
軽巡 夕張改 81 駆逐 電改🚩 138 航巡 熊野改 97 軽巡 阿武隈改二 91
軽空 龍鳳改 117 駆逐 霞改二乙 88 駆逐 霞改二乙 88 駆逐 夕立改二 95
駆逐 電改🚩 138 駆逐 朝霜改 80 水母 千歳甲 54 駆逐 綾波改二 96
駆逐 雷改 135 軽巡 大淀改🚩 120 駆逐 電改🚩 138
軽巡 大淀改🚩 120 重巡 足柄改二 94 重巡 Prinz Eugen改 109
航戦 山城改二 119 航巡 利根改二 111 航巡 筑摩改二 98

駆逐 清霜改 80
駆逐 霞改二乙 88
航戦 日向改 120 駆逐 響・暁・雷 軽空 隼鷹改二 95 軽巡 阿武隈改二 91
航戦 伊勢改 120 駆逐 (指定なし) 戦艦 武蔵改 124 戦艦 Bismarck(d) 132
航戦 扶桑改二 120 軽空 隼鷹改二 95 戦艦 Roma改 124 駆逐 時雨改二 97
軽空 瑞鳳改 109 軽空 龍驤改二 91 戦艦 Italia 124 駆逐 電改🚩 138
軽空 千歳航改二 95 航戦 日向改 120 戦艦 大和改 132 雷巡 北上改二 119

航戦 伊勢改 120 軽空 飛鷹改 95 雷巡 大井改二 117

駆逐 電改🚩 138 駆逐 朝雲改 69 軽巡 大淀改🚩 120 重巡 Prinz Eugen改 109 正空 加賀改 129
駆逐 雷改 135 駆逐 嵐改 69 軽巡 那珂改二 94 重巡 羽黒改二 98 正空 赤城改 128
駆逐 暁改二 122 駆逐 不知火改 69 軽巡 川内改二 93 重巡 妙高改二 94 正空 蒼龍改二 112
駆逐 Верный 122 駆逐 Libeccio改 68 軽巡 神通改二 92 重巡 那智改二 94 正空 飛龍改二 111
駆逐 時雨改二 97 駆逐 時津風改 68 軽巡 由良改 92 重巡 青葉改 94 正空 葛城改 109
駆逐 綾波改二 96 駆逐 天津風改 68 軽巡 阿武隈改二 91 重巡 摩耶改二 94 正空 天城改 95
駆逐 夕立改二 95 駆逐 海風改 68 軽巡 龍田改 90 重巡 鳥海改二 94 正空 雲龍改 95
駆逐 春雨改 94 駆逐 風雲改 68 軽巡 矢矧改 87 重巡 足柄改二 94 正空 Graf Zeppelin改 91
駆逐 初霜改二 89 駆逐 子日改 68 軽巡 五十鈴改二 84 重巡 愛宕改 94 装空 瑞鶴改二甲 115 戦艦 大和改 132
駆逐 霞改二乙 88 駆逐 照月改 68 軽巡 天龍改 83 重巡 高雄改 94 装空 翔鶴改二甲 115 戦艦 武蔵改 124
駆逐 秋月改 87 駆逐 白露改 61 軽巡 夕張改 81 重巡 古鷹改二 94 装空 大鳳改 98 戦艦 長門改 120
駆逐 三日月改 87 駆逐 陽炎改 61 軽巡 鬼怒改 69 重巡 加古改二 94 戦艦 陸奥改 119
駆逐 潮改二 86 駆逐 村雨改 61 軽巡 名取改 69 重巡 衣笠改二 93
駆逐 菊月改 85 駆逐 深雪改 61 軽巡 酒匂改 64 重巡 Zara 1 軽空 龍鳳改 117
駆逐 文月改 85 駆逐 早霜改 61 軽巡 多摩改 64 軽空 瑞鳳改 109 戦艦 Bismarck(d) 132
駆逐 皐月改 85 駆逐 浦風改 61 軽巡 能代改 64 軽空 千代田航改二 96 戦艦 霧島改二🚩 132
駆逐 望月改 85 駆逐 山雲改 61 軽巡 長良改 64 航巡 利根改二 111 軽空 隼鷹改二 95 戦艦 榛名改二 132
駆逐 Z3 zwei 83 駆逐 初雪改 61 軽巡 阿賀野改 63 航巡 筑摩改二 98 軽空 千歳航改二 95 戦艦 比叡改二 132
駆逐 Z1 zwei 83 駆逐 谷風改 61 軽巡 球磨改 63 航巡 熊野改 97 軽空 飛鷹改 95 戦艦 金剛改二 132
駆逐 叢雲改二 82 駆逐 白雪改 61 航巡 鈴谷改 97 軽空 龍驤改二 91 戦艦 Roma改 124
駆逐 初春改二 82 駆逐 黒潮改 61 航巡 三隈改 94 軽空 祥鳳改 83 戦艦 Italia 124
駆逐 吹雪改二 81 駆逐 大潮改 61 雷巡 北上改二 119 航巡 最上改 94 軽空 鳳翔改 74
駆逐 清霜改 80 駆逐 巻雲改 61 雷巡 大井改二 117
駆逐 朝霜改 80 駆逐 舞風改 61 雷巡 木曾改二 96 航戦 扶桑改二 120
駆逐 如月改二 79 駆逐 長波改 61 雷巡 北上改二 78 潜 伊168改 98 航戦 日向改 120
駆逐 睦月改二 79 駆逐 霰改 61 雷巡 大井改二 77 潜 呂500 98 航戦 伊勢改 120
駆逐 雪風改 78 駆逐 満潮改 61 潜 伊168改 77 航戦 山城改二 119
駆逐 五月雨改 78 駆逐 荒潮改 61 潜 まるゆ改 58
駆逐 漣改 77 駆逐 涼風改 61 工作 明石改 69 潜母 伊401改 102
駆逐 島風改 75 駆逐 朝潮改 61 補給 速吸改 69 潜母 伊8改 98
駆逐 江風改 74 駆逐 夕雲改 61 揚陸 あきつ丸改 81 潜母 伊58改 98
駆逐 弥生改 74 駆逐 初風改 61 練巡 香取改 72 潜母 伊19改 98
駆逐 卯月改 74 駆逐 朧改 59 練巡 鹿島改 69 潜母 伊19改 87
駆逐 長月改 74 駆逐 敷波改 59 潜母 伊58改 79
駆逐 野分改 69 駆逐 曙改 59 潜母 伊401改 59
駆逐 磯風改 69 駆逐 磯波改 59 水母 瑞穂改 69
駆逐 高波改 69 駆逐 沖波 1 水母 秋津洲改 69
駆逐 若葉改 69 駆逐 初月 1 水母 千歳甲 54
駆逐 萩風改 69 水母 千代田甲 54
駆逐 秋雲改 69
駆逐 浜風改 69

E-1 「礼号作戦」準備 E-2 突入！礼号作戦

出撃！礼号作戦 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

礼号作戦

平成28年2月20日 更新

E-3 捷四号作戦

計　　画 検　　査 承　　認　　（司令官印）

今日も無事故で

がんばるのです

twitter.com/sayurishu



航番 結果(Iマス) Drop/大破
E1101 夜戦A 補給撃沈

駆逐 霞改二乙 88 E1102 夜戦A 補給撃沈
航戦 日向改 120 E1103 夜戦A 補給撃沈
航戦 伊勢改 120
航戦 扶桑改二 120
軽空 瑞鳳改 109
軽空 千歳航改二 95

航番 結果/撃破 Drop/大破 航番 結果 Drop/大破
E1001 昼戦S/電 榛名 A E1008 昼戦A B

軽巡 夕張改 81 E1002 昼戦A/雷 伊58 A E1009 昼戦B B
軽空 龍鳳改 117 E1003 昼戦S/雷 伊8 A E1010 昼戦B A
駆逐 電改🚩 138 E1004 昼戦S/夕張 朝霜 B
駆逐 雷改 135 E1005 昼戦A/電 鳥海 B
軽巡 大淀改🚩 120 E1006 夜戦A(残HP1) B
航戦 山城改二 119 E1007 昼戦A A

航番 結果/撃破 Drop/大破
E1201 昼戦S/山城 春雨 A 開始 2/11 11:30 AB 単横

駆逐 電改🚩 138 終了 2/11 14:30 F 単縦
軽空 龍鳳改 117 燃すこし D 単縦
軽巡 夕張改 81 弾すこし J 単横 昼戦のみ
軽巡 大淀改🚩 120 バケツ34
駆逐 雷改 135 山城
航戦 山城改二 119

三ソナーx3・三爆雷

三ソナー・四ソナー・三爆雷
三ソナー・四ソナー・三爆雷
三ソナーx2・四ソナー・三爆雷

97攻(931)・天山(村田)x2・彩雲

流星改x2・紫電改・彩雲

[制圧] E-1 カムラン湾沖(ベトナム) 「礼号作戦」準備　甲　ギミック解除？試行

1SQ
E1101編成 通常艦隊 支援なし

#1 礼号作戦準備 運用結果作戦記録

陣形

10高角+高射x2・14号空電探
35砲x2・瑞雲・91徹甲
35砲x2・瑞雲・91徹甲
35砲x2・瑞雲・91徹甲

流星改x2・紫電改x2

【でんちゃんメモ】Iマスギミックの疑いは微妙なのです。あまり効果が感じられなかったのです。
対潜装備を大量に盛ってクリティカルが数回出るようボスでお祈りするしかないのです。クリティカルさえ出れば対潜担当の駆逐・軽巡以外にもチャンスはあるのです。

電「初戦から少してこずって迷走もしてしまったのです。反省なのです」
夕張「攻略編成はいろいろ試してみないとね！それにしてもラストの山城さん、カッコ良かったわ～」
大淀「初戦の武勲艦兼最優秀幸運艦は、山城さんで決まりですね」
雷「カンペキね！もうみんなに不幸とは言わせないわ！」
山城「……私、こんなにちやほやされていいのかしら…」

1SQ
E1001編成 通常艦隊 支援なし 戦意高揚

[攻略] E-1 カムラン湾沖(ベトナム) 「礼号作戦」準備　甲　でんちゃん的難易度ゲージ：■■■■□

カ号x3・晴嵐

E1201編成 通常艦隊 支援なし 戦意高揚
1SQ

三ソナーx3・三爆雷
97攻(931)・天山(村田)x2・彩雲
三ソナー・四ソナー・三爆雷

三ソナー・四ソナー・三爆雷
三ソナーx2・四ソナー・三爆雷

カ号x3・晴嵐

作戦結果

消費
鋼すこし
ボすこし

MVP
ボス撃破



航番 結果 Drop/大破 航番 結果 Drop/大破
E2001 夜戦A (偵察) E2008 夜戦A

駆逐 電改🚩 138 駆逐 響・暁・雷 E2002 夜戦A (偵察) E2009 夜戦S/大淀 熊野
駆逐 霞改二乙 88 駆逐 (指定なし) E2003 夜戦A (偵察) E2010 大破撤退 大淀 潜
駆逐 朝霜改 80 軽空 隼鷹改二 95 E2004 大破撤退 霞 重 E2011 夜戦S/大淀 阿賀野
軽巡 大淀改🚩 120 軽空 龍驤改二 91 E2005 夜戦S/大淀 のわっち
重巡 足柄改二 94 航戦 日向改 120 E2006 夜戦A
航巡 利根改二 111 航戦 伊勢改 120 E2007 夜戦S/大淀 朝霜

作戦結果
開始 2/11 15:30 A 単横
終了 2/13 21:40 I 輪形
消費 燃すこし J 単縦

弾すこし M 単縦
バケツ30 O 単縦

MVP 大淀 ボス撃破

航番 結果 Drop/大破 航番 結果 Drop/大破 航番 結果 Drop/大破 航番 結果 Drop/大破 航番 結果 Drop/大破
E2101 夜戦S ヒャッハー E2108 夜戦S 同人描き E2115 夜戦S 大丈夫 E2122 夜戦S ダンス E2129 夜戦S 阿賀野

駆逐 清霜改 80 E2102 夜戦S 高雄 E2109 夜戦S ヒエー E2116 夜戦S いずもま E2123 夜戦S 麻婆春雨 E2130 夜戦S 眼鏡ネキ
駆逐 霞改二乙 88 E2103 大破撤退 朝霜 PT E2110 夜戦S 特別な瑞雲 E2117 夜戦S 大丈夫 E2124 夜戦S 夕雲 20% E2131 夜戦S ヒャッハー
駆逐 朝霜改 80 E2104 夜戦S 麻婆春雨 E2111 夜戦S 母 E2118 夜戦S 阿賀野 E2125 夜戦S アブゥ E2132 夜戦S 眼鏡ネキ
軽巡 大淀改🚩 120 E2105 夜戦S 巻雲 E2112 夜戦S 愛宕 10% E2119 夜戦S 大丈夫 E2126 夜戦S 戦艦？ E2133 夜戦S 熊野
重巡 足柄改二 94 E2106 夜戦S 夕雲 E2113 夜戦S ダンス E2120 夜戦S ガサ E2127 夜戦S 巻雲 E2134 夜戦S 古鷹
航巡 とねちく ― E2107 夜戦S JK鈴谷 E2114 夜戦S JK鈴谷 E2121 夜戦S 大丈夫 E2128 夜戦S デース E2135 夜戦S 阿賀野

航番 結果 Drop/大破 航番 結果 Drop/大破 作戦結果
E2136 夜戦S 祥鳳 E2143 夜戦S 戦艦？ 開始 2/11 16:00 A 単横
E2137 夜戦S 巻雲 30% E2144 夜戦S パパラッチ 終了 2/13 14:51 I 輪形
E2138 夜戦S 麻婆春雨 E2145 夜戦S 同人描き 消費 燃3000 鋼1000 J 単縦
E2139 夜戦S ダンス E2146 夜戦S 最上 弾3000 ボすこし M 単縦
E2140 夜戦S のわっち E2147 夜戦S RJ バケツ100 O 単縦
E2141 夜戦S 祥鳳 E2148 夜戦S/清霜 沖波 MVP 清霜 救出
E2142 夜戦S 長波

20.3砲(2)x2・WG42・32水電探
20.3砲(3)x2・零観・三式

[攻略] E-2 ミンドロ島マンガリン湾(フィリピン)  突入！礼号作戦　甲

作戦記録 #2 礼号作戦 運用結果

彗星12甲x3・22水電探改4
彗星12甲x3・22水電探改4

陣形

鋼すこし
ボすこし

陣形

2SQ

35.6砲x3・FuMO電探

E2101編成 通常艦隊 支援なし [救出]

12.7Bx2・WG42

20.3砲(3)x2・瑞12・三式

35.6砲x3・FuMO電探

E2001編成 決戦支援隊

20.3砲(3)x2・瑞12・三式

1SQ
10高角+高射x2・WG42
10高角+高射x2・14号空電探

E2001編成 通常艦隊 決戦支援のみ

【でんちゃんメモ】甲はとにかくボス旗艦を落とせないのです。決戦支援を出して先に1艦でも落とさないとどうにもならないのです。
WG42を二つ大淀さんにくっつけて一点豪華主義で旗艦を狙うのです。予定通りお仕事してくれたのです。
逆に掘る時はWG42を分散して積んで、誰か一人やられてもボスを落とせるように調整するのです。

作戦結果

10高角+高射x2・13号空電探改
10高角+高射x2・14号空電探
12.7Bx2・WG42
20.3砲(2)x2・WG42x2
20.3砲(3)x2・零観・三式

1SQ 戦意高揚

[救出] E-2 ミンドロ島マンガリン湾(フィリピン)  突入！礼号作戦　丙



航巡 熊野改 97 軽巡 阿武隈改二 91 駆逐 響・暁・雷
駆逐 霞改二乙 88 駆逐 夕立改二 95 駆逐 (指定なし)

駆逐 綾波改二 96 軽空 隼鷹改二 95
駆逐 電改🚩 138 軽空 龍驤改二 91
重巡 Prinz Eugen改 109 航戦 日向改 120

水母 千歳甲 54 航巡 筑摩改二 98 航戦 伊勢改 120

航番 結果 Drop/大破 航番 結果 Drop/大破 作戦結果
E3001 大破撤退 A E3008 夜戦Sっぽい づほ 139 開始 2/14 10:00 A 第一
E3002 大破撤退 D E3009 夜戦A 90 終了 2/14 19:03 B 第二
E3003 夜戦敗C E3010 夜戦A 完 消費 燃4000 D 第一
E3004 大破撤退 B 弾4000 S 第四
E3005 夜戦S/Prinz づほ 139 バケツ50
E3006 大破撤退 D MVP Prinz Eugen 奮戦
E3007 夜戦S/筑摩 北上 129 ぽいぽい 奮戦

軽空 隼鷹改二 95 軽巡 阿武隈改二 91 駆逐 雷改 135
戦艦 武蔵改 124 戦艦 Bismarck(d) 132 駆逐 (指定なし)
戦艦 Roma改 124 駆逐 時雨改二 97 戦艦 長門改 120
戦艦 Italia 124 駆逐 電改🚩(運59) 138 戦艦 陸奥改 119
戦艦 大和改 132 雷巡 北上改二 119 航戦 日向改 120
軽空 飛鷹改 95 雷巡 大井改二 117 航戦 伊勢改 120

航番 結果 Drop/大破 航番 結果 Drop/大破 作戦結果
E3101 夜戦C敗 E3108 夜戦S/北上 山城 開始 2/15 5:30 K 第二
E3102 夜戦S/大井 北上 終了 2/16 22:20 I 第三
E3103 夜戦B 避 消費 燃6000 L 第二
E3104 夜戦A 弾6000 T 第四
E3105 夜戦A 北上 バケツ30
E3106 夜戦S/北上 雪風 避 MVP 北上 ボス撃破
E3107 夜戦S/時雨 榛名 電 作戦指揮

瑞雲12・大発x2 20.3砲(2)x2・瑞雲(634)・FuMO

彗星12甲x3・22水電探改4

E3001編成 輸送護衛部隊 決戦支援のみ

駆逐 (非番) 60 ドラム艦

10高角+高射x2・三ソナー

SKC34x2・夜偵・FuMO

作戦結果

51連装・46三連装・徹甲・零観 16inch三連・38cm連装改・徹甲・零観
10高角+高射x2・13号空電探改

陣形

鋼1000
ボちょっと

彗星12甲x3・22水電探改4
35.6砲x3・FuMO電探
35.6砲x3・FuMO電探

1SQ 2SQ 戦意高揚
瑞雲(634)x2・瑞雲12・司令部 甲標的・OTO速射砲x2
大発x3

12.7B砲x2・三ソナー
10高角+高射x2・三ソナー

3SQ 決戦支援隊

[輸送] E-3　北海道北東沖　捷四号作戦　甲

作戦記録 #3 Final Stage

381mm/50三連改・試製41三連・徹甲・零観
381mm/50三連改・試製41三連・徹甲・零観
51連装・46三連装・徹甲・零観

でんちゃん爆発回数：4

[殲滅] E-3　北海道北東沖　捷四号作戦　甲

E3101編成 水上打撃部隊 決戦支援のみ
1SQ 戦意高揚 2SQ 戦意高揚 3SQ 決戦支援隊

適当な強い艦攻x3・司令部 甲標的・20.3砲(2)・OTO速射砲

【でんちゃんメモ】A・Dマスは潜水艦の2回目の雷撃が致命的なのです。対潜装備で中破以上にできるだけ追い込まないと悲惨なことになるのです。
Bマスは相手が複縦の時の被害がひどいので、第二陣形でやりすごすのです。

46砲論者積み

適当　2枠目ラストは曙でした

【でんちゃんメモ】どれくらい効果があるのか分からないのですが、輸送作戦に引き続き道中は複縦相当の第二を選んでみたのです。思ったより被害を減らせて悪くなかったのです。
ただ、大和型で火力押しできる編成でなければ、普通に第四陣形で先に当てて潰す選択も考えたほうが良いと思うのです。
結局道中支援は最後まで出さなかったのです。

～E3108(ラストダンス1回目/反航戦)戦闘開始～
電「次が最後なのです。みなさんもう少し頑張るのです。」
戦姫1「ドーモ、カンムス＝サン」　戦姫2「マイドオナジミ」　空姫「だいそんデス」　重姫「ヤクタタズドモメ…。コノ日ノタメニ揃エタトリプルダイソンニ、オソレオノノクガイイ…」
武蔵「何だ…奴らは…聞いてないぞ…」　Italia「何て恐ろしい顔ぶれでしょう…」　Roma「目にものを…見せられないわね、これでは」
大和「みなさん最深部初めてでしたね。これ、いつもです」　北上「毎回凄まじいことになるんだよね…」　飛鷹「もう慣れたわ…このオチも」
隼鷹「あ～！こうガツンと叩いてゴツンと潰して終わりよ！攻撃隊発艦！！」　武蔵「結局それが一番だな。」　戦艦隊「「「「主砲斉射！！！！」」」」　雷「支援隊、砲撃開始よ！」　支援隊「「「「了解！！」」」」
阿武隈「みなさん！様子を見て作戦を考えま…私の指示に従ってく～だ～さ～い～！！」　Bismarck「相変わらず規律も何もなさすぎるわ…。でもこのデタラメでしっかり当ててくるあたりも相変わらずね。」

～昼戦終了、夜戦へ～
隼鷹「あ～すっきりした！」　飛鷹「けっこう相手に被害与えられたみたいね」　Roma「後は任せたわ」　大和「でんちゃん、よろしくね」
阿武隈「全艦被害状況報告！お願いします！」　大井「北上さんが！！」　北上「あ～、けっこう手ひどくやられちゃったけど、中破判定。まだいけるよ～。」　電「他は被害なしなのです」　時雨「まだまだいけるね」
戦姫1(大破)「イベント皆勤ノダイソンズノ誇リガ…」　戦姫2(大破)「コレデハダイナシネ…」　空姫(撃沈)「……」
重姫(中破)「セッカク揃エタ護衛ガ…ニクラシヤァァァ！（砲撃）」　時雨「そんな砲撃が当たると思うかい？（回避）」
Bismarck「皆勤ダイソンズなど要らないわ！砲撃！」　戦姫2(撃沈)「…マタ…ダメナノネ…」　時雨「ダイソンズの攻撃は…いつか止むさ！」　重姫(大破)「ヴェアアアア！？」
電「命中させちゃいます！！(魚雷カットイン)」　戦姫1(撃沈)「…ココマデ…揃エテモ…無理ナノネ…」
電「残り1隻なのです！大丈夫なのですか！？」
北上(中破)「あ～い。まだ大丈夫だよ～。40門の酸素魚雷は伊達じゃないからね～！(魚雷カットイン)」　重姫(撃沈)「コ…コノチームデサエ…歯ガタタヌトハ…無念ダ…」

陣形

鋼5000
ボ2000

でんちゃん爆発回数：2

五連酸素魚雷x2・艦首酸素魚雷
五連酸素魚雷x2・甲標的

適当な強い艦攻・適当な強い艦戦x3 甲標的・20.3砲(2)・OTO速射砲


