
西方再打通！欧州救援作戦

駆逐艦 朝霜改 潜 88 前 正空 飛龍改二 122 西 軽巡 阿武隈改二 潜大 86 西 重巡 Prinz Eugen改 126 紅 戦艦 Italia 135 一 重巡 摩耶改二 100 二 航戦 伊勢改 125 二
駆逐艦 潮改二 潜 94 前 正空 蒼龍改二 122 西 軽巡 川内改二 潜 96 西 重巡 Zara due 98 紅 戦艦 Roma改 135 一 重巡 足柄改二 98 二 戦艦 金剛改二 135 二
軽巡 五十鈴改二 潜 94 前 戦艦 榛名改二 135 西 雷巡 木曾改二 潜 98 西 重巡 羽黒改二 116 紅 装空 翔鶴改二甲 135 一 航巡 利根改二 124 二 正空 加賀改 132 二
軽空母 龍鳳改 118 前 航巡 三隈改 108 西 駆逐艦 吹雪改二 94 西 重巡 鳥海改二 106 紅 装空 瑞鶴改二甲 135 一 航巡 筑摩改二 122 二 正空 赤城改 132 二
航戦 日向改 125 前 軽空母 龍驤改二 98 西 駆逐艦 雪風改 運 83 西 戦艦 Warspite改 135 紅 駆逐艦 Libeccio改 潜 88 一 雷巡 大井改二 潜 121 二 装空 大鳳改 134 二
軽巡 那珂改二 潜 96 前 重巡 妙高改二 98 西 駆逐艦 照月改 84 西 戦艦 大和改 135 紅 駆逐艦 秋月改 95 一 雷巡 北上改二 80 二 軽空母 千代田航改二 98 二
駆逐艦 五月雨改 80 前 重巡 那智改二 98 西 駆逐艦 不知火改 87 西 駆逐艦 綾波改二  運 112 紅 軽巡 由良改二 潜大 97 二 軽空母 千歳航改二 98 二
駆逐艦 漣改 80 前 重巡 衣笠改二 98 西 駆逐艦 睦月改二 大 83 西 駆逐艦 時雨改二 潜運 117 紅 駆逐艦 Верный 潜大126 二

駆逐艦 如月改二 大 83 西 雷巡 北上改二 潜運 125 紅 駆逐艦 霞改二乙 大電 94 二
駆逐艦 萩風改 71 西 軽空母 飛鷹改 107 紅 駆逐艦 朝潮改二丁 潜大98 二
駆逐艦 嵐改 71 西 軽空母 隼鷹改二 105 紅 駆逐艦 江風改二 大 84 二

正空 葛城改 120 紅 駆逐艦 島風改 91 二
正空 天城改 120 紅 駆逐艦 初霜改二 91 二
軽巡 阿武隈改二 潜大98 紅 駆逐艦 夕立改二 潜 113 二

駆逐艦 電改 潜運 150 駆逐艦 曙改 73 駆逐艦 早霜改 70 重巡 Prinz Eugen改 126 紅 正空 加賀改 132 二 戦艦 武蔵改 135
駆逐艦 雷改 潜 143 駆逐艦 白露改 73 駆逐艦 谷風改 70 重巡 羽黒改二 116 紅 正空 赤城改 132 二 戦艦 大和改 135 紅
駆逐艦 暁改二 潜 128 駆逐艦 子日改 72 駆逐艦 狭霧 1 重巡 鳥海改二 106 紅 正空 飛龍改二 122 西 戦艦 Warspite改 135 紅
駆逐艦 水無月改 潜 127 駆逐艦 浜風改 72 駆逐艦 旗風 1 重巡 摩耶改二 100 二 正空 蒼龍改二 122 西 戦艦 陸奥改 128
駆逐艦 Верный 潜大126 二 駆逐艦 若葉改 72 駆逐艦 天霧 1 重巡 Zara due 98 紅 正空 Saratoga改 120 戦艦 長門改二 128
駆逐艦 時雨改二 潜運 117 紅 駆逐艦 沖波改 71 重巡 妙高改二 98 西 正空 雲龍改 120 戦艦 Гангут два 120
駆逐艦 夕立改二 潜 113 二 駆逐艦 天津風改 71 重巡 Pola改 98 正空 葛城改 120 紅
駆逐艦 綾波改二 運 112 紅 駆逐艦 秋雲改 71 海防艦 択捉改 潜 77 重巡 那智改二 98 西 正空 天城改 120 紅
駆逐艦 朝潮改二丁 潜大98 二 駆逐艦 萩風改 71 西 海防艦 占守改 潜 77 重巡 高雄改 98 正空 Graf Zeppelin改 119 戦艦 Italia 135 一
駆逐艦 春雨改 97 駆逐艦 嵐改 71 西 海防艦 国後改 潜 77 重巡 加古改二 98 正空 Aquila改 104 戦艦 Roma改 135 一
駆逐艦 文月改二 潜大 95 駆逐艦 長波改 71 海防艦 松輪 1 重巡 古鷹改二 98 正空 Ark Royal 1 戦艦 Iowa改 135
駆逐艦 望月改 95 駆逐艦 時津風改 71 重巡 青葉改 98 装空 翔鶴改二甲 135 一 戦艦 比叡改二 135
駆逐艦 秋月改 95 一 駆逐艦 磯風改 71 重巡 愛宕改 98 装空 瑞鶴改二甲 135 一 戦艦 霧島改二 135
駆逐艦 長月改 95 駆逐艦 風雲改 71 軽巡 大淀改 125 重巡 衣笠改二 98 西 装空 大鳳改 134 二 戦艦 金剛改二 135 二
駆逐艦 弥生改 95 駆逐艦 海風改 71 軽巡 阿武隈改二 潜大 98 紅 重巡 足柄改二 98 二 戦艦 榛名改二 135 西
駆逐艦 卯月改 95 駆逐艦 高波改 71 軽巡 由良改二 潜大 97 二 戦艦 Bismarck drei 135
駆逐艦 潮改二 潜 94 前 駆逐艦 朝雲改 71 軽巡 那珂改二 潜 96 前 軽空母 熊野航改二 攻 121 戦艦 Richelieu 1
駆逐艦 吹雪改二 94 西 駆逐艦 初雪改 70 軽巡 川内改二 潜 96 西 航巡 利根改二 124 二 軽空母 龍鳳改 118 前
駆逐艦 霞改二乙 大電 94 二 駆逐艦 村雨改 70 軽巡 神通改二 潜 95 航巡 筑摩改二 122 二 軽空母 鈴谷航改二 攻 117
駆逐艦 皐月改二 潜大 93 駆逐艦 朧改 70 軽巡 龍田改 95 航巡 三隈改 108 西 軽空母 瑞鳳改 114 航戦 山城改二 126
駆逐艦 島風改 91 二 駆逐艦 満潮改 70 軽巡 鬼怒改二 潜大 94 航巡 最上改 106 軽空母 飛鷹改 107 紅 航戦 扶桑改二 126
駆逐艦 初霜改二 91 二 駆逐艦 涼風改 70 軽巡 五十鈴改二 潜 94 前 航巡 鈴谷改二 93 軽空母 隼鷹改二 105 紅 航戦 伊勢改 125 二
駆逐艦 Libeccio改 潜 88 一 駆逐艦 白雪改 70 軽巡 矢矧改 潜 93 航巡 熊野改二 93 軽空母 千歳航改二 98 二 航戦 日向改 125 前
駆逐艦 朝霜改 潜 88 前 駆逐艦 霰改 70 軽巡 天龍改 93 軽空母 龍驤改二 98 西
駆逐艦 三日月改 88 駆逐艦 黒潮改 70 軽巡 夕張改 91 軽空母 千代田航改二 98 二
駆逐艦 不知火改 87 西 駆逐艦 陽炎改 70 軽巡 阿武隈改二 潜大 86 西 潜水艦 呂500 116 軽空母 祥鳳改 98 工作 明石改 72
駆逐艦 菊月改 87 駆逐艦 神風改 70 軽巡 酒匂改 潜 78 潜水艦 伊168改 99 軽空母 大鷹改二 潜 91 補給 速吸改 74
駆逐艦 初月改 85 駆逐艦 磯波改 70 軽巡 能代改 72 潜水艦 伊168改 96 軽空母 鳳翔改 87 補給 神威改母 71
駆逐艦 清霜改 85 駆逐艦 深雪改 70 軽巡 名取改 72 潜水艦 まるゆ改 87 揚陸 あきつ丸改 91
駆逐艦 Z3 zwei 85 駆逐艦 敷波改 70 軽巡 多摩改 72 潜空 伊401改 123 練巡 鹿島改 77
駆逐艦 荒潮改二 大 85 駆逐艦 春風改 70 軽巡 球磨改 72 潜空 伊58改 119 水母 秋津洲改 86 練巡 香取改 77
駆逐艦 Z1 zwei 85 駆逐艦 初風改 70 軽巡 阿賀野改 72 潜空 伊8改 99 水母 瑞穂改 75 潜母 大鯨 73
駆逐艦 大潮改二 大 85 駆逐艦 親潮改 70 軽巡 長良改 72 潜空 伊19改 99 水母 Commandant Teste改 75
駆逐艦 照月改 84 西 駆逐艦 巻雲改 70 潜空 伊19改 98 水母 千歳 59
駆逐艦 初春改二 84 駆逐艦 舞風改 70 潜空 伊58改 97 水母 千代田 59 西
駆逐艦 江風改二 大 84 二 駆逐艦 朝風改 70 雷巡 北上改二 潜運 125 紅 潜空 伊8改 94
駆逐艦 雪風改 運 83 西 駆逐艦 夕雲改 70 雷巡 大井改二 潜 121 二 潜空 伊401改 93
駆逐艦 睦月改二 大 83 西 駆逐艦 藤波改 70 雷巡 木曾改二 潜 98 西 潜空 伊26改 88
駆逐艦 如月改二 大 83 西 駆逐艦 浦風改 70 雷巡 大井改二 81 潜空 伊13改 74
駆逐艦 叢雲改二 83 駆逐艦 山風改 70 雷巡 北上改二 80 二 潜空 伊14改 74
駆逐艦 五月雨改 80 前 駆逐艦 浦波改 70 潜水艦 Luigi Torelli 1
駆逐艦 漣改 80 前 駆逐艦 松風改 70
駆逐艦 野分改 75 駆逐艦 山雲改 70

救出完了：Luigi Torelli

E6制圧完了：甲

E3制圧完了：甲
救出完了：天霧

E2制圧完了：甲

E7完了：丙

E5 第一特務部隊

承　　認　　（司令官印）

重巡洋艦 正空

E１ 前路警戒隊

航空巡洋艦

潜水艦

西蟲取鎮守府

軽巡洋艦

前段作戦 [制圧/救出完了]

重雷装巡洋艦

検　　査計　　画
平成29年8月20日 更新

戦艦（低速）

水上機母艦

特殊艦艇

E1制圧完了：甲
救出完了：狭霧

航空戦艦

戦艦（高速）

E6 第二特務部隊　編成制限解除E4 紅海派遣部隊E2/E3 西方作戦部隊

E7 無制限

後段作戦 [制圧/救出完了]

E4制圧完了：甲

E5制圧完了：甲
救出完了：松輪

駆逐艦

海防艦

軽空母

twitter.com/sayurishu



#1 前段作戦

航番 結果/撃破 Drop/大破
E1001A 夜A/五十鈴 伊168 開始 8/15 20:16

駆逐艦 朝霜改 潜 88 駆逐艦 電改 148 E1002A 夜S/潮 伊勢 終了 8/15 21:16
駆逐艦 潮改二 潜 94 駆逐艦 雷改 141 E1003A 昼A/潮 燃1000未満
軽巡 五十鈴改二 潜 94 軽空母 龍驤改二 118 E1004A 夜S/朝霜 早霜 弾1000未満
軽空母 龍鳳改 118 軽空母 瑞鳳改 114 E1005A 大破撤退 那珂 バケツ15
航戦 日向改 125 E1006A 夜S/潮 伊58 潮
軽巡 那珂改二 潜 96 那珂

航番 結果/撃破 Drop/大破
E1107G M到達

駆逐艦 朝霜改 潜 88 E1108G Q到達
駆逐艦 潮改二 潜 94
軽巡 五十鈴改二 潜 94
駆逐艦 五月雨改 80
駆逐艦 漣改 80
軽巡 那珂改二 潜 96

航番 結果/撃破 Drop/大破
E1209G 昼S/那珂 狭霧 開始 8/15 22:20

軽巡 那珂改二 潜 96 終了 8/15 22:40
軽巡 五十鈴改二 潜 94 ほとんどなし
航戦 日向改 125
駆逐艦 朝霜改 潜 88
駆逐艦 五月雨改 80 那珂
駆逐艦 潮改二 潜 94 五月雨

航番 結果/撃破 Drop/大破
E2001G 夜C敗

戦艦 榛名改二 135 E2002G 昼A勝
正空 飛龍改二 122
正空 蒼龍改二 122
軽空母 龍驤改二 98
軽巡 阿武隈改二 潜大86
駆逐艦 吹雪改二 94

航番 結果/撃破 Drop/大破 航番 結果/撃破 Drop/大破
E2103A 夜S/川内 北上 220 E2110A 夜S/榛名 加賀 開始 8/16 6:00

戦艦 榛名改二 135 駆逐艦 (任意キラ) 駆逐艦 電/雷 E2104A 夜S/榛名 阿賀野220 E2111A 夜A 終了 8/17 6:00
正空 蒼龍改二 122 駆逐艦 (任意キラ) 駆逐艦 (任意) E2105A 夜S/榛名 220 E2112A 夜S/吹雪 霧島 燃5000
軽空母 龍驤改二 98 軽空母 龍鳳改 118 航戦 日向改 125 E2106A 大破撤退 阿武隈 弾5000
軽巡 阿武隈改二 潜大86 軽空母 瑞鳳改 114 航戦 山城改二 126 E2107A 夜S/阿武隈 島風 220 バケツ50
駆逐艦 吹雪改二 94 航巡 鈴谷改二 93 軽空母 千代田航改二 98 E2108A 大破撤退 吹雪
軽巡 川内改二 潜 96 航巡 熊野改二 93 軽空母 千歳航改二 98 E2109A 夜S/川内 飛鷹 220 川内

【でんちゃんメモ】後での救出作戦のために、どの程度の戦力かの偵察も兼ねて反対側に出てみたので
す。
…後で来る必要がなくなってしまったのです。
PTボートには副砲や小型砲、機銃などが有効な点を押さえておけば周回は簡単なのです。

ボス撃破
奮戦

潜水単横・空襲輪形・他単縦

【でんちゃんメモ】
Iマス到達のギミック解除はぜひしておいてほしいのです。相手が連合艦隊でも決戦支援（旗艦のみ戦意高揚で可）を出して露払いすれば、それほど堅くないのでちゃんと撃破でき大丈夫なのです。
道中も資源に余裕があるなら軽く出しておいたほうが良いと思うのです。ただ、上の支援編成はちょっとやりすぎなのです。
今回の編成は潜水艦は無視して対空寄り、最後の川内さんでフィニッシュを意図しているのです。

12.7B砲x2・水偵

ソナー 爆雷投 爆雷軌

攻x2・戦x2

[ギミック解除] E1 リンガ泊地沖 再打通作戦発動　甲

E1101G編成 通常艦隊
1SQ

[ギミック解除] E2 カレー洋リランカ沖　リランカを越えて　甲

12.7B砲x2・四式ソナー
消費

他単縦

ず　い　う　ん

攻x2・戦・偵

35三連x2・三式・紫雲

MVP

潜水単横

て　き　と　う

[救出] E1 リンガ泊地沖 再打通作戦発動　甲

作戦結果

陣形等

1SQ

PT複縦

E1201H編成 通常艦隊

攻x2・戦x2

10高角高射x2・機銃
MVP

救出
天使

WG42x2・甲標的

15.2連装x2・夜偵

攻・戦x3

2SQ
E2201Y編成 道中支援隊 戦意高揚

消費
鋼4000
ボ2000

作戦結果

陣形等

E2001G編成 通常艦隊

10cm高角高射x2・対空電探

ソナー ソナー 爆雷投

主砲 主砲 瑞雲 瑞雲

1SQ
35三連x2・徹甲・紫雲

E2101A編成 通常艦隊

[攻略] E2 カレー洋リランカ沖　リランカを越えて　甲　でんちゃん的難易度ゲージ：■■■□□

作戦結果 陣形等

ボス単横

E1001A編成 通常艦隊

攻x2・戦・偵

E2201Z編成 決戦支援隊
3SQ

WG42x2・水上電探

OTOx2・甲標的　サブ阿武隈

1SQ

E1001Y 道中支援隊

[攻略] E1 リンガ泊地沖 再打通作戦発動　甲　でんちゃん的難易度ゲージ：■□□□□（対潜装備依存）

作戦記録

1SQ 道中単縦

消費ソナー 爆雷投 爆雷軌
ソナー ソナー 爆雷投

艦攻 艦攻 艦戦 彩雲

【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。
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。小破以下が残ると魚雷が刺さってドカンなのです。

10高角高射x2・機銃
10高角高射x2・機銃

鋼1000未満
ボ1000未満

MVP
ボス撃破
センター



#2 前段作戦

航番 結果/撃破 Drop/大破
E3001T 夜S/照月 足柄 128

水母 千代田 59 軽巡 阿武隈改二 潜大 86 駆逐艦 (任意キラ) 駆逐艦 電/雷 E3002T 大破撤退 千代田
航巡 三隈改 108 重巡 那智改二 98 駆逐艦 (任意キラ) 駆逐艦 (任意) E3003T 夜S/雪風 避 伊勢 103
駆逐艦 睦月改二 大 83 重巡 妙高改二 98 軽空母 龍鳳改 118 航戦 日向改 125 E3004T 夜S/雪風 筑摩 128
駆逐艦 如月改二 大 83 駆逐艦 吹雪改二 94 軽空母 瑞鳳改 114 航戦 山城改二 126 E3005T 大破撤退 千代田
駆逐艦 萩風改 71 駆逐艦 雪風改 運 83 航巡 鈴谷改二 93 軽空母 千代田航改二 98 E3006T 大破撤退 複数
駆逐艦 嵐改 71 駆逐艦 照月改 84 航巡 熊野改二 93 軽空母 千歳航改二 98 E3007T 大破撤退 複数

E3008T 夜A 103

航番 結果/撃破 Drop/大破
E3108T 昼S/那智 霧島 32

重巡 衣笠改二 98 軽巡 阿武隈改二 潜大 86 駆逐艦 雷 駆逐艦 電 E3209A 夜S/木曾 天霧 490
正空 飛龍改二 122 重巡 妙高改二 98 駆逐艦 (任意キラ) 駆逐艦 (任意) E3210A 大破撤退 複数
正空 蒼龍改二 122 重巡 那智改二 98 軽空母 龍鳳改 118 航戦 日向改 125 E3211A 夜S/木曾 夕雲 490
軽空母 龍驤改二 98 駆逐艦 不知火改 87 軽空母 瑞鳳改 114 航戦 山城改二 126 E3212A 夜A 朝霜 196
戦艦 榛名改二 135 駆逐艦 吹雪改二 94 航巡 鈴谷改二 93 軽空母 千代田航改二 98 E3213A 夜A 川内 364
航巡 三隈改 108 雷巡 木曾改二 潜 98 航巡 熊野改二 93 軽空母 千歳航改二 98 E3214A 大破撤退 龍驤

航番 結果/撃破 Drop/大破
E3215A 夜S/不知火 最上 X 開始 8/16 6:00

終了 8/18 9:00
燃10000
弾10000
バケツ80
不知火
木曾

航番 結果/撃破 Drop/大破
E4101B 夜S/綾波 避 Coma 340

重巡 Zara due 98 軽巡 阿武隈改二 潜大 98 駆逐艦 雷 駆逐艦 電 E4102B 昼S/隼鷹 陸奥 340
重巡 鳥海改二 106 重巡 羽黒改二 116 駆逐艦 (任意キラ) 駆逐艦 (任意) E4103B 昼S/飛鷹 谷風 340
軽空母 飛鷹改 107 駆逐艦 綾波改二  運 112 軽空母 龍鳳改 118 航戦 日向改 125 E4104B 夜S/時雨 榛名 X
軽空母 隼鷹改二 105 駆逐艦 時雨改二 潜運 117 軽空母 瑞鳳改 114 航戦 山城改二 126
正空 葛城改 120 雷巡 北上改二 潜運 125 航巡 鈴谷改二 93 軽空母 千代田航改二 98
正空 天城改 120 重巡 Prinz Eugen改 126 航巡 熊野改二 93 軽空母 千歳航改二 98

航番 結果/撃破 Drop/大破
E4205B 夜S/時雨 春雨 730

戦艦 Warspite改 135 軽巡 阿武隈改二 潜大 98 駆逐艦 雷 駆逐艦 電 E4206B 夜S/Prinz 金剛 730
戦艦 大和改 135 重巡 羽黒改二 116 駆逐艦 (任意キラ) 駆逐艦 (任意) E4207B 夜S/綾波 谷風 730
重巡 Zara due 98 駆逐艦 時雨改二 潜運 117 軽空母 龍鳳改 118 航戦 日向改 125 E4208B 夜A 522
重巡 鳥海改二 106 駆逐艦 綾波改二  運 112 軽空母 瑞鳳改 114 航戦 山城改二 126 E4209B 夜A 579
軽空母 飛鷹改 107 雷巡 北上改二 潜運 125 航巡 鈴谷改二 93 軽空母 千代田航改二 98 E4210B 夜S/北上 利根 X
軽空母 隼鷹改二 105 重巡 Prinz Eugen改 126 航巡 熊野改二 93 軽空母 千歳航改二 98

作戦結果
開始 8/18 12:30
終了 8/18 23:00

燃12000 鋼6000 基地航空隊
弾12000 ボ6000
バケツ80
北上 ボス撃破
綾波 奮戦

OTOx2・甲標的　サブ阿武隈

作戦結果

消費
鋼5000
ボ4000

[攻略2] E4 紅海　遥かなるスエズ　甲　でんちゃん的難易度ゲージ：■■■■■|■■

攻x2・戦x2 OTOx2・甲標的
攻x2・戦・彩雲 主砲x2・水偵・電探

攻x2・戦x2

作戦記録

[輸送] E3 ステビア海　ステビア海の先へ　甲

MVP

主砲x2・水偵・電探

DRUMS

10cm高角高射x2・対空電探

水戦箱

DRUMS

1SQ
OTOx2・甲標的

主砲x2・水偵・電探

35三連x2・徹甲・紫雲

主砲x2・水偵・電探

E3001Z編成 決戦支援隊
3SQ 4SQ

10cm高角高射x2・対空電探

E3101T/A編成 空母機動部隊　攻略 史実艦8
1SQ 2SQ

主砲x2・水偵・司令部

主砲x2・水偵・電探

E3001Y編成 道中支援隊 戦意高揚

[攻略1] E4 紅海　遥かなるスエズ　甲

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

陣形等

ボス撃破
救出

90高角・水戦x3

攻x2・戦x2

4SQ

消費

MVP

陣形
潜水第一・PT第二
航空第三・他第四

ボス集中
陸戦x2・陸攻x2

第一

【でんちゃんメモ】
前半戦最後のとてつもない山場なのです。ボスの硬さが尋常ではなく耐久値も高いのでどうにもならない絶望が待っているように見えるのです。
ただ、「昼戦で割合ダメージが十分に効く」特徴を活かして随伴をうまく処理し、夜戦突入前までに単独中破程度まで装備と編成を工夫すればぎりぎりなんとかなるのです。
大和さんや武蔵さんの投入、今回採用していないのですがあきつ丸さんにお願い（注：編成条件緩和がある）するなど、なんとか工夫するのです。

【所長メモ】
君の編成はたぶん間違っていないし、君の仕事は可能な限り試行回数を確保するため資源を集めることだ。艦娘を信じて祈れ。

攻x2・戦x2
攻・戦x2・彩雲

OTOx2・甲標的
10cm高角高射x2・対空電探
10cm高角高射x2・対空電探

水戦x2・司令部

主砲x2・夜偵・電探

ぎ　ょ　ら　い　さ　ん
ま　た　や　っ　て

し　ま　っ　た　ね　え

空襲第三・他第四

【でんちゃんメモ】
正直なところ、輸送護衛部隊を組まずに最後まで空母機動部隊で装備だけを替えたほうが効率が良かったのです。
輸送護衛部隊はあまりに制空が足りず航空戦で大惨事になるので大破撤退だらけなのです。アデン湾にたどり着くだけでひどい目に遭ったのです。先が思いやられるのです……
【所長メモ】
・輸送護衛部隊は罠。火力の高い編成でTPをちまちま削り天霧堀りを兼ねるのが適切と思われる。
・史実艦ルート固定の疑いは怪しい感じがする。ゆきがじぇOUTぬいぬいINで安定したのは気のせいかも。
・ぬいぬい大金星。最終出撃で雷巡や重巡をさしおいてただの連撃でクリティカルを出し与ダメ191を叩き出した。

主砲x2・水偵・電探

E4201Z編成 決戦支援隊
4SQ

E4201Y編成 道中支援隊 戦意高揚
3SQ

E4201A編成 水上打撃部隊　攻略
1SQ 2SQ

主砲x2・水偵・徹甲
OTOx2・甲標的　メイン阿武隈

E4101B編成 空母機動部隊　攻略

10cm高角高射x2・対空電探

主砲x2・夜偵・電探

E3001Y編成 道中支援隊 戦意高揚 E3001Z編成 決戦支援隊
2SQ

E3001T編成 輸送護衛部隊　輸送 大発x6・ドラム缶x6
3SQ 4SQ

攻x2・戦x2

主砲x2・水偵・徹甲

10cm高角高射x2・対空電探

DAIHATSU
DAIHATSU

ぎ　ょ　ら　い　さ　ん
10cm高角高射x2・対空電探

主砲x2・水偵・徹甲
主砲x2・水偵・徹甲
攻・戦x3
攻・戦x2・彩雲

[輸送/攻略] E3 ステビア海　ステビア海の先へ　甲　でんちゃん的難易度ゲージ：■■■■■

1SQ 2SQ
主砲x2・水偵・司令部 OTOx2・甲標的　メイン阿武隈



#3 後段作戦(E5～E6救出)

航番 結果/撃破 Drop/大破
E5101H 夜S 衣笠

駆逐艦 秋月改 95 E5102H 昼S 榛名
戦艦 Italia 135 E5103H 夜S 高雄
戦艦 Roma改 135 E5104H 昼S 金剛
装空 翔鶴改二甲 135 E5105H 昼S 択捉
装空 瑞鶴改二甲 135 E5106H 昼S 北上
駆逐艦 Libeccio改 潜 88 E5107H 昼S 松輪

航番 結果/撃破 Drop/大破 作戦結果
E5201G 夜S 開始 8/19 6:00

軽巡 阿武隈改二 潜大98 E5202G 夜S 終了 8/19 10:00
駆逐艦 時雨改二 潜運 117 E5203G 昼S 燃5000 鋼3000
駆逐艦 綾波改二  運 112 弾5000 ボ1000 第一
駆逐艦 雪風改 運 83 バケツ20
軽空母 隼鷹改二 105 翔鶴 救出
戦艦 Warspite改 135

航番 結果/撃破 Drop/大破 作戦結果
E5301G C失敗 開始 8/19 13:00

駆逐艦 秋月改 95 駆逐艦 雷 駆逐艦 電 E5302G C成功/夜S 終了 8/19 16:00
戦艦 Italia 135 駆逐艦 (任意キラ) 駆逐艦 (任意) E5303A 昼S/Roma 扶桑 530 燃5000 鋼3000
戦艦 Roma改 135 軽空母 龍鳳改 118 航戦 日向改 125 E5304A 夜A 473 弾5000 ボ2000 第一
装空 翔鶴改二甲 135 軽空母 瑞鳳改 114 航戦 山城改二 126 E5305A 昼S/Italia 陸奥 530 バケツ25
装空 瑞鶴改二甲 135 航巡 鈴谷改二 93 軽空母 千代田航改二 98 E5306A 昼S/Italia 朝雲 530 瑞鶴 ボス撃破
駆逐艦 Libeccio改 潜 88 航巡 熊野改二 93 軽空母 千歳航改二 98 E5307A 昼S/瑞鶴 利根 X Libeccio 奮戦

航番 結果/撃破 Drop/大破 作戦結果
E6001H 昼A(PT) 開始 8/19 20:00

航巡 筑摩改二 122 軽巡 由良改二 潜大 97 E6002H 昼S 金剛 終了 8/20 8:30
航戦 伊勢改 125 駆逐艦 朝潮改二丁 潜大 98 E6003H 昼S 熊野 燃5000 鋼1000
駆逐艦 霞改二乙 大電 94 駆逐艦 江風改二 大 84 E6004H 夜S 鬼怒 弾5000 ボ2000 第一
駆逐艦 Верный 潜大126 雷巡 大井改二 潜 121 E6005H 昼S 巻雲 バケツ15
軽空母 千代田航改二 98 雷巡 北上改二 80 E6006H 昼S 衣笠 Верный救出 第二
軽空母 千歳航改二 98 重巡 摩耶改二 100 E6007H 夜S 衣笠

E6008H 昼S/響 Luigi Torelli

攻x2・戦x2
対潜セット

陣形
潜水単横・防空輪形
他単縦

消費
基地航空隊

陸攻x4
ボス集中

[救出] E5 地中海キプロス島沖 地中海への誘い　丙

潜水単横・防空輪形
他単縦

消費
基地航空隊

陸攻x4

噴・攻・戦x2

陣形

ボス集中10cm高角高射x2・対空電探

10cm高角高射x2・対空電探
10cm高角高射x2・対空電探

E5201G編成

MVP
主砲x2・水偵・三式

主砲x2・水偵・徹甲
攻x2・戦x2

1SQ

主砲x2・水偵・徹甲

E5101H編成

MVP

作戦記録

1SQ

攻x2・戦x2

[救出] E6 地中海マルタ島沖 マルタ島沖海戦 丙

主砲x2・水偵・徹甲 (G時三式)

[攻略] E5 地中海キプロス島沖 地中海への誘い 甲　でんちゃん的難易度ゲージ：■■■■■|■

E5301A/G編成 (装備は攻略用な点に注意)
1SQ

10cm高角高射x2・対空電探
主砲x2・水偵・徹甲 (G時三式)

10cm高角高射x2・対空電探

3SQ2SQ
E4001Z編成 決戦支援隊E4001Y編成 道中支援隊 戦意高揚

【でんちゃんメモ】
C/Dマスギミック解除＋欧州艦3隻（乙2丙1）固定でずいぶんラクになるのです。ここで戦力をさらに惜しまず投入できるかが先の攻略の鍵となるのです。
ジェット機はやられなければやっぱり凄いのです。やられなければ…（ここはツ級不在なので大丈夫）

攻x2・戦・彩雲
攻x2・戦x2

1SQ
主砲x2・水偵・司令部
主砲x2・瑞雲・徹甲
10cm高角高射x2・WG
10cm高角高射x2・WG

陣形

噴・攻・戦x2
対潜セット

E6001H編成 水上打撃部隊
2SQ

OTOx2・甲標的
10cm高角高射x2・WG
10cm高角高射x2・WG
OTOx2・甲標的
15.5副・甲標的
主砲x2・水偵・三式

PT第二
他第四

消費
基地航空隊

陸戦・陸攻x3
ボス集中

MVP
陸戦・陸攻x3
ボス集中



#4 後段作戦 (～E6攻略)

航番 結果/撃破 Drop/大破 航番 結果/撃破 Drop/大破
E6101T 夜S/江風 鈴谷 33 E6108T 夜S/由良 飛鷹 131

航巡 筑摩改二 122 軽巡 由良改二 潜大 97 駆逐艦 (任意キラ) E6102T 夜S/摩耶 島風 121 E6109T 夜S/由良 大井 131
航戦 伊勢改 125 駆逐艦 朝潮改二丁 潜大 98 駆逐艦 (任意キラ) E6103T 夜S/由良 榛名 131 E6110T 昼A(PT) 91
駆逐艦 霞改二乙 大電 94 駆逐艦 江風改二 大 84 軽空母 龍鳳改 118 E6104T 夜S/朝潮 龍驤 131 E6111T 夜S/由良 衣笠 131
駆逐艦 Верный 潜大126 雷巡 大井改二 潜 121 軽空母 瑞鳳改 114 E6105T 昼A(PT) 91 E6112T 昼A(PT) 91
軽空母 千代田航改二 98 雷巡 北上改二 80 E6106T 昼A(PT) 91 E6113T 夜S/朝潮 131
軽空母 千歳航改二 98 重巡 摩耶改二 100 E6107T 夜S/朝潮 131 E6114T 昼S/千代田 131

航番 結果/撃破 Drop/大破 作戦結果
E6115T 夜S/朝潮 蒼龍 131 開始 8/20 8:40
E6116T 夜S/由良 愛宕 131 終了 8/20 14:45
E6117T 夜S/由良 蒼龍 131 燃10000 鋼3000
E6118T 夜S/由良 X 弾10000 ボ2000 第一

バケツ25
由良 ボス撃破 第二
朝潮 奮戦

航番 結果/撃破 Drop/大破
E6201G 昼A

航戦 伊勢改 125 軽巡 由良改二 潜大 97 駆逐艦 雷 駆逐艦 電
航巡 筑摩改二 122 駆逐艦 霞改二乙 大電 94 駆逐艦 (任意キラ) 駆逐艦 (任意)
駆逐艦 Верный 潜大126 駆逐艦 朝潮改二丁 潜大 98 軽空母 龍鳳改 118 航戦 日向改 125
駆逐艦 島風改 91 駆逐艦 江風改二 大 84 軽空母 瑞鳳改 114 航戦 山城改二 126
駆逐艦 初霜改二 91 重巡 摩耶改二 100 航巡 鈴谷改二 93 軽空母 飛鷹改 107
駆逐艦 夕立改二 潜 113 航巡 利根改二 124 航巡 熊野改二 93 軽空母 隼鷹改二 105

航番 結果/撃破 Drop/大破
E6301G O到達 全S 解

重巡 摩耶改二 100 軽巡 由良改二 潜大 97
航戦 伊勢改 125 航巡 利根改二 124
正空 赤城改 132 駆逐艦 夕立改二 潜 113
装空 大鳳改 134 駆逐艦 Верный 潜大126
重巡 足柄改二 98 雷巡 大井改二 潜 121
航巡 筑摩改二 122 雷巡 北上改二 80

航番 結果/撃破 Drop/大破
E6401A 昼S/雷撃 秋雲 440

重巡 摩耶改二 100 軽巡 由良改二 潜大 97 E6402A 昼S/摩耶 阿武隈440
正空 加賀改 132 航巡 利根改二 124 E6403A 昼S/雷撃 440
正空 赤城改 132 駆逐艦 夕立改二 潜 113 E6404A 昼S/赤城 藤波 440
装空 大鳳改 134 駆逐艦 Верный 潜大126 E6405A 夜S/北上 避 熊野 X
重巡 足柄改二 98 雷巡 大井改二 潜 121
航巡 筑摩改二 122 雷巡 北上改二 80

作戦結果
開始 8/20 15:00
終了 8/20 17:40

燃8000
弾5000 第一
バケツ15
北上 第二
由良

同上 同上

【でんちゃんメモ】前の海域と同じく、輸送ゲージは「輸送護衛部隊でやらない」が正解なのです。今回は水上打撃にして、ありったけの大発を載せたのです。大発は陸上基地相手なので攻撃力の面でも活躍してくれるのです。
戦力ゲージは輸送＆K・Oマス勝利ギミックを解いておくととってもやわらかいのです。O到達は適当に低速艦を混ぜれば大丈夫なのです。

ボ5000
鋼5000

奮戦
ボス撃破

攻x2・戦x2 主砲x2・夜偵・整備員
攻x2・戦x2 10cm高角高射x2・対空電探
攻x2・戦・彩雲 四式ソナー・三式爆雷・二式爆雷軌条
主砲x2・水偵・電探 四式ソナー・三式爆雷・甲標的
水戦オール OTOx2・甲標的

E6401A編成 空母機動部隊 E6301Y編成 道中支援隊 戦意高揚 E6301Z編成 決戦支援隊
1SQ 2SQ 3SQ 4SQ

主砲x2・水偵・司令部 OTOx2・甲標的

主砲x2・水偵・徹甲 主砲x2・夜偵・整備員
攻・戦x3 10cm高角高射x2・対空電探
攻・戦x2・彩雲 四式ソナー・三式爆雷・二式爆雷軌条
主砲x2・水偵・電探 四式ソナー・三式爆雷・甲標的
水戦オール OTOx2・甲標的

E6301G編成 空母機動部隊
1SQ 2SQ

主砲x2・水偵・司令部 OTOx2・甲標的

E6101T編成 水上打撃部隊 E6101Y編成 道中支援隊 戦意高揚
1SQ 2SQ 3SQ

作戦記録

攻x2・戦x2 OTOx2・三式・WG

[輸送] E6 地中海マルタ島沖 マルタ島沖海戦 甲

主砲x2・水偵・司令部 WG・内火艇・甲標的
主砲x2・瑞雲・徹甲 DAIHATSU
DAIHATSU DAIHATSU
DAIHATSU OTOx2・甲標的
攻x2・戦・彩雲 副x2・甲標的

陣形
PT第二
他第四

消費
基地航空隊

陸戦・陸攻x3
ボス集中

MVP
陸戦・陸攻x3
ボス集中

[攻略] E6 地中海マルタ島沖 マルタ島沖海戦 甲　でんちゃん的難易度ゲージ：■■■■■

E6201G編成 輸送護衛部隊 E6201Y編成 道中支援隊 戦意高揚 E6201Z編成 決戦支援隊
1SQ 2SQ 3SQ 4SQ

て　き　と　う て　き　と　う

陣形
潜水単横・防空輪形
他単縦

消費
基地航空隊

陸戦・陸攻x3
ボス集中

MVP
陸戦・陸攻x3
ボス集中



#4 最終作戦

航番 結果/撃破 Drop/大破
E7001G H=S P=A G1解除

航巡 筑摩改二 122 軽巡 阿武隈改二 潜大 98 駆逐艦 (任意キラ) E7002G H=S P=A G2解除
航巡 利根改二 124 駆逐艦 Верный 潜大126 駆逐艦 (任意キラ)
駆逐艦 霞改二乙 大電 94 駆逐艦 夕立改二 潜 113 軽空母 龍鳳改 118
駆逐艦 朝潮改二丁 潜大98 駆逐艦 時雨改二 潜運 117 軽空母 瑞鳳改 114
駆逐艦 江風改二 大 84 重巡 羽黒改二 116 航巡 鈴谷改二 93
駆逐艦 綾波改二  運 112 重巡 鳥海改二 106 航巡 熊野改二 93

航番 結果/撃破 Drop/大破
E7101G (J=S) R=S G1解除

戦艦 Bismarck drei 135 軽巡 阿武隈改二 潜大 98 E7102G (K=S) R=S G2解除
戦艦 Iowa改 135 駆逐艦 Верный 潜大126
航巡 筑摩改二 122 駆逐艦 夕立改二 潜 113
航巡 利根改二 124 駆逐艦 時雨改二 潜運 117
軽空母 千代田航改二 98 重巡 羽黒改二 116
軽空母 千歳航改二 98 重巡 鳥海改二 106

航番 結果/撃破 Drop/大破
E7201A 昼S/Iowa 避 榛名 880

正空 Graf Zeppelin改 119 雷巡 大井改二 潜 121 駆逐艦 雷改 潜 143 駆逐艦 電改 潜運 150 E7202A 昼S/Iowa 避 880
装空 翔鶴改二甲 135 駆逐艦 Верный 潜大126 駆逐艦 暁改二 潜 128 駆逐艦 (任意) E7203A 昼S/翔鶴 880
装空 瑞鶴改二甲 135 軽巡 阿武隈改二 潜大 98 軽空母 龍鳳改 118 航戦 日向改 125 E7204A 昼S/翔鶴 高雄 880
装空 大鳳改 134 戦艦 Bismarck drei 135 軽空母 瑞鳳改 114 航戦 山城改二 126 E7205A 昼S/大鳳 龍驤 880
戦艦 Iowa改 135 駆逐艦 時雨改二 潜運 117 航巡 鈴谷改二 93 軽空母 千代田航改二 98 E7206A 夜S/北上 長門 X
駆逐艦 秋月改 95 雷巡 北上改二 潜運 125 航巡 熊野改二 93 軽空母 千歳航改二 98

作戦結果
開始 8/20 18:00
終了 8/20 22:45

燃15000 鋼5000
弾8000 ボ6000
バケツ25
北上 ボス撃破 1～3
秋月 奮戦 Q・T・ボス

同上

E7201Y編成 道中支援隊 戦意高揚 E7201Z編成 決戦支援隊
3SQ 4SQ

陸攻x4

攻x2・戦・司令部

四式ソナー・三式爆雷・二式爆雷軌条

OTOx2・甲標的
三式ソナー・三式爆雷・九五式爆雷軌条
四式ソナー・三式爆雷・二式爆雷軌条
四式ソナー・三式爆雷・二式爆雷軌条
主砲x2・水偵・電探

10cm高角高射x2・対空電探 OTOx2・甲標的

攻x2・戦・彩雲 主砲x2・水偵・徹甲

MVP

OTOx2・甲標的
三式ソナー・三式爆雷・九五式爆雷軌条
四式ソナー・三式爆雷・二式爆雷軌条
四式ソナー・三式爆雷・二式爆雷軌条
主砲x2・水偵・電探
主砲x2・水偵・電探

2SQ
四式ソナー・三式爆雷・甲標的
三式ソナー・三式爆雷・九五式爆雷軌条

戦闘マスは第四（戦闘）
防空マスは第三（輪形）

消費

10cm高角高射x2・対空電探
10cm高角高射x2・対空電探
10cm高角高射x2・対空電探

潜水マスは第一（対潜）

基地航空隊

主砲x2・瑞雲・電探
主砲x2・瑞雲・電探
10cm高角高射x2・対空電探

陣形

ギミックR - E7101G編成 水上打撃部隊
3SQ

主砲x2・瑞雲・電探
攻・戦x2・彩雲
攻・戦x3

噴・攻・戦x2 OTOx2・甲標的

1SQ

主砲x2・水偵・徹甲

噴・攻・戦x2

1SQ 2SQ
主砲x2・水偵・徹甲

E7101Y編成 道中支援隊 戦意高揚

主砲x2・水偵・電探

攻略- E7201A編成 空母機動部隊

主砲x2・水偵・徹甲
主砲x2・瑞雲・電探

ギミックP - E7001G編成 輸送護衛部隊 E7001Y編成 道中支援隊 戦意高揚
3SQ

【でんちゃんメモ】丙でもかなりの難易度なのです。甲など正気の沙汰ではなく編成を見た瞬間諦める程度のもってのほか級難易度なのです。
甲は歴戦オール甲＆ランカー提督向け難易度なので、絶対にやめたほうがいいのです。ここまで言ってもやるなら止めないのです。
丙なら第二（装甲破砕）ギミック解除後はボスは辿り着けさえすればなんとかなる程度の強さなので、道中支援と基地航空隊をうまく活用して道中も含めて押さえきるのです。
定石のボス集中より道中が問題なのです。

【所長メモ】今回別の用事もあり残り時間不足で丙としたものの、この敵方戦力では時間があっても甲からは手を引いていたと思われます。
ストレート勝ちして簡単に抜けたような記録になっていますが、丙でも相当危ない場面はいくつもありました。撤退なしで抜けられたのはただの偶然…

1SQ 2SQ

作戦記録

[攻略] E7 北大西洋海域 ドーバー海峡沖海戦　丙　でんちゃん的難易度ゲージ：■■■■■|■■■


