
出撃！北東方面 第五艦隊

軽巡 五十鈴改二潜 93 先 戦艦 比叡改二 134 根 航巡 利根改二 123 逆
駆逐艦 水無月改潜 126 先 正規空母加賀改 132 根 航巡 熊野改 116 連 重巡 妙高改二 98 連 装甲空母瑞鶴改二甲 134 逆 戦艦 武蔵改 134 軽巡 阿武隈改二大 97
航戦 伊勢改 125 先 重巡 那智改二 98 根 航巡 三隈改 98 連 重巡 高雄改 98 連 装甲空母翔鶴改二甲 134 逆 戦艦 大和改 134 駆逐艦 潮改二潜 91
軽巡 那珂改二潜 95 先 雷巡 木曾改二 97 根 戦艦 長門改 127 連 駆逐艦 島風改 90 連 装甲空母大鳳改 132 逆 装甲空母瑞鶴改二甲 134 駆逐艦 Вер大潜 125
駆逐艦 朝霜改潜 88 先 駆逐艦 不知火改 85 根 戦艦 陸奥改 127 連 駆逐艦 吹雪改二 93 連 正規空母飛龍改二 118 逆 装甲空母翔鶴改二甲 134 重巡 那智改二 98
駆逐艦 Libeccio改潜 85 先 駆逐艦 霞改二乙大 93 根 戦艦 Warspite改 134 連 駆逐艦 暁改二潜 127 連 潜水空母伊401改 121 逆 装甲空母大鳳改 132 戦艦 Bismarck drei 134

航巡 最上改 98 根 軽空母 隼鷹改二 101 連 軽巡 阿武隈改二大 82 連 潜水空母伊14改 60 逆 正規空母加賀改 132 雷巡 木曾改二 97
駆逐艦 時雨改二潜 116 根 軽空母 飛鷹改 100 連 軽空母 千歳航改二 98 連 戦艦 Italia 135 駆逐艦 朝潮2丁大潜 98
雷巡 北上改二 125 根 駆逐艦 睦月改二大 81 連 雷巡 大井改二 120 連 戦艦 Iowa改 134

駆逐艦 如月改二大 81 連 軽空母 隼鷹改二 101
駆逐艦 大潮改二大 83 連 軽空母 飛鷹改 100
駆逐艦 江風改二大 82 連

駆逐艦 電改潜 148 駆逐艦 曙改 73 駆逐艦 親潮改 69 重巡 Prinz Eugen改 125 正規空母赤城改 132 戦艦 武蔵改 134
駆逐艦 雷改潜 141 駆逐艦 白露改 73 駆逐艦 早霜改 69 重巡 羽黒改二 114 正規空母加賀改 132 根 戦艦 大和改 134
駆逐艦 暁改二潜 127 連 駆逐艦 子日改 72 重巡 鳥海改二 98 正規空母Graf Zeppelin改 118 戦艦 Warspite改 134 連
駆逐艦 水無月改潜 126 先 駆逐艦 浜風改 72 重巡 摩耶改二 98 正規空母飛龍改二 118 逆 戦艦 長門改 127 連
駆逐艦 Вер大潜 125 逆 駆逐艦 若葉改 72 海防艦 国後 1 重巡 那智改二 98 根 正規空母蒼龍改二 118 戦艦 陸奥改 127 連
駆逐艦 時雨改二潜 116 根 駆逐艦 沖波改 71 海防艦 占守(x2) 1 重巡 加古改二 98 正規空母葛城改 115 戦艦 Гангут 1
駆逐艦 夕立改二潜 111 駆逐艦 天津風改 71 海防艦 択捉 1 重巡 妙高改二 98 連 正規空母雲龍改 114
駆逐艦 綾波改二 111 駆逐艦 秋雲改 71 重巡 古鷹改二 98 正規空母天城改 113
駆逐艦 朝潮2丁大潜 98 駆逐艦 萩風改 71 重巡 青葉改 98 正規空母Saratoga改 98 戦艦 Italia 135
駆逐艦 春雨改 97 駆逐艦 嵐改 71 軽巡 大淀改 125 逆 重巡 Pola改 98 正規空母Aquila改 97 戦艦 Roma改 135
駆逐艦 秋月改 95 逆 駆逐艦 長波改 71 軽巡 阿武隈改二大 97 重巡 高雄改 98 連 装甲空母瑞鶴改二甲 134 逆 戦艦 比叡改二 134 根
駆逐艦 文月改 94 駆逐艦 時津風改 71 軽巡 由良改潜 97 重巡 Zara due 98 装甲空母翔鶴改二甲 134 逆 戦艦 榛名改二 134
駆逐艦 望月改 94 駆逐艦 磯風改 71 軽巡 川内改二潜 96 重巡 愛宕改 98 装甲空母大鳳改 132 逆 戦艦 金剛改二 134
駆逐艦 吹雪改二 93 連 駆逐艦 風雲改 71 軽巡 神通改二潜 95 重巡 足柄改二 98 戦艦 霧島改二 134
駆逐艦 霞改二乙大 93 根 駆逐艦 海風改 71 軽巡 那珂改二潜 95 先 重巡 衣笠改二 97 戦艦 Bismarck drei 134
駆逐艦 皐月改二大潜 93 駆逐艦 高波改 71 軽巡 龍田改 94 軽空母 龍鳳改 118 戦艦 Iowa改 134
駆逐艦 卯月改 93 駆逐艦 朝雲改 71 軽巡 五十鈴改二潜 93 先 軽空母 鈴谷航改二 116
駆逐艦 長月改 93 駆逐艦 霰改 69 軽巡 矢矧改潜 93 航巡 利根改二 123 逆 軽空母 瑞鳳改 114
駆逐艦 弥生改 92 駆逐艦 磯波改 69 軽巡 夕張改潜 91 航巡 筑摩改二 121 軽空母 隼鷹改二 101 連 航戦 山城改二 125
駆逐艦 潮改二潜 91 駆逐艦 神風改 69 軽巡 天龍改 91 航巡 熊野改 116 連 軽空母 飛鷹改 100 連 航戦 扶桑改二 125
駆逐艦 初霜改二 91 駆逐艦 満潮改 69 軽巡 鬼怒改二大潜 90 航巡 三隈改 98 連 軽空母 祥鳳改 98 航戦 伊勢改 125 先
駆逐艦 島風改 90 連 駆逐艦 深雪改 69 軽巡 阿武隈改二大 82 連 航巡 最上改 98 根 軽空母 千歳航改二 98 連 航戦 日向改 125
駆逐艦 朝霜改潜 88 先 駆逐艦 黒潮改 69 軽巡 酒匂改潜 78 軽空母 龍驤改二 98
駆逐艦 三日月改 87 駆逐艦 初雪改 69 軽巡 能代改 72 軽空母 千代田航改二 98
駆逐艦 菊月改 86 駆逐艦 浦風改 69 軽巡 名取改 72 潜水艦 呂500 113 軽空母 鳳翔改 86 工作 明石改 72
駆逐艦 不知火改 85 根 駆逐艦 敷波改 69 軽巡 多摩改 72 潜水艦 伊168改 99 軽空母 春日丸 1 補給 速吸改 74
駆逐艦 Libeccio改潜 85 先 駆逐艦 陽炎改 69 軽巡 球磨改 72 潜水艦 伊168改 95 補給 神威 1
駆逐艦 清霜改 85 駆逐艦 朧改 69 軽巡 阿賀野改 72 潜水艦 まるゆ改 87 揚陸 あきつ丸改 90
駆逐艦 Z3 zwei 85 駆逐艦 舞風改 69 軽巡 長良改 72 潜水空母伊401改 121 逆 水母 秋津洲改 86 練巡 香取改 77
駆逐艦 荒潮改二大 85 駆逐艦 白雪改 69 潜水空母伊58改 115 水母 瑞穂改 75 練巡 鹿島改 77
駆逐艦 Z1 zwei 85 駆逐艦 涼風改 69 潜水空母伊8改 99 水母 Commandant Teste改74 潜水母艦大鯨 73
駆逐艦 初月改 84 駆逐艦 巻雲改 69 雷巡 北上改二 125 根 潜水空母伊19改 99 水母 千歳甲 58
駆逐艦 初春改二 84 駆逐艦 谷風改 69 雷巡 大井改二 120 連 潜水空母伊19改 98 水母 千代田甲 57
駆逐艦 雪風改 83 駆逐艦 村雨改 69 雷巡 木曾改二 97 根 潜水空母伊58改 96
駆逐艦 照月改 83 駆逐艦 夕雲改 69 雷巡 大井改二 80 潜水空母伊8改 91
駆逐艦 叢雲改二 83 駆逐艦 山雲改 69 雷巡 北上改二 80 潜水空母伊401改 90
駆逐艦 大潮改二大 83 連 駆逐艦 初風改 69 潜水空母伊26改 84
駆逐艦 江風改二大 82 連 駆逐艦 浦波改 69 潜水空母伊14改 60 逆
駆逐艦 睦月改二大 81 連 駆逐艦 山風改 69 潜水空母伊13改 60
駆逐艦 如月改二大 81 連 駆逐艦 藤波改 69 潜水空母伊19改 54
駆逐艦 五月雨改 80 駆逐艦 朝風改 69
駆逐艦 漣改 80 駆逐艦 松風改 69
駆逐艦 野分改 75 駆逐艦 春風改 69

後段作戦
迎撃！士魂の護り[D]　逆 北の魔女[D]

連合艦隊戦 連合艦隊戦

承　　認　　（司令官印）

重巡洋艦 正規空母

出撃！大湊警備府　先 艦隊集結！単冠湾泊地へ[D]　根

航空巡洋艦

潜水艦
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#1 前段作戦

航番 結果/撃破 Drop/大破
E1001A 大破撤退 水無月 開始 5/8 12:00

駆逐艦 水無月改潜 126 駆逐艦 電改潜 148 E1002A 大破撤退 朝霜 終了 5/8 13:20
航戦 伊勢改 125 駆逐艦 雷改潜 141 E1003A 昼S 阿武隈 燃ちょっと
軽巡 五十鈴改二潜 93 軽空母 龍鳳改 118 E1004A 昼A 鈴谷 弾ちょっと
軽巡 那珂改二潜 95 軽空母 瑞鳳改 114 E1005A 昼A 水無月 バケツ10
駆逐艦 朝霜改潜 88 E1006A 昼A撃破 卯月 水無月
駆逐艦 Libeccio改潜 85 五十鈴

航番 結果/撃破 Drop/大破
E2001T 夜S/比叡 利根 49 開始 5/8 17:00

雷巡 木曾改二 97 E2002T 夜S/木曾 国後 49 終了 5/8 19:40
戦艦 比叡改二 134 E2003T 昼S/比叡 加賀 49 燃3000
重巡 那智改二 98 E2004T 開幕S/木曾 加賀 49 弾2000 第一
正規空母加賀改 132 E2005T 夜S/木曾 金剛 49 バケツ20
駆逐艦 不知火改 85 E2006T 昼S/那智 飛龍 49 比叡
駆逐艦 霞改二乙大 93 E2007T 昼S/比叡 鈴谷 X 木曾

航番 結果/撃破 Drop/大破 航番 結果/撃破 Drop/大破 作戦結果
E2101A 大破撤退 霞 E2108A 夜A 開始 5/8 20:00

駆逐艦 不知火改 85 軽母 瑞鳳改 112 E2102A 夜S/最上 鈴谷 E2109A 夜A 終了 5/9 15:00
戦艦 比叡改二 134 駆逐 (適当) E2103A 夜S/木曾 阿武隈 E2110A 夜A 燃15000
重巡 那智改二 98 駆逐 (適当) E2104A 敗D E2111A 夜A 弾12000 第一
雷巡 木曾改二 97 航戦 伊勢改 123 E2105A 夜A E2112A 夜A バケツ80 伊良湖4
駆逐艦 霞改二乙大 93 航戦 山城改二 125 E2106A 夜A 時雨 ボス撃破
正規空母加賀改 132 航戦 扶桑改二 125 E2107A 夜A 加賀 奮戦

航番 結果/撃破 Drop/大破 航番 結果/撃破 Drop/大破
E2213A 夜A E2220A 夜S/時雨

駆逐艦 霞改二乙大 93 軽母 瑞鳳改 112 軽空母 龍鳳改 118 E2214A 夜A
戦艦 比叡改二 134 軽空母 龍驤改二 98 駆逐 (適当) E2215A 夜A
航巡 最上改 98 駆逐艦 電改潜 148 駆逐 (適当) E2216A 夜A
正規空母加賀改 132 駆逐艦 雷改潜 141 航戦 伊勢改 123 E2217A 夜A
駆逐艦 時雨改二潜 116 航戦 山城改二 125 E2218A 夜A
雷巡 北上改二 125 航戦 扶桑改二 125 E2219A 夜A

[輸送] E-2 津軽海峡/北海道沖　艦隊集結！単冠湾泊地へ　甲

救出ハイゼット
ヒエー

基地航空隊
陸攻ガン積み

ソナー爆雷ガン積み
瑞雲ガン積み

ソナー爆雷ガン積み

【でんちゃんメモ】対潜装備を大量に積んでおけば大体なんとかなるのです。随伴の水上艦は瑞雲さんたちがおおむね始末してくれるのです。
道中の水上艦の撃ち漏らしは脅威になるので、軽い道中支援を出しておくとスムーズなのです。怠ったら甲では大破撤退祭りなのです。
・軽く道中支援を出せば余裕

20.3(3号)・20.3(2号)・紫雲・零観

OTOx2・甲標的

ドラム艦

MVP

強い艦攻x2・烈風x2

烈風・陸攻x3

E2001T編成 通常艦隊

ソナー爆雷ガン積み

試35.6三連x2・零観・一式徹甲

陣形等

基地航空隊

能動I

ボス集中

3SQ

E1001A編成 通常艦隊

陣形
O輪形・他単縦　能動K

20.3(3号)・20.3(2号)・紫雲・零観

鋼ちょっと E1001D/1002Dは道中支援なし
ボちょっと

MVP
ボス撃破
奮戦

1SQ

消費

ボス集中
消費

作戦結果

MVP

O輪形・他単縦　能動K

魚雷ボックス

ソナー爆雷ガン積み

ソナー爆雷ガン積み

1SQ
10cm高角＋高射x2・13改電探

E2101A編成 通常艦隊

[攻略] E-2 津軽海峡/北海道沖　艦隊集結！単冠湾泊地へ　甲　でんちゃん的難易度ゲージ：■■■■■|■

作戦結果 陣形等

鋼1000
ボ1500

ボ5000
鋼6000

OTOx2・甲標的

試35.6三連x2・零観・一式徹甲

烈風ボックス

E2201Z編成 決戦支援隊

E1001Y 道中支援隊

[攻略] E-1 津軽海峡/北海道沖　出撃！大湊警備府　甲　でんちゃん的難易度ゲージ：■□□□□（対潜装備依存）

作戦記録

1SQ F・ボス単横・他単縦

E2201A編成 通常艦隊 戦意高揚
1SQ

強い艦攻・烈風x3

10cm高角＋高射・FuMO・探照灯

20.3(3号)x2・零観・強風
16inMK7x2・紫雲・一式徹甲

魚雷x2・甲標的
魚雷ボックス

【でんちゃんメモ】輸送は余裕、攻略は地獄なのです。攻撃・陣形・回避が偶然うまくかみあえば抜けられるので試行回数を稼ぎながら祈ることになるのです。運が良い人は数回、中には一発で抜けた人もいるし、
運が悪い人はとてつもなく深い沼に足をとられる海域なのです。この海域でだいぶ主力を投入することになるのをあらかじめ覚悟しておくと良いのです。
・今回の沼ポイント。お祈りしよう。

2SQ
E2201Y編成 道中支援隊 戦意高揚

2SQ
E2101Z編成 決戦支援隊



#2 前段作戦

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
E3001R 到達E E3008H 昼S 加賀 E3015H 昼完全S 蒼龍

航巡 熊野改 116 軽巡 阿武隈改二大 82 E3002R 到達B E3009H 昼完全S 能代 E3016H 昼S 鈴谷
航巡 三隈改 98 駆逐艦 島風改 90 E3003R 到達C E3010H 昼A/T不利 日向 E3017H 夜S 朝雲
駆逐艦 睦月改二大 81 駆逐艦 吹雪改二 93 E3004T 夜S 龍驤 141 E3011H 昼S 祥鳳 E3018H 昼完全S 能代
駆逐艦 如月改二大 81 駆逐艦 暁改二潜 127 E3005T 昼S 赤城 141 E3012H 昼S 金剛 避 E3019H 夜S 三隈
駆逐艦 大潮改二大 83 重巡 妙高改二 98 E3006T 夜S 瑞鶴 X E3013H 夜S 祥鳳 E3020H 夜S 扶桑
駆逐艦 江風改二大 82 重巡 高雄改 98 E3007H 昼S 神威 E3014H 昼S 祥鳳 E3021H 夜S 加賀

航番 結果/撃破 Drop/大破 航番 結果/撃破 Drop/大破 作戦結果
E3022H 昼S 春風 E3029H 昼S 祥鳳 開始 5/9 18:00
E3023H 昼S 野分 E3030H 昼S 占守 終了 5/10 19:30
E3024H 夜S 飛龍 燃10000 鋼4000
E3025H 昼S 飛龍 弾5000 ボ4000 第一
E3026H 夜S 陸奥 バケツ50
E3027H 昼S 阿賀野 阿武隈 救出 第二
E3028H 昼S 能代 島風 奮戦

航巡 熊野改 116 軽巡 阿武隈改二大 82 軽母 瑞鳳改 112 軽空母 龍鳳改 118
航巡 三隈改 98 駆逐艦 島風改 90 軽空母 龍驤改二 98 駆逐 (適当)
駆逐艦 睦月改二大 81 駆逐艦 吹雪改二 93 駆逐艦 電改潜 148 駆逐 (適当)
駆逐艦 如月改二大 81 駆逐艦 暁改二潜 127 駆逐艦 雷改潜 141 航戦 伊勢改 123
駆逐艦 大潮改二大 83 重巡 妙高改二 98 航戦 山城改二 125
駆逐艦 江風改二大 82 重巡 高雄改 98 航戦 扶桑改二 125

航番 結果/撃破 Drop/大破 航番 結果/撃破 Drop/大破
E3031R 到達B E3038T 夜S/暁 山城 X
E3032R 到達C
E3033R 到達E
E3034G 昼S 141
E3035T 夜A 98
E3036T 夜S 141
E3037T 夜A 95

航番 結果/撃破 Drop/大破 作戦結果
E3109G 昼S R解除 開始 5/10 20:00

航巡 三隈改 98 軽巡 阿武隈改二大 82 終了 5/11 12:10
戦艦 Warspite改 134 駆逐艦 島風改 90 燃8000 鋼2000
駆逐艦 大潮改二大 83 駆逐艦 暁改二潜 127 弾5000 ボ3000 第一
駆逐艦 江風改二大 82 重巡 妙高改二 98 バケツ20
軽空母 隼鷹改二 101 重巡 高雄改 98 島風 ボス撃破 第二
軽空母 飛鷹改 100 軽空母 千歳航改二 98 Warspite 奮戦

航番 結果/撃破 Drop/大破
E3210A 夜S/暁 金剛 480

航巡 三隈改 98 軽巡 阿武隈改二大 82 軽母 瑞鳳改 112 軽空母 龍鳳改 118 E3211A 夜S/妙高 鈴谷 480
戦艦 長門改 127 駆逐艦 島風改 90 軽空母 龍驤改二 98 駆逐 (適当) E3212A 夜S/妙高 瑞鳳 480
戦艦 陸奥改 127 駆逐艦 暁改二潜 127 駆逐艦 電改潜 148 駆逐 (適当) E3213A 夜A/島風 隼鷹 X
戦艦 Warspite改 134 重巡 妙高改二 98 駆逐艦 雷改潜 141 航戦 伊勢改 123
軽空母 隼鷹改二 101 雷巡 大井改二 120 航戦 山城改二 125
軽空母 飛鷹改 100 軽空母 千歳航改二 98 航戦 扶桑改二 125

MVP

E2201Z編成 決戦支援隊
4SQ

ギミック解除時のみ第三

陸攻x4
ボス集中

MVP
強い艦攻・烈風x3 20.3(3)x2・零観・FuMO
強い艦攻・烈風x3 強い艦攻・烈風x3

E2201Z編成 決戦支援隊
2SQ 2SQ

陣形
第四オンリー

消費

20.3(3)x2・零観・FuMO

[攻略] E-3 千島列島沖 艦隊抜錨！北方防備を強化せよ！　甲　でんちゃん的難易度ゲージ：■■□□□

B砲撃x2・33電探
20.3(3)x2・紫雲・FuMO

20.3(3)x2・紫雲・FuMO

10cm高角＋高射x2・13改電探
10cm高角＋高射x2・13改電探

ハイゼット

対潜シフト 対潜シフト

E3001R/G/T編成 輸送護衛部隊 ルート解除・ギミック解除・輸送 大発x12(3x4) 編成変更なし
1SQ 2SQ

対潜シフト

20.3(2)x2・瑞雲・強風

基地航空隊
陸攻x4
ボス集中

E2201Y編成 道中支援隊 戦意高揚

OTOx2・甲標的
10cm高角＋高射x2・13改電探
10cm高角＋高射x2・13改電探

2SQ

ハイゼット
ハイゼット
ハイゼット

輸送ハイゼット / 救出B砲ガン積み

B砲撃x2・33電探

20.3(2)x2・瑞雲・強風

20.3(2)x2・瑞雲・司令部

基地航空隊
陸攻x4
ボス集中
陸攻x4
Q集中

輸送ハイゼット / 救出B砲ガン積み

E3001R/T/H編成 輸送護衛部隊 ルート解除・輸送 大発x12(3x4)

20.3(2)x2・瑞雲・司令部
1SQ

作戦記録

[救出] E-3 千島列島沖 艦隊抜錨！北方防備を強化せよ！　丙

輸送ハイゼット / 救出B砲ガン積み
輸送ハイゼット / 救出B砲ガン積み

20.3(3)x2・紫雲・FuMO
20.3(3)x2・零観・FuMO

OTOx2・甲標的

消費

試41三連x2・零観・一式徹甲

【でんちゃんメモ】編成に制限のある輸送作戦はここまでなので、大発搭載艦をありったけ投入してしまうと良いのです。睦月・如月改二が今回も活躍するのです。かなり自由に組めるので、ここで低速戦艦組を入れてしまうのが定石なのです。
今回の編成はE-2のストレス解消用のかなりオーバーキルな編成なので、資源消費が気になるなら適当に調整したほうがいいのです。
・輸送は支援と陸攻で焼き払おう。戦力ゲージは脳筋。

試35.6三連x2・零観・徹甲
OTOx2・甲標的強い艦攻・烈風x3
強い艦攻・烈風x3強い艦攻・烈風x3

20.3(3)x2・紫雲・FuMO

E3201A編成 水上打撃部隊　戦力 E2201Y編成 道中支援隊 戦意高揚
1SQ 2SQ 3SQ

試41三連x2・零観・一式徹甲
20.3(2)x2・甲標的20.3(2)x2・司令部・強風

10cm高角＋高射x2・13改電探
10cm高角＋高射x2・13改電探

陣形
第四オンリー

E3101G編成 水上打撃部隊 ギミック解除
1SQ 2SQ

20.3(2)x2・司令部・強風 OTOx2・甲標的
試35.6三連x2・零観・徹甲 対潜シフト



#3 後段作戦

航番 結果/撃破 Drop/大破 作戦結果
E4001H 昼S 阿武隈 開始 5/11 12:15

航巡 利根改二 123 E4002H 昼S 谷風 終了 5/11 13:00
装甲空母瑞鶴改二甲 134 E4003H 夜A 択捉 燃ちょっと 鋼ちょっと
装甲空母翔鶴改二甲 134 弾ちょっと ボちょっと 第一
装甲空母大鳳改 132 バケツなし
正規空母飛龍改二 118 伊401 奮戦 第二
潜水空母伊401改 121

航番 結果/撃破 Drop/大破
E4004A 昼完全S/大鳳霧島

航巡 利根改二 123 軽母 瑞鳳改 112 軽空母 龍鳳改 118 E4005A 昼完全S/大鳳霧島
装甲空母瑞鶴改二甲 134 軽空母 龍驤改二 98 駆逐 (適当) E4006A 夜S/利根 長波
装甲空母翔鶴改二甲 134 駆逐艦 電改潜 148 駆逐 (適当) E4007A 昼S/大鳳 占守
装甲空母大鳳改 132 駆逐艦 雷改潜 141 航戦 伊勢改 123 E4008A 夜A
正規空母飛龍改二 118 航戦 山城改二 125 戦艦 長門改 127 E4009A ボス戦エラー
潜水空母伊401改 121 航戦 扶桑改二 125 戦艦 陸奥改 127

航番 結果/撃破 Drop/大破 作戦結果
E4110A 昼S/瑞鶴 日向 開始 5/11 12:15

航巡 利根改二 123 終了 5/11 20:30
装甲空母瑞鶴改二甲 134 燃5000 鋼ちょっと
装甲空母翔鶴改二甲 134 弾5000 ボ2000 第一
装甲空母大鳳改 132 バケツ10
正規空母飛龍改二 118 瑞鶴 ボス撃破 第二
潜水空母伊14改 60 伊14 奮戦

同上同上
村田天山・97艦攻・流星(601)・烈風
流星(601)・97艦攻・烈風・彩雲
WG42x2・カミ車

MVP

村田天山・97艦攻・流星(601)・烈風
流星(601)・97艦攻・烈風・彩雲
魚雷ボックス

E4101A編成 E4101Y編成 道中支援隊 戦意高揚 E4101Z編成 決戦支援隊
1SQ 2SQ 3SQ

20.3(3)x2・紫雲・WG42

ボス集中

陸攻x4
ボス集中

陣形
戦闘マスは単縦
防空マスは輪形

消費
基地航空隊 [第三防空]

陸攻x4
ボス集中

基地航空隊 [第三防空]
陸攻x4
ボス・C

防空マスは輪形

友永天山・97艦攻・97(931)・烈風
村田天山・97艦攻・流星(601)・烈風

1SQ
20.3(3)x2・紫雲・三式弾

E4001H編成

作戦記録

陣形
戦闘マスは単縦

【でんちゃんメモ】第五戦隊による逆上陸作戦…のはずが、潜水艦デコイと大量に艦攻を並べて雷撃して燃やす海域へと変貌したのです。瑞鶴さんが言うように航空戦力のアウトレンジ攻撃は大正義なのです。
今回の陸上型姫は三式弾より対地特殊装備のほうが有効なのです。WG42と特二式内火艇（カミ車）などが有利なのです。当初それはすっかり忘れて三式弾と魚雷を仕込んでしまったのです…
例によってストレス解消用の超オーバーキル構成なので、資源と相談して適当に調整するのです。

・97艦攻特効を使う時は組み合わせを考えないと火力が落ちる点に注意
・今回のボスは対地特殊装備(WG・カミ車など）のほうが強そう？

村田天山・97艦攻・流星(601)・烈風

[攻略] E-4 占守島沖 迎撃！士魂の護り　甲　でんちゃん的難易度ゲージ：■■■□□

E4001A編成
1SQ

20.3(3)x2・紫雲・三式弾
友永天山・97艦攻・97(931)・烈風

魚雷ボックス

[救出] E-4 占守島沖 迎撃！士魂の護り　丙

友永天山・97艦攻・97(931)・烈風
村田天山・97艦攻・流星(601)・烈風
村田天山・97艦攻・流星(601)・烈風
流星(601)・97艦攻・烈風・彩雲

消費

E4001Y編成 道中支援隊 戦意高揚 E4001Z編成 決戦支援隊
2SQ 3SQ

MVP
陸攻x4



#4 最終作戦

航番 結果/撃破 Drop/大破
E5001R 昼S

戦艦 武蔵改 134 駆逐艦 潮改二潜 91 軽母 瑞鳳改 112 軽空母 龍鳳改 118 E5002R 大破撤退 Bismarck
戦艦 大和改 134 戦艦 Bismarck drei 134 軽空母 龍驤改二 98 駆逐 (適当) E5003R 昼S 神通
装甲空母瑞鶴改二甲 134 軽巡 阿武隈改二大 97 駆逐艦 電改潜 148 駆逐 (適当) E5004R 夜S/阿武隈
装甲空母翔鶴改二甲 134 重巡 那智改二 98 駆逐艦 雷改潜 141 航戦 伊勢改 123
装甲空母大鳳改 132 雷巡 木曾改二 97 航戦 山城改二 125 戦艦 長門改 127
正規空母加賀改 132 駆逐艦 Вер大潜 125 航戦 扶桑改二 125 戦艦 陸奥改 127

航番 結果/撃破 Drop/大破
E5106G 出オチ 朝潮

戦艦 Italia 135 軽巡 阿武隈改二大 97 E5107G 夜A/C=S勝 268
戦艦 Iowa改 134 戦艦 Bismarck drei 134
戦艦 武蔵改 134 重巡 那智改二 98 水上打撃はギミック解除後中止
戦艦 大和改 134 雷巡 木曾改二 97
装甲空母大鳳改 132 駆逐艦 Вер大潜 125
正規空母加賀改 132 駆逐艦 朝潮2丁大潜 98

航番 結果/撃破 Drop/大破
E5205G 夜S/E=S勝 長門 770

戦艦 武蔵改 134 駆逐艦 潮改二潜 91 E5208T 夜S/木曾 熊野 770
戦艦 大和改 134 戦艦 Bismarck drei 134 E5209T 夜A 594
装甲空母瑞鶴改二甲 134 軽巡 阿武隈改二大 97 E5210T 昼S 蒼龍 770
装甲空母翔鶴改二甲 134 重巡 那智改二 98 E5211T 夜S/那智 神風 X
装甲空母大鳳改 132 雷巡 木曾改二 97
正規空母加賀改 132 駆逐艦 Вер大潜 125

作戦結果
開始 5/12 6:00
終了 5/12 17:30

燃15000 鋼8000
弾10000 ボ5000
バケツ50
那智 ボス撃破 1～3
潮 奮戦

【でんちゃんメモ】ありとあらゆる全部を盛ったとてもひどい米帝プレイなのです。赤文字・黄色背景・赤背景などで着色した部分が特効補正つきのキーなのです。
装備がそろっていて攻撃が噛み合えば、空母機動部隊でも十分攻略が可能なのです。むしろ弾薬ペナルティをものともせず、特攻装備で随伴をまとめて消し飛ばす圧倒的な火力がとても魅力なのです。
航空戦の装備不足なら水上打撃部隊で。攻撃力全開でボスに挑めるものの、手数がちょっと少なくなるのが難点なのです。

第二艦隊の旗艦は道中護るために潮さんにしたのですが、夜戦前にはだいたい随伴は片付いているので、ここをもっと火力の出せる艦にして夜戦中大破行動不能を狙うほうが良いと思うのです。

フィニッシャーは那智さんだったのです。連撃装備で2回攻撃のはずが、クリティカルまで出して完全にオーバーキルしてしまったのです。本気の那智さんはとても怖いのです。

・爆撃機×ジェット機の特効重ねがけで随伴艦を爆散。
・食い残しは史実艦の一部の特効で潰し、仕上げにヴェルちゃんがぶん殴る。（ただし航空隊が強すぎてヴェルちゃんまで回らなかった）

攻略R - E5001R編成 空母機動部隊

江草彗星・橘花・艦戦x2

陣形

零戦21x1・陸攻x3
ボス集中

MVP

10高角+高射・13電探・探照灯
38改x2・徹甲・零観
OTOx2・甲標的
20.3(3)・20.3(2)・夜偵・FuMO
OTOx2・甲標的
魚雷x2・見張員

2SQ
10高角+高射・13電探・探照灯
38改x2・徹甲・零観

戦闘マスは第四（戦闘）
防空マスは第三（輪形）

消費

彗星601・景雲・艦戦・彩雲
友永天山・彗星12甲・艦戦x2
彗星12甲・村田天山・艦戦x2

Bのみ第一（対潜）

基地航空隊

E5001Z編成 決戦支援隊
1SQ 2SQ

作戦記録

[攻略] E-5 大ホッケ海北方 北の魔女　甲　でんちゃん的難易度ゲージ：■■■□□

友永天山・彗星12甲・艦戦x2 OTOx2・甲標的

OTOx2・甲標的
38改x2・徹甲・零観
20.3(3)・20.3(2)・夜偵・FuMO
OTOx2・甲標的
魚雷x2・見張員
三式セット・探照灯

攻略T- E5201G/T編成 空母機動部隊

16in三連・試41三連・零観・徹甲
16in三連・試41三連・零観・一式徹甲

16in三連・試41三連・零観・一式徹甲
16in三連・試41三連・零観・一式徹甲

E5001Y編成 道中支援隊 戦意高揚 E5001Z編成 決戦支援隊
3SQ 4SQ

彗星12甲・村田天山・艦戦x2 魚雷x2・見張員

攻略T - E5101G/T編成 水上打撃部隊 E5001Z編成 決戦支援隊
3SQ 4SQ

16in三連・試41三連・零観・一式徹甲
友永天山・彗星12甲・艦戦x2
彗星12甲・村田天山・艦戦x2

江草彗星・橘花・艦戦x2 OTOx2・甲標的

1SQ
16in三連・試41三連・零観・一式徹甲
16in三連・試41三連・零観・一式徹甲

1SQ 2SQ
試35.6三連x2・零観・徹甲

彗星601・景雲・艦戦・彩雲 20.3(3)・20.3(2)・夜偵・FuMO

同上 同上

同上 同上

E5001Y編成 道中支援隊 戦意高揚

E5001Y編成 道中支援隊 戦意高揚
3SQ 4SQ


