
発令！艦隊作戦第三法 報告書

駆逐 朝霜改 87 輸 駆逐 野分改 71 迎 戦艦 金剛改二 134 迎
軽巡 矢矧改 92 輸 駆逐 初月改 74 迎 重巡 衣笠改二 96 迎 軽巡 阿武隈改二 95 追 軽巡 阿武隈改二 95 追 戦艦 Bismarck drei 133 重巡 Prinz Eugen改 121
駆逐 皐月改二 91 輸 水母 瑞穂改 72 迎 重巡 青葉改 97 迎 戦艦 Italia 132 追 戦艦 Italia 132 追 戦艦 Italia 132 雷巡 北上改二 123
駆逐 睦月改二 81 輸 軽母 祥鳳改 97 迎 重巡 高雄改 97 迎 戦艦 Roma改 132 追 戦艦 Roma改 132 追 戦艦 霧島改二 134 雷巡 大井改二 120
航巡 三隈改 97 輸 重巡 高雄改 97 迎 重巡 愛宕改 97 迎 装母 大鳳改 127 追 装母 大鳳改 127 追 戦艦 Roma改 132 軽巡 酒匂改 69
軽母 瑞鳳改 112 輸 重巡 愛宕改 97 迎 軽母 祥鳳改 97 迎 軽母 千歳航改二 96 追 正母 赤城改 130 追 戦艦 Iowa改 122 駆逐 電改 142

正母 飛龍改二 114 迎 軽母 千代田航改二 96 追 重巡 足柄改二 97 追 装母 翔鶴改二甲 131 駆逐 時雨改二 110
潜 伊168改 99 迎 正母 蒼龍改二 114 迎 駆逐 Верный 124 追 軽母 千歳航改二 96 追 装母 瑞鶴改二甲 130
潜空 伊401改 118 迎 軽母 龍鳳改 118 迎 駆逐 大潮改二 81 追 軽母 千代田航改二 96 追 軽母 千歳航改二 96
潜 呂500 100 迎 軽母 龍驤改二 97 迎 航巡 熊野改 115 追 重巡 摩耶改二 97 追 軽母 千代田航改二 96
潜空 伊58改 99 迎 駆逐 照月改 75 追 雷巡 北上改二 123 追
潜空 伊8改 99 迎 軽巡 神通改二 94 迎 航巡 利根改二 121 追
潜空 伊19改 99 迎 雷巡 木曾改二 97 迎 航巡 筑摩改二 117 追

駆逐 野分改 71 迎
駆逐 初月改 74 迎
重巡 妙高改二 97 迎
重巡 那智改二 97 迎

駆逐 電改 142 駆逐 白露改 73 駆逐 初風改 67 重巡 Prinz Eugen改 121 決 正母 加賀改 131 決 戦艦 大和改 133
駆逐 雷改 139 駆逐 浜風改 72 駆逐 浦波改 67 重巡 羽黒改二 112 正母 赤城改 130 追 戦艦 武蔵改 133
駆逐 暁改二 124 駆逐 若葉改 72 駆逐 山風 1 重巡 鳥海改二 98 正母 Graf Zeppelin改118 戦艦 長門改 123 決
駆逐 Верный 124 追 駆逐 子日改 72 駆逐 朝風 1 重巡 摩耶改二 97 追 正母 葛城改 114 戦艦 陸奥改 123
駆逐 綾波改二 110 駆逐 沖波改 71 重巡 妙高改二 97 迎 正母 飛龍改二 114 迎 戦艦 Warspite 109
駆逐 夕立改二 110 駆逐 天津風改 71 重巡 那智改二 97 迎 正母 蒼龍改二 114 迎
駆逐 時雨改二 110 駆逐 秋雲改 71 軽巡 大淀改 124 重巡 足柄改二 97 追 正母 雲龍改 109 迎
駆逐 朝潮改二丁 96 駆逐 萩風改 71 軽巡 由良改 97 重巡 古鷹改二 97 正母 天城改 108 戦艦 金剛改二 134 迎
駆逐 水無月改 95 駆逐 嵐改 71 軽巡 阿武隈改二 95 追 重巡 加古改二 97 正母 Aquila 95 戦艦 比叡改二 134
駆逐 春雨改 95 駆逐 時津風改 71 軽巡 那珂改二 94 重巡 青葉改 97 迎 正母 Saratoga 1 戦艦 榛名改二 134
駆逐 秋月改 94 駆逐 長波改 71 軽巡 神通改二 94 迎 重巡 高雄改 97 迎 装母 翔鶴改二甲 131 決 戦艦 霧島改二 134
駆逐 吹雪改二 93 駆逐 磯風改 71 軽巡 川内改二 93 重巡 愛宕改 97 迎 装母 瑞鶴改二甲 130 決 戦艦 Bismarck drei 133 決
駆逐 霞改二乙 93 駆逐 風雲改 71 軽巡 矢矧改 92 輸 重巡 衣笠改二 96 迎 装母 大鳳改 127 追 戦艦 Italia 132 追
駆逐 文月改 91 駆逐 海風改 71 軽巡 五十鈴改二 92 重巡 Zara改 95 戦艦 Roma改 132 追
駆逐 初霜改二 91 駆逐 高波改 71 軽巡 天龍改 91 重巡 Pola改 95 戦艦 Iowa改 122
駆逐 望月改 91 駆逐 朝雲改 71 軽巡 龍田改 90 軽母 龍鳳改 118 迎
駆逐 皐月改二 91 輸 駆逐 Libeccio改 71 軽巡 夕張改 89 軽母 瑞鳳改 112 輸
駆逐 潮改二 89 駆逐 野分改 71 迎 軽巡 鬼怒改二 86 航巡 利根改二 121 追 軽母 隼鷹改二 98 航戦 山城改二 125
駆逐 朝霜改 87 輸 駆逐 磯波改 67 軽巡 阿武隈改二(2) 80 航巡 筑摩改二 117 追 軽母 飛鷹改 98 航戦 扶桑改二 125
駆逐 三日月改 87 駆逐 敷波改 67 軽巡 名取改 70 航巡 鈴谷改 115 軽母 龍驤改二 97 迎 航戦 伊勢改 123
駆逐 弥生改 87 駆逐 神風改 67 軽巡 球磨改 69 航巡 熊野改 115 追 軽母 祥鳳改 97 迎 航戦 日向改 123
駆逐 長月改 87 駆逐 満潮改 67 軽巡 多摩改 69 航巡 三隈改 97 輸 軽母 千歳航改二 96 追
駆逐 卯月改 87 駆逐 深雪改 67 軽巡 長良改 69 航巡 最上改 97 軽母 千代田航改二 96 追
駆逐 菊月改 86 駆逐 初雪改 67 軽巡 阿賀野改 69 軽母 鳳翔改 82 工作 明石改 72
駆逐 不知火改 85 駆逐 霰改 67 軽巡 能代改 69 補給 速吸改 74
駆逐 清霜改 85 駆逐 夕雲改 67 軽巡 酒匂改 69 決 潜 呂500 100 迎 揚陸 あきつ丸改 88
駆逐 Z3 zwei 85 駆逐 親潮改 67 潜 伊168改 99 迎 水母 秋津洲改 77 練巡 香取改 76
駆逐 Z1 zwei 85 駆逐 陽炎改 67 潜 伊168改(2) 91 水母 瑞穂改 72 迎 練巡 鹿島改 76
駆逐 初春改二 84 駆逐 荒潮改 67 雷巡 北上改二 123 追 潜 まるゆ改 83 水母 千歳甲 55 潜母 大鯨 29
駆逐 叢雲改二 83 駆逐 舞風改 67 雷巡 大井改二 120 潜 伊26 66 水母 千代田甲 54
駆逐 江風改二 81 駆逐 山雲改 67 雷巡 木曾改二 97 迎 潜空 伊401改 118 迎 水母 Commandant 1
駆逐 大潮改二 81 追 駆逐 早霜改 67 雷巡 大井改二(2) 79 潜空 伊58改 100 迎
駆逐 島風改 81 駆逐 村雨改 67 雷巡 北上改二(2) 79 潜空 伊8改 99 迎
駆逐 雪風改 81 駆逐 春風改 67 潜空 伊19改 99 迎
駆逐 如月改二 81 駆逐 朧改 67 潜空 伊19改(2) 97
駆逐 睦月改二 81 輸 駆逐 白雪改 67 潜空 伊58改(2) 93
駆逐 五月雨改 80 駆逐 涼風改 67 潜空 伊8改(2) 83
駆逐 漣改 80 駆逐 黒潮改 67 潜空 伊401改(2) 82
駆逐 照月改 75 追 駆逐 浦風改 67
駆逐 初月改 74 迎 駆逐 谷風改 67
駆逐 曙改 73 駆逐 巻雲改 67
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#1 前段作戦 艦隊作戦第三法

航番 結果/撃破 Drop/大破 航番 結果/撃破 Drop/大破
E1001D 出オチ 瑞鳳 E1008D 昼A 42 開始 11/19 11:11

駆逐 朝霜改 87 E1002D 昼A 42 E1009D 昼A 42 終了 11/19 13:52
軽巡 矢矧改 92 E1003D 昼A 42 E1010D 昼A 42 燃1000
駆逐 皐月改二 91 E1004D 昼A 42 E1011D 昼A 42 弾500
駆逐 睦月改二 81 E1005D 昼A 42 バケツ17
航巡 三隈改 97 E1006D 昼A 42 ※42 x 10 = 420TP 終了 瑞鳳
軽母 瑞鳳改 112 E1007D 昼A 42 三隈

航番 結果/撃破 Drop/大破 航番 結果/撃破 Drop/大破 航番 結果/撃破 Drop/大破 航番 結果/撃破 Drop/大破
E2001H 昼S 衣笠 E2008H 昼S 山城 E2015H 昼S 最上 E2022H 昼S 霧島

駆逐 野分改 71 E2002H 夜S デース E2009H 夜S デース E2016H 夜S 利根 E2023H 昼S 高雄
駆逐 初月改 74 E2003H 夜S 最上 E2010H 夜S 熊野 E2017H 昼S 長良 E2024H 昼S 山風
水母 瑞穂改 72 E2004H 夜S 衣笠 E2011H 夜S 熊野 E2018H 大破撤退 野分
軽母 祥鳳改 97 E2005H 昼S 筑摩 E2012H 夜S 妙高 E2019H 夜S ヒエー
重巡 高雄改 97 E2006H 大破撤退 瑞穂 E2013H 夜S デース E2020H 夜S 利根
重巡 愛宕改 97 E2007H 夜S 長良 E2014H 夜S 利根 E2021H 夜S 古鷹

作戦結果
開始 11/20 14:00
終了 11/21 10:30

燃4000 第一
弾2000
バケツ30 第二 三式戦x4
祥鳳 防空
野分

航番 結果/撃破 Drop/大破
E2101A 夜S/高雄 衣笠

駆逐 野分改 71 軽母 瑞鳳改 112 E2102A 大破撤退 初月
駆逐 初月改 74 駆逐 (適当) E2103A 夜A 65
水母 瑞穂改 72 駆逐 (適当) E2104A 大破撤退 祥鳳
軽母 祥鳳改 97 航戦 伊勢改 123 E2105A 大破撤退 瑞穂
重巡 高雄改 97 戦艦 霧島改二 134 E2106A 大破撤退 瑞穂
重巡 愛宕改 97 戦艦 金剛改二 134 E2113A 夜S/愛宕 鈴谷

航番 結果/撃破 Drop/大破 作戦結果
E2207A 夜A/伊58 破 開始 11/21 21:30

潜 伊168改 99 軽母 瑞鳳改 112 E2208A 夜A/呂500 破 終了 11/22 5:30
潜空 伊401改 118 駆逐 (適当) E2209A 夜S/呂500 球磨 燃3000 鋼1000
潜 呂500 100 駆逐 (適当) E2210A 逸れ 弾2000 ボ1500 第一
潜空 伊58改 99 航戦 伊勢改 123 E2211A 夜A バケツ30
潜空 伊8改 99 戦艦 霧島改二 134 E2212A 大破撤退/500 愛宕 ボス撃破 第二 三式戦x4
潜空 伊19改 99 戦艦 金剛改二 134 呂500 奮戦 防空

E2201Z編成 決戦支援隊

2SQ
E2101Z編成 決戦支援隊

E2201A編成 通常艦隊
1SQ

零観x2

魚雷x2
魚雷x2
魚雷x2
魚雷x2
零観x2

村田天山・強い艦戦x3
20.3(3)・20.3(2)・零観・機銃

1SQ

[救出] E-2 本土沖　本土防空戦　丙

奮戦

20.3(3)・20.3(2)・零観・機銃

ボス撃破

基地航空隊
一式陸攻x4
ボス集中

陣形
D単縦・F単横・K輪形・O単縦

試製晴嵐x2・甲標的

作戦結果 陣形

ボス集中
消費

MVP

一式陸攻x2・烈風・大艇

潜水艦はオール単縦

【でんちゃんメモ】まさかの潜水艦出撃海域なのです。ただし、練度がだいぶないと途中の駆逐・軽巡にやられてしまうので、かなり育ったチームをここで投入してしまうといいと思うのです。
ただ、索敵値が足りず逸れる場合があったりするので、どちらが良いかは微妙なところなのです。
潜水艦投入は後のE-3のギミック解除で役に立つのです。

基地航空隊

10cm高角+高射x2・13空電探改
試製晴嵐x2・甲標的
村田天山・強い艦戦x3

1SQ

MVP

三式AS・四式PS・三式爆雷　[先制]

ドラム缶x3・零観

20.3(3)・20.3(2)・零観・機銃
20.3(3)・20.3(2)・零観・機銃

消費
鋼400
ボ200

MVP
たまごやき
ドラム艦

[攻略] E-2 本土沖　本土防空戦　甲　でんちゃん的難易度ゲージ：■■■□□　※ドーリットル空襲

E2101A編成 通常艦隊
1SQ

10cm高角+高射x2・13空電探改

2SQ

E1001D編成 通常艦隊 支援なし

[攻略] E-1 本土近海諸島補給線　海上輸送作戦　甲　でんちゃん的難易度ゲージ：■□□□□（対潜装備依存）

作戦記録

三式AS・四式PS・三式爆雷　[先制]

三式AS・四式PS・三式爆雷　[先制]
特大発・大発・大発

鋼2000
ボ2500

【でんちゃんメモ】対潜装備と輸送増加装備のバランスをよく考えるのです。今回は睦月さんに大発キャリア、三隈さんにドラム缶キャリアになってもらったのです。
ボスでA勝利さえすれば輸送は成功するのです。ドラム缶3個、大発3個、航巡採用でTP42を10回きっちりになるのです。
先制爆雷可能な艦が少なかったり、温存したい場合は、高速戦艦を入れて二巡させると良いのです。

E2001H編成 通常艦隊 基地航空隊ボス集中

流星改・彗星12x2・彩雲

10cm高角+高射x2・13空電探改
10cm高角+高射x2・13空電探改

陣形
D単縦・F単横・K輪形・O単縦

C単縦・F単横・L複縦



#2 前段作戦 艦隊作戦第三法 決戦

航番 結果/撃破 Drop/大破 航番 結果/撃破 Drop/大破
E2301G 防空失敗 E2308G 制空権確保x2

潜 伊168改 99 E2302G 防空失敗 E2309G 制空権確保x2解除
潜空 伊401改 118 E2303G 防空失敗 第一
潜 呂500 100 E2304G 防空成功x2
潜空 伊58改 99 E2305G 防空成功x2 第二
潜空 伊8改 99 E2306G 防空失敗 K通過
潜空 伊19改 99 E2307G 防空失敗 L通過

航番 結果/撃破 Drop/大破
E3001G D=昼S

重巡 愛宕改★ 97 軽巡 神通改二★ 94
戦艦 金剛改二 134 駆逐 野分改★ 71 ★低速混成（龍鳳）
重巡 高雄改★ 97 駆逐 初月改 74
正母 飛龍改二★ 114 重巡 妙高改二 97
正母 蒼龍改二★ 114 重巡 那智改二 97
軽母 龍鳳改 118 雷巡 木曾改二★ 97

E3101G C=昼S
重巡 愛宕改★ 97 軽巡 神通改二★ 94 E3102G K=夜S
戦艦 金剛改二 134 駆逐 野分改★ 71
重巡 高雄改★ 97 駆逐 初月改 74 ★高速統一・正母なし・2SQ戦無
重巡 衣笠改二 96 重巡 妙高改二 97
軽母 祥鳳改★ 97 重巡 那智改二 97
重巡 青葉改 97 雷巡 木曾改二★ 97

E3201A H=昼S J=夜S E3208A 夜A 347
重巡 愛宕改★ 97 軽巡 神通改二★ 94 軽母 瑞鳳改 112 E3202A 前衛撃滅失敗支無 26 E3209A 夜A 279
戦艦 金剛改二 134 駆逐 野分改★ 71 軽母 龍鳳改 118 E3203A 前衛撃滅失敗支無 0 E3210A 夜A 327
重巡 高雄改★ 97 駆逐 初月改 74 駆逐 (適当) E3204A 前衛撃滅失敗支無 0 E3211A 夜A
正母 飛龍改二★ 114 重巡 妙高改二 97 駆逐 (適当) E3205A 夜A/木曾 支無 破
正母 蒼龍改二★ 114 重巡 那智改二 97 戦艦 霧島改二 134 E3206A 夜A 支無 291
軽母 祥鳳改★ 97 雷巡 木曾改二★ 97 戦艦 榛名改二 134 E3207A 夜S/木曾 支無 破

E3312A 夜A
重巡 愛宕改★ 97 軽巡 神通改二★ 94 戦艦 Warspite 109 E3313A 夜B
戦艦 金剛改二 134 駆逐 野分改★ 71 戦艦 Italia 132 E3314A 大破撤退 木曾
軽母 龍驤改二 97 駆逐 初月改 74 駆逐 (適当)
正母 飛龍改二★ 114 重巡 妙高改二 97 駆逐 (適当)
正母 蒼龍改二★ 114 重巡 那智改二 97 戦艦 霧島改二 134
軽母 祥鳳改★ 97 雷巡 木曾改二★ 97 戦艦 榛名改二 134

作戦結果
E3415A 夜S/野分 川内 破 開始 11/23 12:30

戦艦 金剛改二 134 軽巡 神通改二★ 94 駆逐 電改 142 終了 11/23 21:50
重巡 愛宕改★ 97 駆逐 初月改 74 駆逐 (適当) 燃10000 鋼4000
軽母 龍驤改二 97 駆逐 野分改★ 71 戦艦 Warspite 109 弾5000 ボ4000
正母 飛龍改二★ 114 雷巡 木曾改二★ 97 戦艦 Italia 132 バケツ80
正母 蒼龍改二★ 114 重巡 妙高改二 97 戦艦 霧島改二 134 野分 ボス撃破
軽母 祥鳳改★ 97 重巡 那智改二 97 戦艦 榛名改二 134 電 支援

10高角高射x2・13空電探改

友永天山・流星601・烈風601・烈風
20.3(3)・20.3(2)・零観・FuMO電探村田天山・岩本53型・Re.2005・烈風
20.3(3)・20.3(2)・零観・FuMO電探村田天山・Fwx2・烈風

甲標的・OTO副砲x2

陣形
B第一・I第三・L第三・Q第四

【でんちゃんメモ】前半戦の最難関なのです。相当手こずるのを覚悟しておいたほうが良いと思うのです。
ボス戦は支援艦隊や開幕爆撃、開幕雷撃などが仕事をするのを祈る運まかせなのです。ボスの前衛水雷戦隊はB勝利相当（おおむね旗艦撃破）以上でないと退却してくれないので夜戦する意味がないのです。

※E3415A (E3401編成) 決戦支援隊が前衛水雷戦隊4隻撃破→夜戦前までに随伴艦殲滅→野分連撃がクリティカル、撃沈

E3401A編成 連合艦隊 空母機動部隊 ボス攻略　史実艦7 E3401Z編成 決戦支援隊
1SQ 2SQ 4SQ

20.3(2)x2・零観・水上電探
20.3(2)x2・零観試35.6三連x2・零観・徹甲

10高角高射x2・13空電探改 消費

MVP

流星601・烈風x3

E3301Z編成 決戦支援隊
4SQ

友永天山・流星601・烈風601・烈風 20.3(3)・20.3(2)・零観・FuMO電探

村田天山・岩本53型・Re.2005・烈風

E3001G編成 連合艦隊 空母機動部隊 ギミック解除 [D]

魚雷x2

20.3x2・零偵・21電探

流星601・烈風x3 10高角高射x2・13空電探改

零観x2
零観x2

攻略隊と同じ

攻略隊と同じ

友永天山・烈風改・烈風601・烈風 20.3(3)・20.3(2)・零観・FuMO電探
村田天山・岩本53型・Re.2005・烈風 20.3(3)・20.3(2)・零観・FuMO電探
艦戦ガン積み（削り時村田天山x1） 甲標的・OTO副砲x2

彩雲・三式戦x2・雷電

10高角高射x2・13空電探改
0.3(2)x2・零観・32号電探 10高角高射x2・13空電探改

村田天山・岩本53型・Re.2005・烈風 20.3(3)・20.3(2)・零観・FuMO電探
村田天山・Fwx2・烈風 甲標的・OTO副砲x2

E3301A編成 連合艦隊 空母機動部隊 ボス攻略　史実艦7
1SQ 2SQ

20.3(2)x2・零観・司令部 20.3(2)x2・零観
試35.6三連x2・零観・徹甲 10高角高射x2・13空電探改

E2301G編成 通常艦隊 E-2ギミック

試35.6三連x2・零観・徹甲

20.3(3)・20.3(2)・零観・高角砲
友永天山・烈風改・烈風601・烈風

4SQ

1SQ
魚雷x2

オール単縦

魚雷x2
基地航空隊

魚雷x2
彩雲・三式戦x2・雷電
防空

防空

E3201Z編成 決戦支援隊

1SQ

陣形

1SQ 2SQ
20.3(2)x2・零観・司令部 20.3(2)x2・零観

E3201G/A編成 連合艦隊 空母機動部隊 ギミック解除 [H・J]／ボス攻略　史実艦8

2SQ
20.3(3)・20.3(2)・零観・司令部
試35.6三連x2・零観・徹甲

20.3(3)・20.3(2)・零観・司令部
試35.6三連x2・零観・徹甲
20.3(3)・20.3(2)・零観・高角砲
20.3x2・零偵・21電探
艦戦ガン積み

E3101G編成 連合艦隊 水上打撃部隊 ギミック解除 [C・K]
1SQ 2SQ

艦攻・艦戦x3

作戦記録

[攻略] E-3 本土沖太平洋上　発令！艦隊作戦第三法　甲　でんちゃん的難易度ゲージ：■■■■■



#3 後段作戦 艦隊作戦第三法 決戦 [作戦中止]

航番 結果/撃破 Drop/大破 航番 結果/撃破 Drop/大破 航番 結果/撃破 Drop/大破
E4001T 大破撤退 千歳 E4008T 夜S 龍驤 31 E4018T 大破撤退 阿武隈

軽巡 阿武隈改二 95 駆逐 (適当) 軽母 龍鳳改 118 E4002T 夜A 16 E4009T 大破撤退 大鳳 E4019T 大破撤退 阿武隈
戦艦 Italia 132 駆逐 (適当) 駆逐 (適当) E4003T 大破撤退 阿武隈 E4010T 夜A 21 E4020T 大破撤退 Italia
戦艦 Roma改 132 軽母 龍驤改二 97 駆逐 (適当) E4004T 夜S 長門 31 E4011T 夜A 21 E4021T 大破撤退 Italia
装母 大鳳改 127 軽母 祥鳳改 97 軽母 瑞鳳改 112 E4005T 夜A 21 E4015T 昼S 比叡 31 E4022T 大破撤退 Roma
軽母 千歳航改二 96 戦艦 霧島改二 134 E4006T 夜A 21 E4016T 夜A 21 E4023T 大破撤退 千歳
駆逐 Верный 124 戦艦 金剛改二 134 E4007T 大破撤退 Roma E4017T 大破撤退 大鳳 E4024T 夜S 陸奥 31

航番 結果/撃破 Drop/大破 航番 結果/撃破 Drop/大破
E4112T 出オチ 熊野 E4025T 大破撤退 千歳

駆逐 Верный 124 E4113T 大破撤退 千歳 E4026T 夜S 金剛 31
戦艦 Italia/Roma改 132 E4114T 大破撤退 千代田 E4027T 昼S 金剛 31
航巡 熊野改 115 E4028T 夜A 21
軽母 千歳航改二 96 E4029T 夜S 長良 31
軽母 千代田航改二 96 E4030T 夜S 北上 31
軽巡 阿武隈改二 95

航番 結果/撃破 Drop/大破
E4201A 夜A 275

軽巡 阿武隈改二 95 駆逐 (適当) 軽母 龍鳳改 118 E4202A 大破撤退 大鳳
戦艦 Italia 132 駆逐 (適当) 駆逐 (適当) E4203A 夜A 257
戦艦 Roma改 132 軽母 龍驤改二 97 駆逐 (適当)
装母 大鳳改 127 軽母 祥鳳改 97 軽母 瑞鳳改 112
正母 赤城改 130 戦艦 霧島改二 134
軽母 千歳/千代田 96 戦艦 金剛改二 134

航番 結果/撃破 Drop/大破 航番 結果/撃破 Drop/大破 航番 結果/撃破 Drop/大破
E4304A 大破撤退 大鳳 E4311A 夜A E4423A 大破撤退 千歳

重巡 摩耶改二 97 駆逐 (適当) 軽母 龍鳳改 118 E4305A 夜A 282 E4312A 出オチ 大鳳
戦艦 Italia 132 駆逐 (適当) 駆逐 (適当) E4306A 昼S 長門 350 E4313A 夜A
戦艦 Roma改 132 軽母 龍驤改二 97 駆逐 (適当) E4307A 夜S 球磨 350 E4314A 大破撤退 摩耶
装母 大鳳改 127 軽母 祥鳳改 97 軽母 瑞鳳改 112 E4308A 大破撤退 赤城 E4315A 大破撤退 千歳
正母 赤城改 130 航戦 山城改二 125 戦艦 霧島改二 134 E4309A 大破撤退 赤城 E4316A 大破撤退 Italia
軽母 千歳/千代田 96 航戦 扶桑改二 125 戦艦 金剛改二 134 E4310A 大破撤退 千代田 E4317A 夜A

航番 結果/撃破 Drop/大破
E4418A 大破撤退 北上

雷巡 北上改二 123 駆逐 (適当) 軽母 龍鳳改 118 E4419A 夜A
戦艦 Italia 132 駆逐 (適当) 駆逐 (適当) E4420A 大破撤退 複数
戦艦 Roma改 132 軽母 龍驤改二 97 駆逐 (適当) E4421A 大破撤退 複数
装母 大鳳改 127 軽母 祥鳳改 97 軽母 瑞鳳改 112 E4422A 大破撤退 大鳳
正母 赤城改 130 航戦 山城改二 125 戦艦 霧島改二 134 E4424A 大破撤退 大鳳
軽母 千歳/千代田 96 航戦 扶桑改二 125 戦艦 金剛改二 134 E4425A 大破撤退 大鳳

E4401Z編成 決戦支援隊
2SQ 4SQ

E4401A編成 通常艦隊 殲滅戦
1SQ

岩本53型・Fw・Re.2005
Fw・烈風改・烈風601
烈風601・熟練52・熟練52

E4401Y編成 道中支援隊

岩本53型・Fw・Re.2005
Fw・烈風改・烈風601
烈風601・熟練52・熟練52

E4201Y編成 道中支援隊 E4201Z編成 決戦支援隊
2SQ 4SQ

[攻略] E-4 MS諸島北部　シャングリラ捜索追撃 艦隊前進配備　戦力ゲージ　甲　でんちゃん的難易度ゲージ：■■■■■■■■　※空母シャングリラ追撃（注：史実では「架空の地名」）

E4001Z編成 決戦支援隊
2SQ
E4001Y編成 道中支援隊

4SQ

E4201A編成 通常艦隊 殲滅戦
1SQ

E4101T編成 通常艦隊 輸送作戦
1SQ

作戦記録

[攻略] E-4 MS諸島北部　シャングリラ捜索追撃 艦隊前進配備　輸送ゲージ　甲　でんちゃん的難易度ゲージ：■■■■■■■　※クェゼリン環礁基地設営

1SQ
E4001T編成 通常艦隊 輸送作戦

岩本53型・Fw・Re.2005
Fw・烈風改・烈風601
烈風601・熟練52・熟練52

E4301A編成 通常艦隊 殲滅戦 E4301Y編成 道中支援隊 E4301Z編成 決戦支援隊
1SQ 2SQ 4SQ

12.7高角+高射・夜偵・FuMO



#4 後段作戦 艦隊作戦第三法 決戦

航番 結果/撃破 Drop/大破
E4501T 夜S 73

駆逐 照月改 75 駆逐 (適当) 軽母 龍鳳改 118 E4502T 夜S 73
航巡 利根改二 121 駆逐 (適当) 駆逐 (適当) E4503T 大破撤退 阿武隈
航巡 筑摩改二 117 軽母 龍驤改二 97 駆逐 (適当) E4504T 夜S 73
軽巡 阿武隈改二 95 軽母 祥鳳改 97 軽母 瑞鳳改 112 E4505T 夜A 41
駆逐 Верный 124 航戦 山城改二 125 戦艦 霧島改二 134
駆逐 大潮改二 81 航戦 扶桑改二 125 戦艦 金剛改二 134 ※TPピタリ賞

航番 結果/撃破 Drop/大破
E4601A 夜S/摩耶 比叡 350 開始 11/24 6:00

重巡 摩耶改二 97 駆逐 (適当) 軽母 龍鳳改 118 E4602A 夜S/Roma 陸奥 350 終了 11/27 17:15
戦艦 Italia 132 駆逐 (適当) 駆逐 (適当) E4603A 夜A/摩耶 350 燃60000 鋼40000
戦艦 Roma改 132 軽母 龍驤改二 97 駆逐 (適当) E4604A 昼S/赤城 榛名 350 弾40000 ボ30000
装母 大鳳改 127 軽母 祥鳳改 97 軽母 瑞鳳改 112 E4605A 昼S/大鳳 北上 350 バケツ250
正母 赤城改 130 航戦 山城改二 125 戦艦 霧島改二 134 大鳳 ボス撃破
軽母 千歳/千代田 96 航戦 扶桑改二 125 戦艦 金剛改二 134 摩耶 対空砲火烈風601・熟練52・熟練52

消費

MVP

【でんちゃんメモ】…思い出したくもないのです。
(メモ帳の前半部分が全部破られている)

作戦結果(中止分込み)

岩本53型・Fw・Re.2005

[攻略] E-4 MS諸島北部　シャングリラ捜索追撃 艦隊前進配備　戦力ゲージ　乙　でんちゃん的難易度ゲージ：■■■■□　※空母シャングリラ追撃（注：史実では「架空の地名」）

E4601A編成 通常艦隊 殲滅戦 E4601Y編成 道中支援隊 E4601Z編成 決戦支援隊
1SQ 2SQ 4SQ

Fw・烈風改・烈風601

12.7高角+高射・夜偵・FuMO

20.3(3)・20.3(2)・水戦・瑞雲12
20.3(3)・20.3(2)・水戦・瑞雲12
OTOx2・甲標的
DAIHATSU
DAIHATSU

E4501T編成 通常艦隊 輸送作戦 E4501Y編成 道中支援隊

10cm高角+高射x2・13空電探改
2SQ

作戦記録

E4501Z編成 決戦支援隊
4SQ

[攻略] E-4 MS諸島北部　シャングリラ捜索追撃 艦隊前進配備　輸送ゲージ　乙　でんちゃん的難易度ゲージ：■□□□□　※クェゼリン環礁基地設営

1SQ



#5 最終作戦 渚を越えて

E5001G 昼S/Iowa 陽炎
戦艦 Roma改 132 軽巡 阿武隈改二 95 E5002G 昼S/翔鶴 朝潮 解
戦艦 Iowa改 122 駆逐 電改 142
装母 翔鶴改二甲 131 駆逐 時雨改二 110
装母 瑞鶴改二甲 130 雷巡 北上改二 123
軽母 千歳航改二 96 雷巡 大井改二 120
軽母 千代田航改二 96 重巡 Prinz Eugen改 121

E5103G 昼A中止 F=S 丙
戦艦 Roma改 132 軽巡 阿武隈改二 95 E5104G 途中撤退 F=S 乙
戦艦 Iowa改 122 駆逐 電改 142
戦艦 霧島改二 134 駆逐 時雨改二 110
戦艦 Italia 132 雷巡 北上改二 123
軽母 千歳航改二 96 雷巡 大井改二 120
軽母 千代田航改二 96 戦艦 Bismarck drei 133

戦艦 Italia 132 駆逐 電改 142 駆逐 綾波改二 110 軽母 龍鳳改 118
戦艦 Roma改 132 戦艦 Iowa改 122 駆逐 夕立改二 110 駆逐 雷改 139
装母 翔鶴改二甲 131 駆逐 時雨改二 110 軽母 龍驤改二 97 駆逐 Верный 124
装母 瑞鶴改二甲 130 雷巡 北上改二 123 軽母 祥鳳改 97 軽母 瑞鳳改 112
軽母 千歳航改二 96 軽巡 酒匂改 69 航戦 山城改二 125 戦艦 霧島改二 134
軽母 千代田航改二 96 重巡 Prinz Eugen改 121 航戦 扶桑改二 125 戦艦 金剛改二 134

E5204G 夜S/酒匂 長門 E5210G 夜S/Prinz 阿賀野700 開始 11/27 17:30 第一 第一 第一
E5205G 夜A/時雨 朝風 E5211G 夜A/Prinz 700 終了 11/27 23:30

燃20000 鋼10000 第二 第二 第二
E5206G 夜A/Prinz 700 E5212A 夜S/北上 高雄 700 弾10000 ボ5000
E5207G 夜S/Prinz 舞風 700 E5213A 夜S/酒匂 長門 700 バケツ50 第三 第三 第三
E5208G 大破撤退 瑞鶴 酒匂 ボス撃破
E5209G 夜A 366 Iowa 奮戦

E4501Y編成 道中支援隊(最終) E4501Z編成 決戦支援隊
2SQ 4SQ

基地航空隊（ギミック時1）
彩雲・三式戦x2・雷電
防空
彩雲・三式戦x2・雷電
防空

装甲破砕ギミック解除

作戦結果

消費

MVP

陣形
空襲：第三　潜：第一　他：第四

基地航空隊（攻略時）
彩雲・三式戦x2・雷電
防空
大艇・一式陸攻x3
出撃/ボス
大艇・零戦21熟x3
出撃/ボス前空襲

基地航空隊（ギミック時2）
彩雲・三式戦x2・雷電
防空
大艇・零戦21x3
出撃/ボス前空襲
大艇・零戦21熟x3
出撃/ボス前空襲

大艇・零戦21熟x3
出撃/A前空襲

友永天山・Fw・烈風・彩雲 15.2連装x2・零観
友永天山・烈風601・烈風x2 SKC34x2・零観・FuMO

OTO・15.5副・甲標的
10cm高角+高射x2・13空電探改
10cm高角+高射x2・13空電探改
OTO・15.5副・甲標的
OTO・15.5副・甲標的
(主・主・徹甲・零観)

E5201G/A/H編成 空母機動部隊 攻略戦　丙→乙

16inMK7x2・徹甲・零観
(主・主・徹甲・零観)
381/50三連改・16inMK7・徹甲・零観
友永天山・Fw・烈風・彩雲
友永天山・烈風601・烈風x2

村田天山・烈風改・Fw・烈風 10cm高角+高射x2・13空電探改
流星601・岩本零戦・Re.2005・烈風 OTOx2・甲標的

ゲージリセット 丙→乙

381/50三連改x2・徹甲・零観
16inMK7x2・徹甲・零観
村田天山・烈風改・Fw・烈風
流星601・岩本零戦・Re.2005・烈風
友永天山・Fw・烈風・彩雲
友永天山・烈風601・烈風x2

E5101G編成 水上打撃部隊 Fマス踏み　丙→乙

OTO・15.5副・甲標的
10cm高角+高射x2・13空電探改
10cm高角+高射x2・13空電探改
OTO・15.5副・甲標的
OTO・15.5副・甲標的
SKC34x2・零観・FuMO

1SQ 2SQ
381/50三連改・16inMK7・徹甲・零観 10cm高角+高射x2・13空電探改
381/50三連改x2・徹甲・零観 16inMK7x2・徹甲・零観

1SQ 2SQ
381/50三連改x2・徹甲・零観

E5001G編成 空母機動部隊 Aマス攻略　丙
1SQ 2SQ

作戦記録

[救出] E-5 MS諸島北部　B環礁沖　渚を越えて　乙　でんちゃん的難易度ゲージ：■■□□□　※マーシャル諸島北部　ビキニ環礁沖　クロスロード作戦（原爆実験）

【でんちゃんメモ】酒匂さん・プリンツさん・長門さんが居ればものすごいダメージを与えるのです。とてつもなくて北上さんのカットインさえ霞むほどなのです。
ただ、長門さんは低速艦なので遠回りルートになってしまうのです。今回は酒匂さんとプリンツさんだけの採用になってしまったのです。
スタート地点ギミックは必須なのですが、装甲破砕ギミックは解除しなくても攻撃力補正が凄すぎてボスを一発破砕できるのです。

丙→乙の変更では装甲破砕に至る回数も含めてすべてのギミックが保持されるのです。資源節約のためにはおすすめなのです。
甲攻略の場合は別の出撃制限とギミック全リセットでだいぶ大変なのです。
とりあえず、戦力はあるけれどE-4で大変な目に遭ってさっくり抜けたい人は乙も選択肢として考えてほしいのです。改修資材と勲章がもれなくついてくるのです。


