
重巡 足柄改二 95 連 軽巡 阿武隈改二 75 設 航巡 最上改 95 設 重巡 足柄改二 95 連 駆逐 秋月改 88 南 揚陸 あきつ丸改 82 機 水母 秋津洲改 71
駆逐 叢雲改二 82 連 駆逐 睦月改二 79 設 駆逐 睦月改二 79 設 重巡 那智改二 95 連 航巡 利根改二 116 南 航戦 扶桑改二 121 機 戦艦 大和改 132
戦艦 Italia 130 連 駆逐 大潮改二 78 設 駆逐 不知火改 71 設 戦艦 Italia 130 連 航巡 筑摩改二 109 南 航戦 山城改二 121 機 戦艦 武蔵改 129
戦艦 Roma改 130 連 航巡 三隈改 96 設 駆逐 子日改 71 設 戦艦 Roma改 130 連 駆逐 夕立改二 96 南 装母 翔鶴改二甲 120 機 戦艦 長門改 121
軽母 龍鳳改 118 連 航巡 最上改 95 設 駆逐 如月改二 79 設 軽母 瑞鳳改 110 連 駆逐 綾波改二 96 南 装母 瑞鶴改二甲 120 機 戦艦 陸奥改 121
軽母 瑞鳳改 110 連 駆逐 吹雪改二 82 設 航巡 三隈改 96 設 軽母 祥鳳改 88 連 駆逐 春雨改 94 南 重巡 摩耶改二 95 機 正母 加賀改 129
軽母 祥鳳改 88 連 他省略 他省略

駆逐 朝霜改 85 連 駆逐 初春改二 83 設 軽巡 矢矧改 91 連 駆逐 電改 139 機 補給 速吸改 71
駆逐 Z3 zwei 84 連 軽巡 阿武隈改二 75 設 駆逐 Z3 zwei 84 連 軽巡 大淀改 122 機 駆逐 電改 139
駆逐 清霜改 84 連 駆逐 大潮改二 78 設 駆逐 Z1 zwei 83 連 駆逐 暁改二 122 機 軽巡 大淀改 122
駆逐 Z1 zwei 83 連 駆逐 吹雪改二 82 設 重巡 古鷹改二 95 連 雷巡 北上改二 119 機 駆逐 Верный 122
軽巡 矢矧改 91 連 重巡 高雄改 95 設 重巡 加古改二 95 連 重巡 Prinz Eugen改 114 機 戦艦 霧島改二 132
雷巡 木曾改二 96 連 重巡 愛宕改 95 設 雷巡 木曾改二 96 連 重巡 羽黒改二 98 機 戦艦 Bismarck drei 132

他省略 他省略

駆逐 電改 139 機 駆逐 磯風改 71 軽巡 大淀改 122 機 重巡 Prinz Eugen改 114 機 正母 加賀改 129 機
駆逐 雷改 136 駆逐 時津風改 71 軽巡 由良改 95 重巡 羽黒改二 98 機 正母 赤城改 128
駆逐 Верный 122 駆逐 朝雲改 71 軽巡 那珂改二 94 重巡 妙高改二 95 正母 Graf Zeppelin改 113
駆逐 暁改二 122 機 駆逐 野分改 71 軽巡 川内改二 93 重巡 那智改二 95 連 正母 蒼龍改二 112
駆逐 時雨改二 100 駆逐 高波改 71 軽巡 神通改二 93 重巡 足柄改二 95 連 正母 飛龍改二 111
駆逐 夕立改二 96 南 駆逐 照月改 71 軽巡 阿武隈改二 93 重巡 古鷹改二 95 連 正母 葛城改 109
駆逐 綾波改二 96 南 駆逐 Libeccio改 71 軽巡 矢矧改 91 連 重巡 加古改二 95 連 正母 雲龍改 96
駆逐 春雨改 94 南 駆逐 風雲改 71 軽巡 龍田改 90 機 重巡 鳥海改二 95 機 正母 天城改 96
駆逐 霞改二乙 92 駆逐 海風改 71 軽巡 天龍改 86 重巡 摩耶改二 95 機 装母 翔鶴改二甲 120 機 戦艦 大和改 132
駆逐 初霜改二 90 駆逐 嵐改 71 軽巡 五十鈴改二 84 重巡 青葉改 95 装母 瑞鶴改二甲 120 機 戦艦 武蔵改 129
駆逐 皐月改二 88 駆逐 萩風改 71 軽巡 夕張改 82 重巡 高雄改 95 設 装母 大鳳改 116 戦艦 長門改 121
駆逐 秋月改 88 南 駆逐 初月改 71 軽巡 阿武隈改二 75 設 重巡 愛宕改 95 設 戦艦 陸奥改 121
駆逐 文月改 87 駆逐 沖波改 71 軽巡 名取改 69 重巡 衣笠改二 94
駆逐 三日月改 87 駆逐 白雪改 63 軽巡 鬼怒改 69 重巡 Zara改 78 軽母 龍鳳改 118 連
駆逐 潮改二 86 駆逐 初雪改 63 軽巡 球磨改 65 軽母 瑞鳳改 110 連 戦艦 金剛改二 132
駆逐 菊月改 86 機 駆逐 深雪改 63 軽巡 多摩改 65 軽母 隼鷹改二 97 機 戦艦 比叡改二 132
駆逐 望月改 86 駆逐 陽炎改 63 軽巡 長良改 65 航巡 利根改二 116 南 軽母 千歳航改二 96 戦艦 榛名改二 132
駆逐 朝霜改 85 連 駆逐 黒潮改 63 軽巡 阿賀野改 65 航巡 筑摩改二 109 南 軽母 千代田航改二 96 戦艦 霧島改二 132 機
駆逐 Z3 zwei 84 連 駆逐 白露改 63 軽巡 能代改 65 航巡 熊野改 98 軽母 飛鷹改 96 戦艦 Bismarck drei 132 機
駆逐 清霜改 84 連 駆逐 村雨改 63 軽巡 酒匂改 65 航巡 鈴谷改 97 軽母 龍驤改二 92 機 戦艦 Italia 130 連
駆逐 Z1 zwei 83 連 駆逐 涼風改 63 航巡 三隈改 96 設 軽母 祥鳳改 88 連 戦艦 Roma改 130 連
駆逐 初春改二 83 設 駆逐 朝潮改 63 航巡 最上改 95 設 軽母 鳳翔改 78 機
駆逐 叢雲改二 82 連 駆逐 満潮改 63 雷巡 北上改二 119 機
駆逐 吹雪改二 82 設 駆逐 荒潮改 63 雷巡 大井改二 118 航戦 伊勢改 121
駆逐 雪風改 80 駆逐 霰改 63 雷巡 木曾改二 96 連 潜 伊168改 99 航戦 日向改 121
駆逐 睦月改二 79 設 駆逐 舞風改 63 雷巡 大井改二 78 潜 呂500 98 航戦 扶桑改二 121 機
駆逐 如月改二 79 設 駆逐 初風改 63 雷巡 北上改二 78 潜 伊168改 81 航戦 山城改二 121 機
駆逐 江風改二 79 駆逐 夕雲改 63 潜 まるゆ改 67
駆逐 島風改 79 駆逐 巻雲改 63 潜空 伊401改 111
駆逐 大潮改二 78 設 駆逐 長波改 63 工作 明石改 71 潜空 伊58改 99
駆逐 五月雨改 78 駆逐 谷風改 63 補給 速吸改 71 潜空 伊8改 99
駆逐 長月改 78 駆逐 浦風改 63 揚陸 あきつ丸改 82 機 潜空 伊19改 99
駆逐 弥生改 78 駆逐 早霜改 63 練巡 香取改 72 潜空 伊19改 91
駆逐 卯月改 78 駆逐 山雲改 63 練巡 鹿島改 71 潜空 伊58改 84
駆逐 漣改 77 駆逐 磯波改 62 機 潜空 伊401改 68
駆逐 不知火改 71 設 駆逐 敷波改 62 機 潜空 伊8改 66
駆逐 子日改 71 設 駆逐 朧改 62 機 水母 秋津洲改 71
駆逐 若葉改 71 駆逐 曙改 62 機 水母 瑞穂改 71
駆逐 秋雲改 71 水母 千歳甲 55
駆逐 浜風改 71 水母 千代田甲 54
駆逐 天津風改 71

開設！基地航空隊 報告書

重雷装巡洋艦

航空巡洋艦

潜水艦

特殊艦艇

航空戦艦

戦艦（高速）

西蟲取鎮守府

駆逐艦 軽巡洋艦

戦艦（低速）

水上機母艦

重巡洋艦

軽空母

正規空母

平成28年5月23日 更新
計　　画

E-6　機動　連合　[親潮] E-7　札なし　連合　[春風][親潮]
前段作戦

E-3　設営　連合/輸送護衛 E-4　連合　連合/水上打撃 E-5　南方　通常

検　　査 承　　認　　（司令官印）

E-1　連合　連合/水上打撃 E-2　設営　通常
拡張作戦 後段作戦

運用制限解除
残り1方面のみのため全戦力投入

今日も無事故で

がんばるのです

twitter.com/sayurishu



#1 基地航空隊開設 運用結果 (1)

航番 結果/撃破 Drop/大破 航番 結果 Drop/大破
J1001 昼S/Italia 千代田 J1008 撤退/大量 H

重巡 足柄改二 95 駆逐 朝霜改 85 J1002 夜S/朝霜 RJ 避 J1009 夜A 避2
駆逐 叢雲改二 82 駆逐 Z3 zwei 84 J1003 昼S/Roma 鳥海 J1010 昼S/瑞鳳 加古
戦艦 Italia 130 駆逐 清霜改 84 J1004 撤退/軽空x2 H
戦艦 Roma改 130 駆逐 Z1 zwei 83 J1005 夜S/清霜 金剛 避
軽母 祥鳳改 88 軽巡 矢矧改 91 J1006 出オチ/叢雲 B
軽母 瑞鳳改 110 雷巡 木曾改二 96 J1007 撤退/大量 H

開始 5/7 14:17 B 第四
終了 5/8 15:43 D 第二

燃7000 G 第一
弾5000 H 第二
バケツ60 J 第四
瑞鳳
清霜

C2001Y編成 道中支援隊 戦意高揚 C2001Z編成 決戦支援隊 旗艦戦意
2SQ 3SQ

駆逐 睦月改二 79 駆逐 五月雨 79 戦艦 Roma改 130
軽巡 阿武隈改二 75 駆逐 漣 78 駆逐 (指定なし)
駆逐 大潮改二 78 軽母 祥鳳改 88 戦艦 Italia 130
駆逐 吹雪改二 82 軽母 瑞鳳改 110 駆逐 (指定なし)
航巡 最上改 96 戦艦 長門改 121 正母 加賀改 129
航巡 三隈改 95 戦艦 陸奥改 121 正母 葛城改 109

航番 結果 Drop/大破 作戦結果
C2001 夜戦C 約470 開始 5/9 16:40 オール単縦
C2002 撤退/複 I 終了 5/9 21:40
C2003 夜戦A 約550 燃3000
C2004 撤退/大潮 I 弾3000
C2005 夜戦S/三隈 浦風 バケツ29
※ゲージほぼピッタリ賞 MVP 三隈 ボス撃破

睦月 奮戦

20.3(3)・20.3(2)・司令部・零観

381/50改・41三連・零観・徹甲
381/50改・41三連・零観・徹甲
流星改・彗星12甲・烈風・彩雲

10cm高射x2・13電探改

陣形作戦結果

C2001編成 通常艦隊 最大支援

【でんちゃんメモ】　ありったけWG42と三式弾、そして陸戦隊を入れて、支援を大盛りにし、あとはボスの集積地姫をスナイプするのを祈るために何度も出る海域……だったはず……なのです……
「およ？およよ？」「困った時こそ、大潮を呼んでくださいね！」「くまりんこ！」「も、もがみんこ…」
攻略情報としてはまったく参考にならない、T有利くまりんこスナイプ一発撃破だったのです……
「イッシュンデモエテシマッタ……モウ……モウカエレヨォッ！！」
滑走路作るまでもう少し居るのです、申し訳ないのです……

三式弾を積んだ航空巡洋艦の攻撃が刺されば勝てるのです。連撃で十分なのです。可能ならWG42も入れておくのです。他は随伴艦処理と割り切るのです。

作戦結果

12.7B・10高角+高射・大発陸戦
大発陸戦・カミ車・甲標的
12.7B・10高角+高射・カミ車
12.7B・10高角+高射・WG42
20.3(2)x2・WG42・三式

1SQ 戦意高揚

12.7高角後・12.7B・22水上改4
12.7高角後・12.7B・22水上
15.2連装x2・零観
15.2連装x2・甲標的

戦艦になれたで賞

ボ0

陣形

鋼1000
消費

2SQ
12.7高角後・12.7B・33水上
12.7高角後・12.7B・33水上

消費
鋼5000
ボ1000

20.3(2)x2・WG42・三式

MVP
ボス撃破

【でんちゃんメモ】装備にあまり工夫のない、ごく普通の火力押しなのです。ただし連れていける戦力に制限が入るので気をつけるのです。第一艦隊はできれば戦意高揚にしておきたいのです。
道中の敵軍が猛烈に強いので、司令部施設はほぼ必須と思ったほうが良いのです。必要に応じて決戦支援も追加し、無理やり護衛退避しながら突っ切ってしまえば勝ちなのです。

[攻略] E-2 北太平洋前線海域（ジョンストン環礁西） 設営隊を揚陸せよ！　甲　でんちゃん的難易度ゲージ：■■■■□？

J1001編成 連合艦隊（水上） 支援なし
1SQ 戦意高揚

[攻略] E-1 北太平洋前線海域（ジョンストン環礁西） 前線制海権を確保せよ！　甲　でんちゃん的難易度ゲージ：■■■□□

流星改・彗星12甲・烈風・彩雲

作戦記録



#2 基地航空隊開設 運用結果 (2)

C3001Y編成 道中支援隊 戦意高揚C3001Z編成 決戦支援隊 旗艦戦意
3SQ 4SQ

航巡 最上改 95 軽巡 阿武隈改二 75 駆逐 五月雨 79 戦艦 長門改 121
駆逐 睦月改二 79 駆逐 初春改二 83 駆逐 漣 78 駆逐 (指定なし)
駆逐 不知火改 71 駆逐 大潮改二 78 軽母 祥鳳改 88 戦艦 陸奥改 121
駆逐 子日改 71 駆逐 吹雪改二 82 軽母 瑞鳳改 110 駆逐 (指定なし)
駆逐 如月改二 79 重巡 高雄改 95 戦艦 Roma改 130 正母 加賀改 129
航巡 三隈改 96 重巡 愛宕改 95 戦艦 Italia 130 正母 葛城改 109

航番 結果 Drop/大破 航番 結果 Drop/大破 作戦結果
C3001 夜戦S/愛宕 筑摩 123 C3008 失敗 開始 5/10 12:00 Hのみ第一（単横）
C3002 夜戦A 86 C3009 夜戦S/大潮 足柄 終了 5/10 21:20 他オール第四（単縦）
C3003 失敗 避 燃5000
C3004 夜戦A 86 弾5000
C3005 出オチ/大潮 バケツ60
C3006 夜戦A 86 MVP 大潮 ボス撃破
C3007 昼戦A 避 79 愛宕 ぱんぱか

J4001Y編成 道中支援隊 戦意高揚 J4001Z編成 決戦支援隊 旗艦戦意
3SQ 4SQ

重巡 足柄改二 95 軽巡 矢矧改 91 駆逐 五月雨 79 戦艦 長門改 121
重巡 那智改二 95 駆逐 Z3 zwei 84 駆逐 漣 78 駆逐 (指定なし)
戦艦 Italia 130 駆逐 Z1 zwei 83 軽母 龍驤改二 92 戦艦 陸奥改 121
戦艦 Roma改 130 重巡 古鷹改二 95 軽母 龍鳳改 118 駆逐 (指定なし)
軽母 祥鳳改 88 重巡 加古改二 95 航戦 伊勢改 121 正母 加賀改 129
軽母 瑞鳳改 110 雷巡 木曾改二 96 航戦 日向改 121 正母 葛城改 109

航番 結果/撃破 Drop/大破 作戦結果
J4001 夜戦A 避 253 開始 5/11 12:00 Hのみ第一（単横） 第一 流星x3・零戦52(熟練)
J4002 夜戦A 301 終了 5/11 21:50 他オール第四(単縦) Jマス(ボス前)集中
J4003 夜戦S まるゆ350 燃5000 鋼3500
J4004 夜戦A 避x2 150 弾5000 ボ1500
J4005 夜戦A 350 バケツ40
J4006 夜戦S 鈴谷 350 MVP 矢矧 ボス撃破
J4007 夜戦S/矢矧 高波 瑞鳳 設営作戦指揮

【でんちゃんメモ】E-1からの流用を考えて水上打撃部隊を編成したのですが、本来こちらの編成のほうが難易度が高いらしいのです。また完全に羅針盤固定したい場合は戦艦をさらに1隻減らさなければならないのです。
戦力によっては空母機動部隊編成でありったけ重たい編成を組むのも検討してほしいのです。
基地航空隊はボス前マスの脅威排除に集中して動いてもらったのです。これでだいぶ突破率が上がった気がするのです。火力に不安があるならボスマス直接集中も悪くないと思うのです。
「無事基地も設営できたし、ご飯にしましょ。はい、たまごやき♪」「ヴェアアアアアア！ニクガホシイヤァァァ！」「何だ、結局肉が食いたかったのか？」「サイキン……ショクリョウジジョウガ……ワルクテ……」
かなり制圧されてしまい、深海側の台所事情もだいぶ悪くなってきたようなのです。食べ物の恨みが怖いのです。（フラグ）

381/50改・41三連・零観・徹甲 20.3(2)・20.3(2)・FuMO・零観
流星改・彗星12甲・烈風>>・彩雲(最後烈風) 20.3(2)・20.3(2)・FuMO・零観
流星改・彗星12甲・烈風>>・烈風>> 15.2連装x2・甲標的

陣形 基地航空隊

消費

[攻略] E-4 北太平洋前線海域（ジョンストン基地） 発進！基地航空隊　甲　でんちゃん的難易度ゲージ：■■■□□

J4001編成 連合艦隊（水上） 削り道中支援／ラスト最大支援
1SQ 2SQ

20.3(2)・20.3(2)・司令部・零観 15.2連装x2・夜偵
20.3(2)・20.3(2)・32水上・零観 10cm高射x2・33水上
381/50改・41三連・零観・徹甲 10cm高射x2・33水上

消費

【でんちゃんメモ】とにかく回数を重ねて規定量の輸送をこなしさえすれば良いので、前衛に出る第二艦隊は重めにし、第一艦隊に大量に瑞雲を積み、さらに大量に支援を出してやられる前に制圧する方針なのです。
最後にA勝以上できないと失敗なので、資源に余裕があれば決戦支援をぜひ出しておきたいのです。
「大量にドラム缶を載せられるのは、何かの罰ゲームでしょうか……何か落ち度でも……」「軽トラじゃないにゃしぃ……」
輸送隊だから当たり前なのです。がまんしてほしいのです…
「師匠へ。ボクはついに最前線に出るどころか、瑞雲をたくさん積んでもらえました」「見てもらえましたか！三隈の晴れ舞台！」
お二人は喜んでいてなによりなのです。

瑞雲師匠 20.3(2)x2・零観・FuMO

作戦結果

12.7高角後・12.7B・33水上

作戦記録

[攻略] E-3 北太平洋前線海域（ジョンストン基地） 前橋飛行場を設営せよ！　甲　でんちゃん的難易度ゲージ：■■■□□

20.3(2)x2・零観・FuMO

1SQ 2SQ 戦意高揚
司令部・瑞雲師匠 15.2連装x2・甲標的
DAIHATSU

12.7高角後・12.7B・22水上改4
12.7高角後・12.7B・33水上ドラム艦

ドラム艦
DAIHATSU

C3001編成 輸送護衛部隊 削り道中支援／ラスト最大支援

陣形

鋼2000
ボ1000



#3 拡張/後段作戦 運用結果 (1)

S5001Y編成 道中支援隊 戦意高揚 S5001Z編成 決戦支援隊 旗艦戦意
2SQ 3SQ

駆逐 秋月改 88 駆逐 五月雨 79 戦艦 Roma改 130
駆逐 春雨改 94 駆逐 漣 78 駆逐 (指定なし)
駆逐 夕立改二 96 軽母 祥鳳改 88 戦艦 Italia 130
駆逐 綾波改二 96 軽母 瑞鳳改 110 駆逐 (指定なし)
航巡 利根改二 116 戦艦 長門改 121 正母 加賀改 129
航巡 筑摩改二 109 戦艦 陸奥改 121 正母 葛城改 109

航番 結果 Drop/大破 航番 結果 Drop/大破 作戦結果
S5001 大破撤退 夕立 L S5008 大破撤退 綾波 L 開始 5/14 17:00 A 単横 第一 流星x3・零戦52(熟練)
S5002 夜戦C(I=S) 514 S5009 夜戦A(I=S) 569 終了 5/14 20:56 C 単縦 Lマス・ボス
S5003 夜戦A(I=S) 444 S5010 夜戦S/筑摩 680 消費 燃9000 鋼1000 I 輪形 第二 96陸・1陸x2・零戦52(熟練)
S5004 夜戦S/利根 680 ※ゲージほぼピッタリ賞(4081) 弾9000 ボ5000 L 複縦 ボス集中
S5005 夜戦A 320 バケツ40 M 単縦
S5006 夜戦D(I=S) 194 MVP 筑摩 ボス撃破
S5007 夜戦S/利根 680 利根 のじゃ

航番 結果/撃破 Drop/大破 航番 結果/撃破 Drop/大破
Z6101 大破撤退 Z6108 夜戦S 瑞鶴

重巡 摩耶改二 95 駆逐 電改 139 Z6102 昼戦S おめん Z6109 昼戦S きそー
航戦 扶桑改二 121 軽巡 大淀改 122 Z6103 夜戦S やせん Z6110 夜戦S 伊勢
航戦 山城改二 121 駆逐 暁改二 122 Z6104 大破撤退 Z6111 昼戦S ―
正母 加賀改 129 雷巡 北上改二 119 Z6105 昼戦S ― Z6112 昼戦S ―
装母 瑞鶴改二甲 120 重巡 Prinz Eugen改 114 Z6106 昼戦S ― Z6113 昼戦S 荒潮
装母 翔鶴改二甲 120 戦艦 霧島改二 132 Z6107 昼戦S ― Z6114 昼戦S ―

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 航番 結果/撃破 Drop/大破 航番 結果/撃破 Drop/大破
Z6115 昼戦S ― Z6122 昼戦S 加賀 Z6129 昼戦S ― Z6136 昼戦S やせん Z6143 大破撤退 Z6150 昼戦S 大潮
Z6116 昼戦S づほ Z6123 昼戦S ダンス Z6130 昼戦S 荒潮 Z6137 昼戦S ― Z6144 A ―投了―
Z6117 大破撤退 Z6124 昼戦S ― Z6131 昼戦S ― Z6138 昼戦S もがみん Z6145 昼戦S 長月
Z6118 昼戦S にゃあ Z6125 大破撤退 Z6132 A Z6139 大破撤退 Z6146 昼戦S ―
Z6119 昼戦S かたぱると Z6126 昼戦S にゃあ Z6133 昼戦S ― Z6140 昼戦S ― Z6147 昼戦S ―
Z6120 夜戦S づほ Z6127 昼戦S クマ Z6134 昼戦S 蒼龍 Z6141 夜戦S ― Z6148 昼戦S ―
Z6121 昼戦S 瑞鶴 Z6128 A Z6135 昼戦S ― Z6142 昼戦S 北上 Z6149 昼戦S 蒼龍

航番 結果/撃破 Drop/大破
Z6201 昼戦S

軽母 鳳翔改 78 駆逐 菊月改 86 Z6202 昼戦S
航戦 扶桑改二 121 軽巡 龍田改 90 Z6203 昼戦S
航戦 山城改二 121 駆逐 磯波改 62 Z6204 昼戦S
装母 翔鶴改二甲 120 駆逐 敷波改 62 Z6205 昼戦S
装母 瑞鶴改二甲 120 駆逐 朧改 62 Z6206 昼戦S
軽母 龍驤改二 92 駆逐 曙改 62

試製41三連・35.6・徹甲・瑞雲12 10高角+高射x2・WG42
彗星系x2・烈風x2 15.2連装x2・甲標的
彗星系x2・烈風・彩雲 SKC34x2・零観・三式
彗星系x2・烈風x2 試製35.6三連・35.6・零観・三式

主砲・カ号x2・晴嵐 同上

三式ソナーx2・三式爆雷
主砲・カ号x2・晴嵐 同上

てきとう 同上
てきとう 同上
流星系・三式指揮連絡機x2・彩雲 同上

Z6201編成 聯合艦隊(機動) 空母4編成＝1スタート A制圧編成　丙
1SQ(後) 2SQ(前)

流星系・三式指揮連絡機x2

10高角+高射x2・WG42
20.3(2)x2・WG42・三式
20.3(2)x2・瑞雲12・三式

陣形

【でんちゃんメモ】　ありったけWG42と三式弾を入れて、支援を大盛りにし、あとはボスのリコリス姫をスナイプするのを祈るために何度も出る海域……だったはず……なのです……
「随伴艦は任せるっぽい？」「艦隊をお守りします！」「そうじゃ！基地砲撃も任せるがよいぞ！」「姉さんのサポートもしっかりやりますね。はい。（ドカーン）」
攻略情報としてはまったく参考にならない、とねちくS勝一発撃破だったのです…。このコメントE-2でもやった気がするのです…。
「フ……イチゲキデ……ヤラレルトハ……オチタモノダナ……orz」
ハワイ攻略戦が終わるまで静かにしていてほしいのです、申し訳ないのです……

運よく三式弾を積んだ航空巡洋艦の攻撃が刺されば勝てるのです。連撃で十分なのです。可能ならWG42も入れておくのです。他は随伴艦処理と割り切るのです。

基地航空隊

作戦記録

[攻略] E-5 南方ラバウル基地戦域 ラバウル航空撃滅戦　甲　でんちゃん的難易度ゲージ：■■■■■？

S5001編成 通常艦隊 最大支援 作戦結果
1SQ 戦意高揚

10高角+高射x2・13電探改
12.7Bx2・探照灯
10高角+高射x2・WG42

[前哨] E-6 北太平洋深海中枢泊地沖（ハワイ） 友軍泊地奪還作戦　丙（ギミック解除＆堀り試行）

Z6101編成 聯合艦隊(機動) 空母3編成＝3スタート L制圧構成　丙
1SQ(後) 2SQ(前)

20.3(3)・20.3(2)・零観・司令部 10高角+高射x2・13電探改
試製41三連・35.6・徹甲・瑞雲12 15.2cm連装x2・WG42x2



#4 拡張/後段作戦 運用結果 (2)

Z6001Y編成 道中支援隊 戦意高揚 Z6001Z編成 決戦支援隊 旗艦戦意
3SQ 4SQ

揚陸 あきつ丸改 82 駆逐 電改 139 駆逐 五月雨 79 駆逐 雷改 136
航戦 扶桑改二 121 軽巡 大淀改 122 駆逐 漣 78 駆逐 (指定なし)
航戦 山城改二 121 駆逐 暁改二 122 航戦 伊勢改 121 正母 蒼龍改二 112
装母 翔鶴改二甲 120 雷巡 北上改二 119 航戦 日向改 121 正母 加賀改 129
装母 瑞鶴改二甲 120 重巡 Prinz Eugen改 114 戦艦 長門改 121 正母 赤城改 128
重巡 摩耶改二 95 重巡 羽黒改二 98 戦艦 陸奥改 121 正母 飛龍改二 111

航番 結果/撃破 Drop/大破 航番 結果/撃破 Drop/大破 作戦結果 主砲＆電探を適当に 艦爆x3＋爆戦x1
Z6001 G解除 Z6008 夜戦C 683 開始 5/18 12:00
Z6002 夜戦C 311 避 Z6009 夜戦C 432 終了 5/20 13:00
Z6003 夜戦B 756 Z6010 夜戦B 582 燃35000 鋼35000
Z6004 大破撤退 Z6011 夜戦A/撃破 900 弾35000 ボ20000
Z6005 出オチ ―削り終了― バケツ200 L堀含む
Z6006 夜戦C 822 爆撃成功x1
Z6007 夜戦C 506

Z6001Y編成 道中支援隊 戦意高揚 Z6001Z編成 決戦支援隊 戦意高揚
3SQ 4SQ

軽母 隼鷹改二 97 駆逐 電改 139 駆逐 五月雨 79 駆逐 雷改 136
航戦 扶桑改二 121 雷巡 北上改二 119 駆逐 漣 78 駆逐 時雨改二 100
航戦 山城改二 121 駆逐 暁改二 122 航戦 伊勢改 121 正母 蒼龍改二 112
装母 翔鶴改二甲 120 軽巡 大淀改 122 航戦 日向改 121 正母 加賀改 129
装母 瑞鶴改二甲 120 重巡 Prinz Eugen改 114 戦艦 長門改 121 正母 赤城改 128
揚陸 あきつ丸改 82 重巡 羽黒改二 98 戦艦 陸奥改 121 正母 飛龍改二 111

航番 結果/撃破 Drop/大破 作戦結果 主砲＆電探を適当に 艦爆x3＋爆戦x1
Z6301 夜戦A 開始 5/20 21:00 Kのみ第一（単横）
Z6302 L逸ドロップ無 終了 5/20 22:00 他オール第四(単縦)
Z6303 夜戦A/羽黒 ボス撃破 燃5000 鋼3000

弾5000 ボ2000
バケツ30

MVP 羽黒 ボス撃破
扶桑 奮戦

作戦記録

消費

【でんちゃんメモ】　900という絶望的なHPを削り取るために相当苦労するのです。削りルートはルート固定はできるものの燃料・弾薬がからっぽになりボスで火力が出ないのです。
なので、最後のトドメはたとえルート固定できなくても空母3編成が適切だと思うのです。速吸さん採用も悪くはないと思うのですがお財布とかいろいろ大変なのです。
艦爆特攻、E-5のI・E-6のAGLギミックと、いろいろ話題の海域なのです。相手は陸上姫なので三式弾やWG42も用意すると良いと思うのですが、WG42があまり無くても強い重巡が居ればそこそこ頑張れるのです。
決戦支援艦隊も艦爆を大量に積むのです。とても運が良ければ支援艦隊だけで片付けてくれる例も稀にあるのですが、結局最後は装備と火力なのです。羽黒さんが頑張ってくれたのです。
…親潮さんをLで救出するのは攻略のついでで羅針盤が逸れた時程度で良いと思うのです。次の海域で頑張ったほうが良いと思うのです…
「ナゼダ……ドウヤッテ、キタ……。ドウヤッテ……。マサカ……」
たぶんジェット旅客機だと思うのです。
「イヤ……ソノ……現実ノはわいノ話デハ、ナクテナ……？」
パスポートもちゃんと人数分用意したのです。カンペキなのです。
「……あろは……ナノデス……」

試製41三連・35.6・三式・瑞雲12 10高角+高射x2・WG42
彗星系x2・烈風x2 20.3(2)x2・WG42x2
彗星系x2・烈風x2 SKC34x2・零観・三式
烈風x3 20.3(2)x2・夜偵・三式

陣形

試製41三連・35.6・徹甲・瑞雲12 10高角+高射x2・WG42
彗星系x2・烈風x2 15.2連装x2・甲標的
彗星系x2・烈風x2 SKC34x2・零観・三式
20.3(3)・20.3(2)・零観・三式 20.3(3)・20.3(2)・零観・三式

Z6301編成 聯合艦隊(機動) 空母3編成＝3スタート 最終攻略構成　甲
1SQ(後) 2SQ(前)

彗星系x2・烈風・FuMO電探 10高角+高射x2・13電探改
試製41三連・35.6・三式・瑞雲12 魚雷系x2・甲標的

[攻略] E-6 北太平洋深海中枢泊地沖（ハワイ） 友軍泊地奪還作戦 甲（本番）　でんちゃん的難易度ゲージ：■■■■■|■

Z6001編成 聯合艦隊(機動) 空母2編成＝2スタート G制圧＆ゲージ削り構成　甲
1SQ(後) 2SQ(前)

烈風x2・司令部 10高角+高射x2・13電探改
試製41三連・35.6・徹甲・瑞雲12 15.2cm連装x2・WG42x2

消費



#5 拡張/後段作戦 運用結果 (3)

Z7001Z編成 決戦支援隊 旗艦戦意
4SQ

重巡 摩耶改二 95 駆逐 電改 139 駆逐 雷改 136
戦艦 金剛改二 132 駆逐 照月改 71 駆逐 (指定なし)
戦艦 比叡改二 132 軽巡 阿武隈改二 93 正母 蒼龍改二 112
装母 翔鶴改二甲 120 雷巡 大井改二 118 正母 加賀改 129
装母 瑞鶴改二甲 120 航巡 利根改二 116 正母 赤城改 128
軽母 飛鷹改 96 航巡 筑摩改二 109 正母 飛龍改二 111

航番 結果/撃破 Drop/大破 航番 結果/撃破 Drop/大破 作戦結果
Z7001 夜戦A 鳥海 Z7008 夜戦S 春風 開始 5/21 10:00 H,Jのみ第三（輪形） 第一 局戦x3・艦戦
Z7002 夜戦A たいは 終了 5/21 14:00 他オール第四(単縦) 防空
Z7003 夜戦S ながもん 燃7000 鋼3000 第二 零戦52(熟)・陸攻or艦攻x3
Z7004 夜戦A 鳥海 弾7000 ボ2000 ボス集中
Z7005 昼戦S 摩耶 バケツ40 第三 零戦52(熟)・陸攻or艦攻x3
Z7006 夜戦A 隼鷹 ボス集中
Z7007 夜戦A たいは

戦艦 比叡改二 132 駆逐 電改 139
戦艦 金剛改二 132 駆逐 照月改 71
装母 翔鶴改二甲 120 軽巡 阿武隈改二 93
装母 瑞鶴改二甲 120 雷巡 大井改二 118
正母 加賀改 129 雷巡 北上改二 119
正母 赤城改 128 戦艦 榛名改二 132

航番 結果/撃破 Drop/大破 航番 結果/撃破 Drop/大破 作戦結果
Z7101 昼戦S 敷波 Z7108 夜戦S ― 開始 5/21 15:50 全て第四（単縦） 第一 局戦x3・艦戦
Z7102 夜戦A Z7109 昼戦S ― 終了 5/22 10:40 進路選択でD折れ D集中
Z7103 夜戦A Z7110 昼戦S ― 燃4000 鋼1000 第二 艦戦ガン積み
Z7104 夜戦S ― Z7111 昼戦S ― 弾3000 ボ1000 D集中
Z7105 夜戦S 長良 Z7112 昼戦S もがみん バケツ30 第三 艦戦x2・陸攻x2
Z7106 昼戦S もがみん Z7113 昼戦S ― D集中
Z7107 昼戦S 陽炎 Z7114 昼戦S 親潮

基地航空隊

基地航空隊

陣形

消費

Z7101編成 聯合艦隊(機動)
1SQ(後) 2SQ(前)

35.6x2・徹甲・零観 10高角+高射x2・13電探改
35.6x2・徹甲・零観 10高角+高射x2・13電探改

陣形

消費

[救出] E-7 北太平洋深海中枢泊地沖（ハワイ） 波濤を超えて 丙

流星系x2・烈風系・彩雲 甲標的・OTOx2

彗星系x2・烈風x2 OTOx2・甲標的
彗星系x2・烈風x2 20.3(2)x2・WG42・三式
彗星・烈風x2・彩雲 20.3(2)x2・WG42・三式

[救出] E-7 北太平洋深海中枢泊地沖（ハワイ） 波濤を超えて 丙

Z7001編成 聯合艦隊(機動)
1SQ(後) 2SQ(前)

20.3(3)・20.3(2)・零観・三式 10高角+高射x2・13電探改
35.6x2・徹甲・零観 10高角+高射x2・13電探改
35.6x2・徹甲・零観 甲標的・OTO・WG42

作戦記録

流星系x2・烈風系x2 20.3(2)x2・甲標的
流星系x2・烈風系x2 20.3(2)x2・甲標的
流星系x2・烈風系x2 35.6x2・徹甲・零観



#6 拡張/後段作戦 運用結果 (4)

Z7201Y編成 道中支援隊 戦意高揚 Z7201Z編成 決戦支援隊 旗艦戦意
4SQ 4SQ

水母 秋津洲改 71 駆逐 電改 139 駆逐 雪風改 80 駆逐 雷改 136
戦艦 大和改 132 戦艦 Italia 130 駆逐 島風改 79 駆逐 漣改 77
戦艦 武蔵改 129 軽巡 大淀改 122 航戦 伊勢改 121 正母 赤城改 128
戦艦 霧島改二 132 重巡 Prinz Eugen改 114 航戦 日向改 121 装母 翔鶴改二甲 120
航戦 扶桑改二 121 戦艦 Bismarck drei 132 軽母 龍鳳改 118 装母 瑞鶴改二甲 120
正母 加賀改 129 駆逐 Верный 122 軽母 瑞鳳改 110 装母 大鳳改 116

航番 結果/撃破 Drop/大破 航番 結果/撃破 Drop/大破
Z7201 大破撤退 Z7208 夜戦A 382
Z7202 大破撤退 Z7209 夜戦A 791
Z7203 出オチ Z7210 夜戦S 850
Z7204 大破撤退 Z7211 夜戦A 避 850
Z7205 夜戦C 635
Z7206 夜戦S 850
Z7207 夜戦A/ボス空爆 850

水母 秋津洲改 71 補給 速吸改 71
戦艦 大和改 132 駆逐 電改 139
戦艦 武蔵改 129 軽巡 大淀改 122
戦艦 霧島改二 132 戦艦 Italia 130
航戦 扶桑改二 121 戦艦 Bismarck drei 132
正母 加賀改 129 駆逐 Верный 122

航番 結果/撃破 Drop/大破
Z7301 出オチ
Z7302 大破撤退
Z7303 大破撤退
Z7304 大破撤退

水母 秋津洲改 71 補給 速吸改 71
戦艦 大和改 132 駆逐 電改 139
戦艦 武蔵改 129 駆逐 Верный 122
戦艦 長門改 121 軽巡 大淀改 122
戦艦 陸奥改 121 戦艦 霧島改二 132
正母 加賀改 129 戦艦 Bismarck drei 132

航番 結果/撃破 Drop/大破 作戦結果
Z7401 夜戦S/霧島 開始 5/22 12:00 B 第一 第一 艦戦・艦攻x2・陸攻

終了 5/22 22:00 E 第三 ボス集中
※ヒノハル提督の 燃12000 鋼5000 G 第四 第二 艦戦・艦攻・陸攻x2
アドバイスにより組替直後 弾10000 ボ4000 J 第三 ボス集中

バケツ100 補2 M 第四 第三 艦戦・艦攻・陸攻x2
MVP 霧島 ボス撃破 N 第四 ボス集中

速吸 奮戦

46三連・38連・一式徹甲・零観 20.3(3)x2・WG42x2
試製41三連・38連改・零観・徹甲 SKC34x2・零観・三式
試製41三連・38連改・徹甲・瑞雲12 16inch三連・試製35.6・夜偵・三式
烈風改・零戦53・友永天山・烈風601 10高角+高射x2・WG42

Z7301編成 聯合艦隊(水上)　支援はZ7201Y・Z7201Zと同様
1SQ 2SQ

作戦記録
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Z7201編成 聯合艦隊(水上)
1SQ 2SQ

水戦x2・大艇ちゃん 10高角+高射x2・13電探改
46三連・38連・一式徹甲・零観 381/50改・試製41・零観・徹甲

烈風改・零戦53・友永天山・烈風601 10高角+高射x2・WG42

Z7401編成 聯合艦隊(水上)　支援はZ7201Y・Z7201Zと同様
1SQ 2SQ

水戦x2・大艇ちゃん 流星改x2・洋上補給x2 (増設)

水戦x2・大艇ちゃん 流星改x2・洋上補給x2 (増設)
46三連・38連・一式徹甲・零観 10高角+高射x2・13電探改
46三連・38連・一式徹甲・零観 20.3(3)x2・WG42x2
試製41三連・38連改・零観・徹甲 381/50改・試製41・零観・徹甲
試製41三連・38連改・徹甲・瑞雲12 16inch三連・試製35.6・夜偵・三式

陣形

消費

基地航空隊

【でんちゃんメモ】　道中は丙での編成のように機動部隊を使うのもアリかもしれないのです。今回はボス戦に備えて水上部隊に慣れる目的で全て下ルートで抜けたのです。
1マス目の潜水艦・2マス目の戦艦姫がたいへんつらく、護衛退避しようがない大破祭り開催もあるのです。これはキラキラしていてもだめだったので諦めるしかない気がするのです。

ボス戦は速吸さんの洋上補給で燃料弾薬が空になったペナルティを補い、最大の火力をボスで確保し、何度もボスに辿り着いてボススナイプを狙う攻略法…だったはず…なのです。
大淀「夜戦隊、半壊状態です！速吸さん大破、司令(※電)中破、ビスマルクさん中破、私も被害を受けて中破です」
霧島「まずいわね…これで撃破できるのかだいぶ怪しくなってきたけれど、ここで退いては艦娘の誇りに傷がつくわ。速吸さん、全員に補給を。中枢棲姫と交戦します。」
大淀「基地航空隊、航空支援隊到着！爆撃により、空母姫中破・戦艦姫1中破・戦艦姫2撃沈、駆逐古姫1中破、駆逐古姫2大破。中枢姫健在…無傷です！！」
霧島「あれだけの空爆を抜けて、まだ無傷だというの…」大和「でも、随伴がだいぶ損傷しています。私達の力なら、なんとか…！」霧島「…わかった。任せたわ。前衛、交戦！」
大淀「前衛の水上打撃部隊が交戦！中枢姫中破、空母姫1大破、残り撃沈！あと一押しです！後衛部隊の損傷がひどいですが…どうしますか。この戦力での撃破は怪しい可能性が…」
霧島「……何言ってるの。大事な司令をボコボコにしたオトシマエ……つけてもらうわ。マイクよし、主砲よし！後衛夜戦部隊、全艦、突撃！」
大淀「中枢姫砲撃……あああっ！（大破）」電「大淀さん、しっかりするのです！」響「不死鳥の名は伊達じゃない。空母姫相手でも…勝てる！」空母姫「最終鬼畜全部姫デモ……ダメダトイウノカ…（撃沈）」
霧島「さて…。ここまでよくぞ残ったと言っておくわ。でも、みんなをたぁ～っぷり可愛がってくれたお礼に、霧島名物三式弾乱れ撃ちをくれてやる！全砲門！斉射！！！！！」

46三連・38連・一式徹甲・零観 10高角+高射x2・13電探改
46三連・38連・一式徹甲・零観 20.3(3)x2・WG42x2
41連x2・徹甲・零観 10高角+高射x2・WG42
41連x2・徹甲・零観 試製41三連・38連改・零観・三式
烈風改・零戦53・友永天山・烈風601 16inch三連・試製35.6・夜偵・三式



#7 拡張/後段作戦 運用結果 (5)

水母 秋津洲改 71 補給 速吸改 71 中 潜 ソ級flagship
戦艦 大和改 132 駆逐 電改 139 中 潜 ソ級elite
戦艦 武蔵改 129 駆逐 Верный 122 潜 ソ級elite
戦艦 長門改 121 軽巡 大淀改 122 中 潜 ソ級 沈
戦艦 陸奥改 121 戦艦 霧島改二 132 潜 ソ級
正母 加賀改 129 戦艦 Bismarck drei 132

水母 秋津洲改 71 中 補給 速吸改 71 中 姫 戦艦棲 大
戦艦 大和改 132 駆逐 電改 139 中 戦艦 ル級flagship 沈
戦艦 武蔵改 129 駆逐 Верный 122 戦艦 ル級flagship 沈
戦艦 長門改 121 軽巡 大淀改 122 中 軽母 ヌ級flagship 沈
戦艦 陸奥改 121 戦艦 霧島改二 132 駆逐 ハ級後期 沈
正母 加賀改 129 戦艦 Bismarck drei 132 中 駆逐 ハ級後期 沈

水母 秋津洲改 71 中 補給 速吸改 71 大 姫 中枢-壊
戦艦 大和改 132 駆逐 電改 139 中 姫 飛行場
戦艦 武蔵改 129 駆逐 Верный 122 姫 飛行場
戦艦 長門改 121 軽巡 大淀改 122 中 姫 飛行場
戦艦 陸奥改 121 戦艦 霧島改二 132
正母 加賀改 129 戦艦 Bismarck drei 132 中

水母 秋津洲改 71 中 補給 速吸改 71 大 姫 中枢-壊 損傷なし
戦艦 大和改 132 駆逐 電改 139 中 姫 空母棲 中
戦艦 武蔵改 129 駆逐 Верный 122 姫 戦艦棲 中
戦艦 長門改 121 軽巡 大淀改 122 中 姫 戦艦棲 沈
戦艦 陸奥改 121 戦艦 霧島改二 132 姫 駆逐古 中
正母 加賀改 129 戦艦 Bismarck drei 132 中 姫 駆逐古 大

水母 秋津洲改 71 大 補給 速吸改 71 大 姫 中枢-壊 損
戦艦 大和改 132 小 駆逐 電改 139 中 姫 空母棲 大
戦艦 武蔵改 129 中 駆逐 Верный 122 姫 戦艦棲 沈
戦艦 長門改 121 小 軽巡 大淀改 122 中 姫 戦艦棲 沈
戦艦 陸奥改 121 中 戦艦 霧島改二 132 小 姫 駆逐古 沈
正母 加賀改 129 大 戦艦 Bismarck drei 132 中 姫 駆逐古 沈

水母 秋津洲改 71 大 補給 速吸改 71 大 姫 中枢-壊 壊
戦艦 大和改 132 小 駆逐 電改 139 中 姫 空母棲 沈
戦艦 武蔵改 129 中 駆逐 Верный 122 姫 戦艦棲 沈
戦艦 長門改 121 小 軽巡 大淀改 122 大 姫 戦艦棲 沈
戦艦 陸奥改 121 中 戦艦 霧島改二 132 小 姫 駆逐古 沈
正母 加賀改 129 大 戦艦 Bismarck drei 132 中 姫 駆逐古 沈

[7戦目] N 泊地 夜戦

[7戦目] N 泊地 速吸補給済 航空隊爆撃->制空戦->航空支援終了後

潜水艦の魚雷が派手に突き刺さり、速吸・電・大淀中破。
途中撤退も考えつつ進撃続行。

戦艦棲姫の猛攻により、3回中2回が着弾。秋津洲・Bismarckにヒット。
両者ぎりぎり中破で踏みとどまったため、被害状況に悩みつつ進撃続行。

空襲により速吸大破。
多数の試行資料と旗艦潜水艦投入不可の仕様変更の件を根拠とし、第2艦隊旗艦は保護されると判断。
進撃続行。

空爆～航空支援：すべての攻撃が随伴艦に当たり効果大なるも、中枢姫には一発も当たらず。
中枢姫、完全に健在(HP850のまま)

中枢姫：砲撃。大淀大破。
電：中枢棲姫に夜戦連撃。少し削り大破状態に。
響：空母棲姫に夜戦連撃。残りHPわずかだったため撃沈。
霧島：中枢棲姫に夜戦連撃。うち少なくとも1発はクリティカルヒット。中枢姫破壊。
作戦終了

第一艦隊：戦艦隊攻撃8回中6回が弾着カットインの猛攻で随伴艦の多くを撃沈。
空母棲姫HP残りわずか。中枢棲姫損壊。霧島に中枢姫の攻撃が当たるも小破のみ。

作戦記録

[戦闘詳報] E-7 北太平洋深海中枢泊地沖（ハワイ） 波濤を超えて 甲 航番Z7401

[1戦目] B 潜水艦隊 警戒部隊

[2戦目] E 戦艦戦隊

[5戦目] J 空襲戦 航空隊 2SQ旗艦大破/突入続行

[7戦目] N 泊地 昼戦終了


