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2022 年 4 月 27 日 

各位 

株式会社リベル・エンタテインメント 

代表取締役社長 林田浩太郎 

 

本格海戦ゲーム『蒼焔の艦隊』、「ゴールデンフェスティバル」開催！ 

様々なイベントやキャンペーンを実施！ 

 

  株式会社リベル・エンタテインメントは、男性向けオリジナルタイトル『蒼焔の艦隊』(そうえんのか

んたい、iOS/Android/DMM Games)について、2022 年 4 月 27 日(水)より、様々なイベントやキャンペ

ーンを開催する「ゴールデンフェスティバル」を実施することをお知らせします。 

 

■「ゴールデンフェスティバル」実施！インゴッド最大 500 個プレゼントのログインボーナスも実施！ 

2022 年 4 月 27 日(水)より、本作をよりお楽しみいただくため盛りだくさんのイベントや、キャンペ

ーンが随時開催する「ゴールデンフェスティバル」を実施します。 

まず、2022 年 4 月 27 日(水)17:00～5 月 8 日(日)23:59 の期間中、指定された条件を達成することで、

艦隊強化に役立つ様々なアイテムが獲得できる限定任務が登場します。さらに、任務をすべて達成すると

コンプリート報酬として、初級任務では★6 の戦艦「黄金大和-極」、上級任務ではプロフィールに設定

できる「富豪フレーム」が獲得できます。ぜひコンプリート報酬の獲得を目指して、限定任務にご挑戦く

ださい！ 

さらに、2022 年 4 月 28 日(木)4:00～5 月 11 日(水)3:59 の期間中に、ゲームにログインするだけで、

インゴットを毎日 50 個ずつ、最大で 10 日間プレゼントします。この機会にぜひ毎日ログインをして、

サルベージの挑戦などにご活用ください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

■イベント「降臨！黄金ノ大和」や真連合艦隊戦応援キャンペーン開催！ 

2022 年 4 月 27 日(水)17:00～5 月 11 日(水)13:59 の期間

中、イベント「降臨！黄金ノ大和」を開催します。本イベン

トでは、難易度毎に分かれた各ステージにて勝利すると、チ

ケットサルベージに挑戦するために必要な「ゴールドチケッ

ト」が確率で獲得可能です。さらに、実績を達成することで

「期限付き白紙ドクトリン」のほか、インゴットや、艦隊強

化に役立つアイテムが獲得できます。各ステージにて勝利

し、艦隊戦力を強化しましょう！ 

さらに、2022 年 4 月 28 日(木)4:00～5 月 4 日(水)3:59 の期間中、Ver.5.8.0 にて大幅な進化を遂げて

 

 

黄金大和-極 富豪フレーム 

 

迫りくる黄金大和たちを撃退せよ！ 
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登場した 18 艦 vs18 艦の PvP コンテンツ「真連合艦隊戦」の応援キャンペーンを開催します。開催期間

中のシーズンにて、3 回以上出撃されたプレイヤーの皆さまへ、強力なパーツの中よりお好みのものを 1

つ獲得できる「2022 年 GW★7 パーツ選択券」を後日プレゼントします。クラスのほか、勝敗問わず指

定回数の出撃だけがプレゼント条件となりますので、ぜひ奮ってご参加ください！ 

 

■2022 年 GW★7 パーツ選択券より選べるパーツ詳細 

パーツ種 パーツ名 

火砲 ★7 38cm 連装砲 

索敵 ★7 SEETAKT 

その他 ★7 大型艦用バルジ 

雷装 ★7 21inMk14 魚雷 

雷装 ★7 21in 四連装発射管 

索敵 ★7 13 号対空電探 

索敵 ★7 WCA 型ソナー 

火砲 ★7 2 ポンド・ポンポン砲 

航空機 ★7 三式戦闘機「飛燕」 

その他 ★7 強化型徹甲弾 

火砲 ★7 203mm 連装砲 

航空機 ★7 ドーントレス 

雷装 ★7 三式爆雷投射機 

その他 ★7 強化型榴弾 

 

■艦隊強化の大チャンス！祭キャンペーンの開催や、「育成応援パック-絆」販売開始！  

 2022 年 4 月 27 日(水)17:00～5 月 8 日(日)23:59 の期間中に、艦艇の高性能化ほか、クルー訓練と、パ

ーツ改造にて得られる各経験値が 50%増量し、艦艇強化に必要な資材の量が 50%OFF になります！さら

に、基地売店に艦艇の育成に役立つアイテムが詰まった「育成応援パック-絆」が登場！ 

パックは「ゴールド」「シルバー」「ブロンズ」の 3 種があり、それぞれ様々なアイテムが獲得できま

す。ぜひ、この機会にこの機会艦隊強化にお役立てください！ 
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■『蒼焔の艦隊』ストーリーと概要 

 1939 年、世界が第二次世界大戦の戦火に包まれている中、所属不明の艦隊が突如出現し無差別攻撃を

開始―――人はその艦隊を「影の艦隊」と呼んだ。「影の艦隊」に対抗するべく各国は戦闘を一時中止し

共同で「蒼焔艦隊」を設立、反攻作戦を開始する。 

 

 プレイヤーは「蒼焔艦隊」の総司令官として、「影の艦隊」と戦い、勝利を導こう！ 

 第二次世界大戦で活躍した各国の軍艦を編成、撃破した敵艦部品の回収や、解放した各国港湾施設で新

艦を建造して艦隊を強化！リアルな海戦を体験せよ！ 

 

■ゲーム紹介～主な流れ 

   

▲艦の入手 

軍艦を入手する方法はさまざ

ま。インゴットを使用して行う

サルベージや、艦艇ツリーのク

リアで好きな艦を入手したり、

設計図を集めて自分で建造でき

たりします。 

▲自分の艦隊を編成 

艦を入手したら、艦隊を編成！

圧倒的な火力と装甲が魅力の戦

艦、先制攻撃可能になる空母、火

砲攻撃を受けない潜水艦や、潜

水艦キラーの駆逐艦などなど。

自分の戦術に合わせて、出撃艦

を決めましょう。 

▲フル３Ｄ海戦！ 

戦うステージを決めたら出撃！

ド派手なフル３Ｄバトルの海戦

の迫力を、存分にご堪能くださ

い。出撃前には、陣形を変えたり

する戦術采配もできます。 

 
 

 

▲艦隊を強化 

海戦に勝利すると資材や設計図

などいろいろな報酬が手に入り

ます。敵から解放した港に資材

を投入して復興し、艦隊を強化

しましょう！ 

港では艦に乗せるクルーや、配

備できるパーツの生産も可能。 

最強の艦隊を作り上げよう！ 

▲3D で軍艦を鑑賞 

3D で作り込まれた軍艦を自由な

方向から眺めることができるの

も本作の大きな魅力。たくさん

の軍艦を手に入れ、楽しみまし

ょう。 

▲魅力的なキャラクターも！ 

チュートリアルでは魅力的なキ

ャラクターも登場。さらに「メイ

ンストーリー」や「艦艇ツリー」

ではストーリーも展開、豪華声

優陣が盛り上げます。 
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■ストアスクリーンショット 

   

   

 

■キャスト・スタッフ 

声の出演 

松本保典／堀内賢雄／稲田徹／中田譲治／神田沙也加／沢城みゆき／坂上みき 

 

音楽 

佐橋俊彦（アニメ『ジパング』）、ガブリエル・ロベルト（映画「嫌われ松子の一生」）、大橋恵（アニメ『機

動戦士ガンダム MS IGLOO』） 

 

ＶＰ・ＯＰムービー 

白組 岩本晶（『シン・ゴジラ』ＣＧディレクター） 

 

■リリース時登場艦船 

【戦艦】 

金剛／扶桑／長門／大和／ニューヨーク／ニューメキシコ／コロラド／クイーンエリザベス／フッド／

バイエルン／シャルンホルスト 

【空母】 

赤城／蒼龍／飛龍／翔鶴／エセックス／インデペンデンス／アーガス／ハーミーズ 

【重巡】 

妙高／高雄／ノーザンプトン／ポートランド／ボルチモア／ホーキンズ／ノーフォーク／ドイッチュラ

ント／アドミラル・ヒッパー 

【軽巡】 

球磨／長良／川内／オマハ／ブルックリン／クリーブランド／ファーゴ／フィジー／リアンダー／ベル

ファスト／ケーニヒスベルク／エムデン 

【駆逐艦】 

吹雪／朝潮／陽炎／島風／秋月／シムス／ベンソン／エコー／エスキモー／ノーブル／Z31／Z43 

【潜水艦】 

伊 9／伊 15／マッケレル／バラオ／U-31／U-9／U-27／U-37 

※今後も続々と新たな艦船が登場！お楽しみに！ 
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■蒼焔の艦隊 概要 

タイトル 蒼焔の艦隊（読み方：そうえんのかんたい） 

アプリ 

アイコン 

 

制作・企画 株式会社リベル・エンタテインメント 

開発・運営 株式会社ランド・ホー 

配信開始日 2017 年 9 月 1 日 

価格 基本プレイ無料(一部アイテム課金制) 

カテゴリー 本格海戦ゲーム 

対応 OS iOS/Android/DMM Games ※機種によりご利用頂けない場合があります。 

公式サイト https://www.soenkantai.com 

iOS URL https://itunes.apple.com/jp/app/id1244059145?mt=8 

Android URL https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.liberent.soennokantai&hl=ja 

公式 Twitter @soennokantai 

権利表記 ©Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved. 

 

■株式会社リベル・エンタテインメントについて 

リベル・エンタテインメントは恋愛リズムアドベンチャー『アイ★チュウ』をはじめ、ソーシャルゲーム、

スマートフォンアプリの開発から運営まで多岐にわたり展開しています。社名のリベル（Liber）とは「生

産と豊穣」を司る古代ローマ神の名前で、穀物が豊かに実るように、豊かな発想でクリエイティブなエン

タテインメント作品を生み出したいと思い名付けました。 

 

 


