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『姫王と最後の騎士団』大型アップデート「Ver1.5.0」を実装 

同じ装備を合成して攻撃/防御⼒アップができる 「装備強化」 実装！ 

 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、代表取締役社⻑：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 5 月 12 日（木）に大型アップデート「Ver1.5.0」を実装いたします。 
 

『姫王と最後の騎士団』5 回目となる大型アップデート「Ver1.5.0」実装！  

 

大型アップデート「Ver1.5.0」では同じ装備品を合成することで攻撃⼒や防御⼒が上昇する「装備強化」
や、シナリオマップでも豪華アイテムが手に入るレイドボスが常時登場するなど、新しい遊びが追加されます。 

進化を続ける『姫王と最後の騎士団』をぜひお楽しみください。 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

■同じ装備を合成して攻撃/防御⼒アップができる 「装備強化」 実装！ 
同じ装備を合成すると強くて使いやすくなる「装備強化」が実装されます。 
各装備品は、+1〜+5 まで強化することができ、装備名に付く+マークの後の数字が大きくなるにつれて攻

撃⼒や防御⼒が上昇し、段階的にコストが下がるようになります。これからは被ってしまった装備を売るだけでは
なく、合成して強化していきましょう！ 
  

ローナス武器 神槍 
[初期値] 攻撃⼒ 180       コスト 5 
          ↓ 
[+5]     攻撃⼒ 270 (+90 )  コスト 2 (-3 ) 

ローナス防具 ハイレグアーマー 
[初期値] 防御⼒  41     コスト 4 
          ↓ 
[+5]    防御⼒ 59 (+18)  コスト 1 (-3) 

※合成後ステータスの⼀例です 
 
■豪華アイテムが手に入る「シナリオレイドボス」登場！ 

今までレイドイベントにのみ出現していたレイドボスが、シナリオステージにも出現するようになります。出現する
レイドボスを倒すことで、ユニット強化で高い経験値が入る「ミミックシリーズ」が手に入ります。これらは他の人が
⾒つけてくれたレイドボスを皆で協⼒して倒しても貰えますので、積極的に救援要請を出して倒しましょう！ 

さらに、5 月 12 日(木)から★5 ユニットや装備が手に入る 限定レイドイベント「フローレンス強襲！」もスタ
ート！イベントアイテム「ハイヤースクリスタル」を集めて、フローレンスを仲間にしよう！ 

 
限定レイドボス ★5 フローレンス 

「ハイヤースクリスタル」や 
「★5 フローレンス（ユニット、装備）」をドロップ 

 
限定レイドボス ★4 フローレンス 

「ハイヤースクリスタル」や 
「★4 フローレンス（ユニット、装備）」をドロップ 

  



 

 
レイドボス ゴールドミミック 
合成時に高経験値がはいる 
「ゴールドミミック」をドロップ 

 
レイドボス シルバーミミック 
合成時に高経験値がはいる 
「シルバーミミック」をドロップ 

※出現するレイドボスの⼀例です 
 
■楽々♪ 攻防戦・防衛戦自動出撃！ 
 通常ステージだけでなく、攻防戦・防衛戦も自動的にゲームを進めてくれる「自動出撃」が実装されます。 

切り替え⽅法はとても簡単！戦闘中に画⾯左下に出現する自動出撃ボタンをタップするだけ！  
また、ステージ等の読み込み画⾯で右下に表示される自動タップ送りボタンを ON にしていると、攻防戦・防

衛戦ではステージの最初から自動出撃ボタンが ON の状態になり、通常ステージでは進むボタンが押しっぱなし
の状態になります。  

これにより、ステージ開始から終了まで何も操作せずに楽しむことができます！ 
 

 
タップひとつでらくらく自動出撃♪ 

 
 
  



 

■操作をより快適に！ユニット操作改善！ 
ローリングを入⼒した際に、画⾯を素早くタップすることでその場でストップするようになり、思ったより移動距離

が伸びて奥にいる敵の攻撃に当たってしまいそうなときでも、とまって回避できます。 

 
ピタッとその場でストップして華麗に敵の攻撃をかわそう！ 

 
■障害物なんて攻撃で吹きとばせ！ 
 障害物の箱などが攻撃で吹き飛ぶようになり、今まで障害物があると届かなかった弓の攻撃が敵まで届くよう
になります。 

 
じゃまな障害物も攻撃ひとつで遠くへ吹っ飛ばせ！ 



 

■他にも便利な機能をたくさん追加！ 
・パラメータの説明をわかりやすくする為に、ユニット詳細の右側のパラメータ画⾯にタップマークを表示し、押すと
各パラメータの説明が表示されるようにいたします。  
 
・出撃時に得意な地形の場合キャラアイコンに表示される↑マークを、よりわかりやすくする為に♪マークに変更
いたします。  
 
・「ボス戦」ステージで討伐対象をわかりやすくするために、討伐対象の足元にマークを表示いたします。  
 
・⼀部の攻防戦にて敵の出現をわかりやすくする為に、敵が登場するときに出す衝撃波に自軍ユニットが吹き
飛ばされた瞬間、スローモーションになります。  
 
・体⼒回復アイテムの所持個数をわかりやすくするために、出撃確認画⾯の回復自動使⽤を ON にしていると
体⼒回復が 100 個以下になった際、ハートマークの⾊が⾚⾊から⻘⾊に変わります。  
 
・イベントでの実績を確認できるようにプロフィール画⾯右上に最高順位が表示されるようになります。  
 
 

期間限定のスペシャルな報酬がもらえる、限定レイドイベント「フローレンス強襲！」スタート！ 
 

 
 

5 月 12 日（木）定期メンテナンス終了後から 5 月 19 日（木）13：00 までの期間中、シナ
リオに限定レイドボス「★4 フローレンス」「★5 フローレンス」が登場します。 



 

  
限定レイドボスを倒すと、ショップで豪華アイテムと交換できる「ハイヤークリスタル」をドロップするほか、

レアドロップでフローレンスの「ユニット」や「装備」が直接手に入ることもあります。たくさん手に入れて限
界突破／装備強化でより強いフローレンスを手に入れましよう！ 

 

 
限定レイドボス ★5 フローレンス 

「ハイヤースクリスタル」や 
「★5 フローレンス（ユニット、装備）」をドロップ 

 
限定レイドボス ★4 フローレンス 

「ハイヤースクリスタル」や 
「★4 フローレンス（ユニット、装備）」をドロップ 

 
限定ボスを倒すと手に入る「ハイヤースクリスタル」 

集めるとショップで「★5 フローレンス」や「★5 フローレンス装備」に交換可能！ 
 
ショップで交換可能なハイヤースクリスタルと商品 

 
★4 フローレンス 

ハイヤースクリスタル 30 個 1 回のみ交換可能 

 
★5 フローレンス 

ハイヤースクリスタル 600 個 1 回のみ交換可能 

  



 

 
★5  ナイフ(フローレンス) 

ハイヤースクリスタル 150 個 1 回のみ交換可能 

ハイヤースクリスタル 280 個 2 回まで交換可能 

ハイヤースクリスタル 450 個 4 回まで交換可能 

 
★5 蒼のドレス(フローレンス) 

ハイヤースクリスタル 60 個 1 回のみ交換可能 

ハイヤースクリスタル 120 個 2 回まで交換可能 

ハイヤースクリスタル 290 個 4 回まで交換可能 

 
妖精のカギ 

ハイヤースクリスタル 150 個 10 回まで交換可能 

 
銀のひめおうメダル 

ハイヤースクリスタル 200 個 10 回まで交換可能 

 
富の妖精 ウェルス 

ハイヤースクリスタル 200 個 制限なし 



 

新★5 ユニット登場！ 隣国の王⼥プリシラはレイドボスに 3 倍ダメージ！ 
 

 
 
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「隣国の王⼥ 

プリシラ」と★5「プリシラの装備」を追加いたします。 
 
期間限定レイドボスイベント「フローレンス強襲！」では、レイドボスに対してダメージ 3 倍！さらに 5 月 19

日(木)13:00 までプリシラの能⼒値アップで高い威⼒を発揮します。 
 

ユニット登場を記念して、期間限定でユニット限定ガチャと装備限定ガチャ、プレミアムガチャからの出現率を
大幅にアップしていますので、この機会に手に入れましょう！ 

  
新ユニット★5「隣国の王⼥ プリシラ」 

レイドボスに 3 倍のダメージ！ 
新スキル「雅境水月斬」で敵を⼀閃！ 



 

■『姫王と最後の騎士団』 基本情報 

 

 Google play ストア App Store 

タイトル 姫王と最後の騎士団 

（ひめおうとさいごのきしだん） 

姫王と最後の騎士団 

（ひめおうとさいごのきしだん） 

提供開始日 2015 年 9 月 18 日 2015 年 10 月 8 日 

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 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 Android iOS 

対応言語 日本語 日本語 

配信地域 日本 日本 

QR 

  
 

 (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

「騎士団の団⻑」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！ 



 

■GMO ゲームポット株式会社について 

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/ ） 

【PC】 

■Wizardry Online 

http://www.wizardry-online.jp/ 

■Wizardry Online †LIBERAL† 

http://liberal.wizardry-online.jp/ 

■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/ 

 

【PC ブラウザ】  

■Livly Island COR 

http://www.livly.com/ 

■戦国武将姫 MURAMASA 乱 

http://www.nijiyome.com/app/top/264 

【スマートフォン】  

■姫王と最後の騎士団 

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

■Wizardry Schema 

http://www.wiz-s.jp 

 
 


