
 

 

平成28 年1 月19 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』ログインするだけで『姫王と最後の騎士団』ログインするだけで『姫王と最後の騎士団』ログインするだけで『姫王と最後の騎士団』ログインするだけで    

★★★★5555 新ユニットが手に入るお得なキャンペーン開催新ユニットが手に入るお得なキャンペーン開催新ユニットが手に入るお得なキャンペーン開催新ユニットが手に入るお得なキャンペーン開催！！！！    

新しいイベントや期間限定のガチャなど、アップデートも盛りだくさん！新しいイベントや期間限定のガチャなど、アップデートも盛りだくさん！新しいイベントや期間限定のガチャなど、アップデートも盛りだくさん！新しいイベントや期間限定のガチャなど、アップデートも盛りだくさん！  

 

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）』のアップデー

トを実施いたしました。    

 

ログインするだけで★ログインするだけで★ログインするだけで★ログインするだけで★5555 の新ユニットが手に入る！の新ユニットが手に入る！の新ユニットが手に入る！の新ユニットが手に入る！    

誰でも参加できるお手軽なキャンペーンが開催中誰でも参加できるお手軽なキャンペーンが開催中誰でも参加できるお手軽なキャンペーンが開催中誰でも参加できるお手軽なキャンペーンが開催中 

    
 

1 月15 日メンテナンス終了後より、ログインするだけで様々なアイテムが手に入るキャンペーンを開催

中です。 

難しい条件は一切なし！ 通常のログインボーナスに加えて、さらにお得な特典を入手することができ

ます。 

新ユニット★5「くノ一 ササラ」(短剣ユニット)をはじめ、「ササラの装備」や「プレミアムガチャチケット」な

ど豪華特典が山盛り。 

しかも、新ユニット★5「くノ一 ササラ」は嬉しい新スキル持ち！ 

今すぐキャンペーンに参加しよう。 

 

 

 

 

 



 

 

■主なアイテム 

1 日目 ユニットガチャチケット×1 枚 

3 日目 プレミアムガチャチケット×1 枚 

5 日目 

 
★5 くノ一 ササラ 

10 日目 

 
★5 風車の髪留め(ササラ) 

15 日目 装備ガチャチケット×1 枚 

20 日目 

 
★5 くノ一装束上衣(ササラ) 

25 日目 ガチャチケット×1 枚 

30 日目 

 
★5 くノ一装束下衣(ササラ) 

35 日目 装備ガチャチケット×1 枚 

40 日目 ユニット確定ガチャチケット×1 枚 

45 日目 

 
★5 くノ一 ササラ(2 体目) 

50 日目 プレミアムガチャチケット×1 枚 

55 日目 装備ガチャチケット×1 枚 

60 日目 

 
★5 クナイ(ササラ) 

60606060 日ログインすると、日ログインすると、日ログインすると、日ログインすると、★5★5★5★5「くノ一「くノ一「くノ一「くノ一    ササラ」とササラ」とササラ」とササラ」と    

適正装備一式が揃います！適正装備一式が揃います！適正装備一式が揃います！適正装備一式が揃います！ 



 

 

※上記記載日以外も毎日特典がもらえます。 

 

  

新★5 ユニット「くノ一 ササラ」 

（イラスト：ツバネ） 

スピーディーな動きで爽快感MAX の 

新スキル「フォールダウンミキサー」 

 

 

新イベント「月呪の社」新イベント「月呪の社」新イベント「月呪の社」新イベント「月呪の社」スタートスタートスタートスタート    

上位ランクインで限定の超レアユニットをゲットせよ！上位ランクインで限定の超レアユニットをゲットせよ！上位ランクインで限定の超レアユニットをゲットせよ！上位ランクインで限定の超レアユニットをゲットせよ！    

    

    



 

 

 

1 月19 日（火）17：00 から 1 月28 日（木）13：00 までの期間中、期間限定イベント「月呪の社」を開催いた

します。 

イベントステージの進行やレイドボスの討伐で手に入るイベントポイントで、様々な報酬を獲得すること

ができます。ランキング上位者だけが獲得できる、レアな限定ユニットと装備を狙いましょう！ 

 

今回のイベントに登場する新ユニットは、今まで登場していたユニットとは別の勢力に所属している個

性派たち。 果たして彼らの目的は？ 

イベントに参加して、自分の目で確かめよう！ 

 

■開催期間 

前半：1 月19 日（火）17:00～1 月22 日（金）13:00 

後半：1 月22 日（金）17:00～1 月28 日（木）13:00 

 

  

オープニングから怪しい二人が登場。 

彼らの陰謀を阻止しよう。 

今回のイベントステージはほとんどが「荒地」 

地形適性のあるユニットを連れて行こう 



 

 

  
ランキング報酬でもらえる新ユニット 

★5 エンタイアオカルト ルーナ 

（イラスト：G ている） 

ランキング報酬でもらえる新ユニット 

★4 エンタイアオカルト サク 

（イラスト：G ている） 

  
イベント内の特殊ステージでは 

ユニットがレアドロップ！ 

また、イベントポイントを集めると装備がもらえる！ 

★4 錬金術師 キミア 

（イラスト：純珪一） 

イベントポイントを集めるともらえる新ユニット 

★3 シスター トリウム 

 



 

 

 

プレミアムガチャにプレミアムガチャにプレミアムガチャにプレミアムガチャに新新新新しいしいしいしいユニットユニットユニットユニットが期間限定が期間限定が期間限定が期間限定でででで登場登場登場登場    

嬉しい特典もいっぱい！嬉しい特典もいっぱい！嬉しい特典もいっぱい！嬉しい特典もいっぱい！    

    

    
    

プレミアムガチャ、ユニット限定ガチャ、装備限定ガチャおよびチケットガチャに新しい★5ユニット「バー

バリアン長女 テト」と「テト」の装備が登場！ 「テト」の装備は期間限定で能力がアップしています。 

また、ガチャをプレイすることで現在開催中の期間限定イベント「月呪の社」の進行を手助けするおまけ

アイテムも獲得できます。 

★5「バーバリアン長女 テト」をリーダーにするか「テト」の装備をリーダーに装備させると、「月呪の社」

のイベントポイントが通常より多く手に入る特殊能力もついているので、イベントでご活用ください。 

 

★5「バーバリアン長女 テト」と「テト」の装備はこの期間でしか入手できない貴重なユニットです。 

登場記念として出現率が大幅にアップしているこの機会に、ぜひ手に入れてください！ 

 



 

 

 
 

★5 バーバリアン長女 テト 

（イラスト：G ている） 

イベントポイントが大幅に増量する特典つき！ 

イベントを有利に進められる 

 

 

 

 

    

    

    



 

 

■■■■『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）    

姫王と最後の騎士姫王と最後の騎士姫王と最後の騎士姫王と最後の騎士団団団団    

（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 

  

スマートスマートスマートスマートフォンアプリフォンアプリフォンアプリフォンアプリ 

姫王と最後の騎士団 

Wizardry Schema 

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

http://www.wiz-s.jp 

  

    

 

 

 


