
 

 

平成27 年12 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』なんとなんとなんとなんと 20202020 万件突破から万件突破から万件突破から万件突破から 10101010 日で日で日で日でダウンロード数ダウンロード数ダウンロード数ダウンロード数 30303030 万件突破万件突破万件突破万件突破        

感謝の気持ちがこもった感謝の気持ちがこもった感謝の気持ちがこもった感謝の気持ちがこもった魔石魔石魔石魔石 300300300300 個個個個を本日プレゼント！を本日プレゼント！を本日プレゼント！を本日プレゼント！さらにさらにさらにさらにお正月イベント開催やお正月イベント開催やお正月イベント開催やお正月イベント開催や    

『幻想のミネルバナイツ『幻想のミネルバナイツ『幻想のミネルバナイツ『幻想のミネルバナイツ』とのコラボレーションなどイベントづくし』とのコラボレーションなどイベントづくし』とのコラボレーションなどイベントづくし』とのコラボレーションなどイベントづくし    
 

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12 月25 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」にて配信中のスマートフォン向け 3D RPG『姫王と最後の騎士団（ひ

めおう）』のダウンロード数が30万人を突破したことを発表いたします。さらに本日よりお正月イベントを開

催いたします。    

 

 

20202020 万件突破からわずか万件突破からわずか万件突破からわずか万件突破からわずか 10101010 日間！日間！日間！日間！    

ダウンロード数ダウンロード数ダウンロード数ダウンロード数33330000 万件突破万件突破万件突破万件突破を記念し、魔石を記念し、魔石を記念し、魔石を記念し、魔石 300300300300 個をプレゼント個をプレゼント個をプレゼント個をプレゼント！！！！    

    

いつも『姫王と最後の騎士団』をお楽しみいただき、ありがとうございます。 

ダウンロード数20万件突破を発表してからわずか10日間で、『姫王と最後の騎士団』のダウンロード数

が 30 万件を突破いたしました。 

改めて感謝の気持ちを込めて、本日12月25日（金）定期メンテナンスにて魔石300個をプレゼントいた

します。 

 

今日からお正月イベントもはじまり、ますます盛り上がりをみせる『姫王と最後の騎士団』。冬休みもお

楽しみください。 

 

    

一足先にお正月イベントスタート！一足先にお正月イベントスタート！一足先にお正月イベントスタート！一足先にお正月イベントスタート！    

    

    本日12 月25 日（金）定期メンテナンス終了後から 1月5日（火）13：00 までの期間中、お正月限定イベン

ト「騎士団の夜明け」を実施いたします。 

新年を迎えるため、飾り付けで大忙しの騎士団。いつもより賑やかな正月限定ステージをプレイして、

「黄金色のお菓子」を集めると、お正月限定ユニットの「★4 羽根突き少女 ロビン」と「ロビンの衣装」はじ

めとした、限定ユニットおよびプレイに役立つ様々なアイテムを入手することができます。 

 イベントで手に入るユニットや装備は、イベントを有利に進めることができる特典付きのものも。ぜひ手

に入れてください。 

 



 

 

  
イベント NPC ユッキーを手伝って 

正月の飾り付けをすることになった騎士団 

イベントステージで出現する 

モンスターもお正月仕様！ 

  
イベントステージで手に入る 

「★4 羽根突き少女 ロビン」 

（イラストレーター：対馬習字） 

「★4 羽根突き少女 ロビン」が使用する 

新スキル「フルスイング」 

範囲内の複数の敵をぶっ飛ばす爽快スキル！ 

 

 



 

 

■「黄金色のお菓子」とは■「黄金色のお菓子」とは■「黄金色のお菓子」とは■「黄金色のお菓子」とは    

 
イベント限定ユニット「★4 羽根突き少女 ロビン」やその装備などがドロップする、スペシャルステージ

「正月グッズ交換所」へ入場できるアイテム。 

「正月グッズ交換所」では、この季節ならではの頭装備「門松」や「鏡餅」をドロップすることも。 

たくさん集めて、「正月グッズ交換所」ステージをプレイしましょう！ 

    



 

 

お正月ガチャも登場お正月ガチャも登場お正月ガチャも登場お正月ガチャも登場    

    

 
 

12月25日（金）定期メンテナンス終了後から1月5日（火）13：00までの期間中、プレミアムガチャ、ユニ

ット限定ガチャおよび装備限定ガチャに「お正月記念ガチャ」が登場いたします。 

巫女衣装を身にまとった「★5 なりきり巫女 ユッキー」が期間限定で出現！ 

この期間中だけ手に入れられる限定のユニットです。お見逃しなく！ 

 

また、お正月イベント「騎士団の夜明け」で使用するアイテム「黄金色のお菓子」が大量におまけでつい

てくるので、とてもお得です。 



 

 

 
「★5 なりきり巫女 ユッキー」 

（イラストレーター：対馬習字） 

 

 



 

 

『幻想のミネルバナイツ』とのコラボレーション開催『幻想のミネルバナイツ』とのコラボレーション開催『幻想のミネルバナイツ』とのコラボレーション開催『幻想のミネルバナイツ』とのコラボレーション開催    

    

    
    

12月17日から1月14日（木）13：00までの期間中、カードバトル RPG『幻想のミネルバナイツ』とのコラ

ボレーションが開催中です。コラボレーション限定イベントや限定ガチャ、横断キャンペーンの3大イベント

実施中です。 

ぜひ、この機会にコラボレーション企画をお楽しみください。 

 

■■■■コラボコラボコラボコラボ限定イベント限定イベント限定イベント限定イベント「幻想のミネルバ騎士団」「幻想のミネルバ騎士団」「幻想のミネルバ騎士団」「幻想のミネルバ騎士団」    

限定ステージの#01 をクリアするだけで、コラボ限定ユニット「★4 幻想の剣士 ミネルバ」が手に入る豪

華なイベントです。さらにステージを進めて行くと、コラボ限定装備やプレミアムガチャチケットなどを獲得

できます。 

 

■コラボ■コラボ■コラボ■コラボ限定ガチャ限定ガチャ限定ガチャ限定ガチャも実施！も実施！も実施！も実施！    

コラボ限定ユニット「★5 幻想の騎士 ミネルバ」とその装備が手に入る期間限定ガチャです。 

★5 のコラボユニットと装備が手に入るのはこのガチャだけ！ 

コラボ限定イベント「幻想のミネルバ騎士団」で使用するアイテム「幻の源」がおまけでついてくるので、と

てもお得です。 

 



 

 

 

 

第1 ステージをクリアするだけで、 

★4 の限定ユニットがもらえる豪華仕様 

コラボガチャ限定ユニット 

「★5 幻想の騎士 ミネルバ」 

 

■■■■横断キャンペーン横断キャンペーン横断キャンペーン横断キャンペーン    

各アプリをプレイして一定条件を達成すると限定の特典が手に入るキャンペーンです。 

もちろん特典はこのキャンペーンでしか手に入らない超レア品です！ 

 

【横断キャンペ【横断キャンペ【横断キャンペ【横断キャンペーーーーンの達成条件および特典】ンの達成条件および特典】ンの達成条件および特典】ンの達成条件および特典】    

『幻想のミネルバナイツ』のプレイヤーが 

『姫王と最後の騎士団』で 3-1 ステージをクリア 

『姫王と最後の騎士団』のプレイヤーが 

『幻想のミネルバナイツ』で 30 レベルを達成 

 
『幻想のミネルバナイツ』で使用できる 

コラボ限定カード UR【すさんだ】ロビン 1 枚 

 

 
『姫王と最後の騎士団』で使用できる 

コラボ限定装備「★4 革命の剣」 

 



 

 

 

『幻想のミネルバナイツ』とは『幻想のミネルバナイツ』とは『幻想のミネルバナイツ』とは『幻想のミネルバナイツ』とは    

超美麗イラスト満載！ 

王道ファンタジーバトル RPG の決定版！ 

戦女神ミネルバの祝福を受け、 

仲間と共に騎士団を結成し、 

混沌とした世界に平和と秩序を取り戻そう！ 

ゲーム初心者でも楽しめる様々なイベントやキャンペーンを開催中 

 

（c） GMO GameCenter, Inc. All Rights Reserved. 

    

    

プレミアムガチャチケットなどがもらえるログインキャンペーンも開催！プレミアムガチャチケットなどがもらえるログインキャンペーンも開催！プレミアムガチャチケットなどがもらえるログインキャンペーンも開催！プレミアムガチャチケットなどがもらえるログインキャンペーンも開催！    

    

12 月25 日（金）定期メンテナンス終了後から 1 月5 日（火）13：00 までの期間中、お得なログインキャン

ペーンを開催いたします。 

毎日ログインするだけで、プレミアムガチャチケットをはじめとする豪華アイテム獲得のチャンス。 

 

「プレミアムガチャチケット」や、「ユニットガチャチケット」を使用すると、期間限定の「お正月ガチャ」を遊

ぶことができます。 

ぜひ手に入れて、お正月限定ユニットを狙いましょう！ 

 

■ログインキャンペーン報酬■ログインキャンペーン報酬■ログインキャンペーン報酬■ログインキャンペーン報酬    

1 日目 ウッドミミック 

2222 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    

3 日目 行動力回復 

4 日目 HP 回復×3 

5555 日目日目日目日目    

    
ユニットガチャチケットユニットガチャチケットユニットガチャチケットユニットガチャチケット    

6 日目 時間短縮アイテム 

7 日目 カッパーミミック 

8 日目 装備ガチャチケット 

9 日目 HP 回復×3 

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    

 



 

 

■■■■『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 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 

  

    

 


