
 

 

平成28 年2 月4 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』バレンタインバレンタインバレンタインバレンタイン限定の新限定の新限定の新限定の新ユニットが登場！ユニットが登場！ユニットが登場！ユニットが登場！    

新新新新ユニット大活躍のイベントも本日ユニット大活躍のイベントも本日ユニット大活躍のイベントも本日ユニット大活躍のイベントも本日 2222 月月月月 4444 日よりスタート日よりスタート日よりスタート日よりスタート 

 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、スマートフォン向け 3D RPG『姫王と最後の騎士団（ひめおう）』にお

いて、本日2 月4 日（木）より、バレンタイン限定新規ユニットの登場および期間限定イベントをスタートす

ることをお知らせいたします。 

 

バレンタイン衣装に着替えた人気ユニットが期間限定バレンタイン衣装に着替えた人気ユニットが期間限定バレンタイン衣装に着替えた人気ユニットが期間限定バレンタイン衣装に着替えた人気ユニットが期間限定でででで登場登場登場登場    

 

 
 

  本日2 月4日（火）定期メンテナンス終了後より、おなじみのユニット「ポット」や「ボルト」がバレンタイン

衣装を身にまとった限定ユニットで登場します。 

★5「スイートエンジェル ポット」と「ポットの限定装備」はプレミアムガチャ、ユニットガチャ、装備ガチャ

から獲得することができ、★4「ねじくれダンディ ボルト」と「ボルトの限定装備」は期間限定イベント「想い

行き交う闘技場」から獲得が可能です。 

 

 いずれも水域への適性が高いので、イベント「想い行き交う闘技場」で高い威力を発揮します。 

さらに、それぞれ「男性に有効」、「女性に有効」という新しい特殊能力付き！ 

 

2月9日（火）にはバレンタイン第2弾として、追加の限定ユニットと装備が登場する予定です。お楽しみ

に！ 

 



 

 

  

2 月16 日（火）までの期間限定で登場 

★5「スイートエンジェル ポット」 

（イラスト：対馬習字） 

今回初めて登場する特殊能力 

「女性／男性に有効」は、 

相手のユニット編成を先読みして、 

バトルを有利に進めることができるかも 

  

イベントで勝利数をためると誰でも獲得できる 

★4「ねじくれダンディ ボルト」 

（イラスト：対馬習字） 

新ユニット 2 体とその装備は 

水域適性が高い以外にも、 

期間限定の装備能力ブースト付きで 

イベントでは圧倒的な威力を発揮する 

 



 

 

期間限定のスペシャルな報酬がもらえるイベント期間限定のスペシャルな報酬がもらえるイベント期間限定のスペシャルな報酬がもらえるイベント期間限定のスペシャルな報酬がもらえるイベント「想い行き交う闘技場」「想い行き交う闘技場」「想い行き交う闘技場」「想い行き交う闘技場」がスタがスタがスタがスタートートートート    

闘技場で闘技場で闘技場で闘技場で勝利して手に入れよう！勝利して手に入れよう！勝利して手に入れよう！勝利して手に入れよう！    

    

 
 

2 月4 日（木）定期メンテナンス終了後から 2 月9 日（火）13：00 までの期間中、闘技場の勝利数や連勝

数によって、スペシャルな特典を手に入れることができる限定イベント「想い行き交う闘技場」を開催しま

す。 

魔石をはじめ、ここでしか手に入らないユニットや装備、ユニットの成長を手助けしてくれるレアな合成

ユニットなど豪華報酬が盛りだくさん！ 

 

イベント期間中、闘技場は水域マップになるため、水域適性の高いキャラクターや水着などの装備が有

利になります。装備やユニットの組み合わせを工夫して、騎士団を勝利へと導きましょう。 

 

また、2 月9 日（火）からはバレンタイン第2 弾として、新しいイベントを開催する予定です。ご期待くださ

い！  

 

  

勝利数、連勝数をためて、 

豪華報酬をゲットしよう！ 

ここでしか手に入らないレアものもいっぱい！ 

闘技場でレアドロップする「ダークネス」装備は 

めずらしいフルフェイスの鎧。 

その存在感は抜群！ 

 

    

■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    



 

 

    
    

【【【【    デイリーの勝利報酬デイリーの勝利報酬デイリーの勝利報酬デイリーの勝利報酬    】】】】    

3 戦  ウッドミミック×1  

7 戦 時間短縮(1 日限定)×1 

10 勝 ★2 限界の妖精 コーラル×1  

20202020 勝勝勝勝    

    

魔石×魔石×魔石×魔石×10101010        

 

 

【【【【    期間中の勝利報酬期間中の勝利報酬期間中の勝利報酬期間中の勝利報酬    】】】】    

1 勝 ウッドミミック×1  

3333 勝勝勝勝    

    

魔石×魔石×魔石×魔石×10101010        

5 勝 行動力回復×1 

10 勝 時間短縮×1  

15 勝 カッパーミミック×1  



 

 

20202020 勝勝勝勝    ★★★★4 4 4 4 ねじくれダンディねじくれダンディねじくれダンディねじくれダンディ    ボルト×ボルト×ボルト×ボルト×1111        

30303030 勝勝勝勝    ★★★★4 4 4 4 白のタキシード下衣×白のタキシード下衣×白のタキシード下衣×白のタキシード下衣×1111        

50505050 勝勝勝勝    魔石×魔石×魔石×魔石×20202020        

75757575 勝勝勝勝    ★★★★4 4 4 4 白のタキシード上衣白のタキシード上衣白のタキシード上衣白のタキシード上衣    ××××1111    

100 勝 遠隔の妖精 アロウ×1  

125 勝 範囲の妖精 エリア×1  

150 勝 近接の妖精 アンプ×1 

175175175175 勝勝勝勝    ★★★★4 4 4 4 薔薇の花束×薔薇の花束×薔薇の花束×薔薇の花束×1111        

200200200200 勝勝勝勝    ★★★★4 4 4 4 ねじくれダンディねじくれダンディねじくれダンディねじくれダンディ    ボルト×ボルト×ボルト×ボルト×1111        

225225225225 勝勝勝勝    ★★★★4 4 4 4 限界の妖精限界の妖精限界の妖精限界の妖精    コーラル×コーラル×コーラル×コーラル×1111        

250 勝 経験の妖精 ペリオ×1  

275275275275 勝勝勝勝    ★★★★5 5 5 5 限界の妖精限界の妖精限界の妖精限界の妖精    コーラル×コーラル×コーラル×コーラル×1111    

300300300300 勝勝勝勝    

    

魔石×魔石×魔石×魔石×100100100100 個個個個        

 

    

【【【【    期間中の連勝報酬期間中の連勝報酬期間中の連勝報酬期間中の連勝報酬    】】】】    

3 勝 ウッドミミック×1  

5555 勝勝勝勝    

    

魔石×魔石×魔石×魔石×10101010 個個個個        

10 勝 カッパーミミック×1 

20202020 勝勝勝勝    ★★★★3 3 3 3 限界の妖精限界の妖精限界の妖精限界の妖精    コーラル×コーラル×コーラル×コーラル×1111        

30303030 勝勝勝勝    ★★★★4 4 4 4 限界の妖精限界の妖精限界の妖精限界の妖精    コーラル×コーラル×コーラル×コーラル×1111    

40404040 勝勝勝勝    ★★★★4 4 4 4 ねじくれダンディねじくれダンディねじくれダンディねじくれダンディ    ボルト×ボルト×ボルト×ボルト×1111        

50505050 勝勝勝勝    

    

魔石×魔石×魔石×魔石×100100100100    

 

 

【【【【    期間中期間中期間中期間中の闘技場の闘技場の闘技場の闘技場ランダムドロップランダムドロップランダムドロップランダムドロップ    】】】】    

・★4 ダークネスヘルム   

・★4 ダークネスグリーブ  

・★4 ダークネスアーマー  

・★4 邪剣ダークネスエッジ  

 



 

 

■■■■『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 

  

    


