム「闘技場」実装期間限定システム「闘技場」実装    

ランダムにマッチングされた他プレイヤーとの真剣勝負を楽しもう！ランダムにマッチングされた他プレイヤーとの真剣勝負を楽しもう！ランダムにマッチングされた他プレイヤーとの真剣勝負を楽しもう！ランダムにマッチングされた他プレイヤーとの真剣勝負を楽しもう！    
 

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、12月7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。 

    

豪華報酬を狙え！豪華報酬を狙え！豪華報酬を狙え！豪華報酬を狙え！「闘技場」期間限定登場「闘技場」期間限定登場「闘技場」期間限定登場「闘技場」期間限定登場！！！！        

    

12 月7 日定期メンテナンス終了後から 12 月15 日（火）13：00 までの期間限定で、新たなコンテンツ「闘

技場」が登場中です。「闘技場」はランダムにマッチングされた他プレイヤーとのバトルをお楽しみいただ

けるコンテンツです。 

 

また、「闘技場」関連の任務も多数追加！ 30 連勝をすることで、新★4 ユニット「錬金術士 キミア」をも

らえるなど、ここでしか手にはいらない豪華な報酬が盛りだくさんです。 

自らの腕を試すにはまたとないチャンス！ ぜひ新たに追加された闘技場をお楽しみください。 

 

    

    

進軍メニューから闘技場へ移動進軍メニューから闘技場へ移動進軍メニューから闘技場へ移動進軍メニューから闘技場へ移動    ランダムにマッチングされた相手とバトルランダムにマッチングされた相手とバトルランダムにマッチングされた相手とバトルランダムにマッチングされた相手とバトル    

バトルの結果も表示されるバトルの結果も表示されるバトルの結果も表示されるバトルの結果も表示される    



 

 

  

相手の戦力は未知数。しっかり準備して挑もう相手の戦力は未知数。しっかり準備して挑もう相手の戦力は未知数。しっかり準備して挑もう相手の戦力は未知数。しっかり準備して挑もう    勝つと大量の経験値をゲット勝つと大量の経験値をゲット勝つと大量の経験値をゲット勝つと大量の経験値をゲット    

プレイに役立つアイテムが手に入ることもプレイに役立つアイテムが手に入ることもプレイに役立つアイテムが手に入ることもプレイに役立つアイテムが手に入ることも    

 

■追加任務■追加任務■追加任務■追加任務    

闘技場での累計勝利数に応じて下記のアイテムをプレゼントいたします。 

1111 勝勝勝勝    ウッドミミック×1 

5555 勝勝勝勝    行動力回復×1 

10101010 勝勝勝勝    時間短縮×1 

15151515 勝勝勝勝    行動力回復×1 

25252525 勝勝勝勝    ダークネスヘルム 

50505050 勝勝勝勝    ダークネスグリーブ 

75757575 勝勝勝勝    ダークネスアーマー 

100100100100 勝勝勝勝    邪剣ダークネスエッジ 

 

闘技場の連勝数に応じて下記アイテムをプレゼントいたします。 

3333 連勝連勝連勝連勝    ウッドミミック×1 

5555 連勝連勝連勝連勝    ウッドミミック×2 

15151515 連連連連勝勝勝勝    カッパーミミック×1 

30303030 連勝連勝連勝連勝    妖精3 人セット、 

★4 錬金術師 キミア 

 

1 日に 7 戦以上のデイリー任務を遂行した方には下記アイテムをプレゼントいたします。 

1111 日に日に日に日に 7777 戦戦戦戦    時間短縮(1 日限定)×1 

 



 

 

        
ダークネスシリーズは今までになかったダークネスシリーズは今までになかったダークネスシリーズは今までになかったダークネスシリーズは今までになかった    

フルフェイスアーマースタイルフルフェイスアーマースタイルフルフェイスアーマースタイルフルフェイスアーマースタイル    

30303030 連勝で手に入る連勝で手に入る連勝で手に入る連勝で手に入る★4★4★4★4 錬金術士錬金術士錬金術士錬金術士    キミアキミアキミアキミア    

（短剣ユニット）（短剣ユニット）（短剣ユニット）（短剣ユニット）    

 

 

プレミアムガチャに新しい大剣ユニットが登場！プレミアムガチャに新しい大剣ユニットが登場！プレミアムガチャに新しい大剣ユニットが登場！プレミアムガチャに新しい大剣ユニットが登場！    

 

12 月7 日定期メンテナンス終了後より、★5 の新ユニットが登場いたしました。 

今回の新ユニット「シルバリーローズ アーニス」は、華麗に大剣を振り回すエロカワ娘です！  

 

プレミアムガチャだけでなく、12 月から新しく実装されたユニット専用ガチャや、装備専用ガチャにも追

加されます。ユニットや装備を狙って手に入れたい場合には、ぜひご利用ください。 

 

 

さらに、12 月15 日(火)13：00 まで、プレミアムガチャ、ユニット専用ガチャ、装備専用ガチャで、アーニス

とアーニスの装備を獲得する確率を大幅に上昇！また、期間中はアーニスとアーニスの装備の性能もア

ップしています。 

ぜひ期間中に手に入れてください。 

 



 

 

  
★★★★5555 シルバリーローズシルバリーローズシルバリーローズシルバリーローズ    アーニスアーニスアーニスアーニス    

（イラストレーター：かわく）（イラストレーター：かわく）（イラストレーター：かわく）（イラストレーター：かわく）    
★★★★5555 シルバリーローズシルバリーローズシルバリーローズシルバリーローズ    アーニスアーニスアーニスアーニス    

 

    

今なら今なら今なら今ならまだまだまだまだ間に合う間に合う間に合う間に合う！！！！    砂漠の探索隊イベント砂漠の探索隊イベント砂漠の探索隊イベント砂漠の探索隊イベント 12121212 月月月月15151515 日まで日まで日まで日まで開催中開催中開催中開催中    

 

12 月15 日（火）13：00 までの期間中、イベント「砂漠の捜索隊」を実施中です。 

「砂漠の捜索隊」は、多数の分かれ道の中からターゲットのナース「カーラ」を見つけ出し、救出を目指

すイベントです。  

道を間違えてしまっても、各道の終着点では行動力回復アイテムなどの便利なアイテムや、レアドロッ

プを入手することができます。 

        

イベントのナビゲーター役はイベントのナビゲーター役はイベントのナビゲーター役はイベントのナビゲーター役は    

レイドボスとしてお馴染みのレイドボスとしてお馴染みのレイドボスとしてお馴染みのレイドボスとしてお馴染みの「「「「ニードルニードルニードルニードル」」」」    

登場するモンスターはほとんどがボス！登場するモンスターはほとんどがボス！登場するモンスターはほとんどがボス！登場するモンスターはほとんどがボス！    

しっかり準備して挑もう！しっかり準備して挑もう！しっかり準備して挑もう！しっかり準備して挑もう！    



 

 

■■■■主なイベント報酬主なイベント報酬主なイベント報酬主なイベント報酬    

【ユニット】 

 

★★★★3 3 3 3 ナースナースナースナース    カーラカーラカーラカーラ    

 

【装備】 

★4 ぐるぐる包帯 

★3 ナースキャップ(カーラ) 

★3 ナース服(カーラ)など 

 

イベントで手に入るユニットや装備は、イベント期間中は能力がアップしています。 

ぜひイベントに参加して、豪華な報酬をゲットしましょう！ 

 

    

公式放送チャンネル「ひめおうチャンネル」配信中！公式放送チャンネル「ひめおうチャンネル」配信中！公式放送チャンネル「ひめおうチャンネル」配信中！公式放送チャンネル「ひめおうチャンネル」配信中！ 

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

戦国武将姫 MURAMASA 乱 

ヴァルキリーアイゼン 

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

http://yahoo-mbga.jp/game/12023362/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/ 

  

    


