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*あなたがTwitterを使⽤している場合は、このサイト上のポップアップバリアをアンシープ。- Twitterを使⽤する場合は、再⽣する前にこのサイトでポップアップを有効にします。※ゲームが始まると、インターネット接続をオフにしてもプレイできます。- ゲームを実⾏した後、あなた
は、インターネットから切断することができます。※動作しない場合は、作業環境をご確認ください。この辺で問題がなければ、困ったときに⾒てください。※ゲームのインストールには⻑い時間がかかります。以下の⼿順をお読みになり、お待ちください。※移動が100%の場合はダウ
ンロード版をお試しください。左クリック移動、攻撃、決定⽯、攻撃、右クリック右クリックセンタークリック、Xキーセンタークリック/Xキースプール1シーンキャンセル充電RリセットPリセットESC終了7サウンドエフェクトオン/オフ8 BGMオン/オフ2020/12/24 Ver1.33.4⼩さなエ
ラーを修正しました。- マイナーエラーを修正しました。2020/12/18 Ver1.33.3.2 - ポルトガル語翻訳の変更- ポルトガル語の翻訳が変更されました。2020/11/21 Ver1.33.3.1 - 韓国語翻訳変更- 韓国語の翻訳が変更されました。2020/08/05 Ver1.33.3 - マイナーエラーを修正しました
(Androidバージョンのみ).- マイナーエラーを修正しました (Androidバージョンのみ).2020/07/25 Ver1.33.2 マイナーエラーを修正。- マイナーエラーを修正しました。2020/06/26 Ver1.33.1.8 - 中国語翻訳の変更- 中国語の翻訳が変更されました。2020/05/30 Ver1.33.1.7 - スペイン語とポ
ルトガル語の翻訳変更- スペイン語とポルトガル語の翻訳が変更されました。2020/04/25 Ver1.33.1.6 - ロシア語翻訳の変更- ロシア語の翻訳が変更されました。2020/03/28 Ver1.33.1.5 - スペイン語翻訳の変更- スペイン語の翻訳が変更されました。2020/02/22 Ver1.33.1.4 ‧ 韓国語翻訳
変更- 韓国語の翻訳が変更されました。2020/01/25 Ver1.33.1.3 ‧ 韓国語翻訳変更- 韓国語の翻訳が変更されました。2019/12/21 Ver1.33.1.2 - 韓国語翻訳の変更- 韓国語の翻訳が変更されました。2019/11/26 Ver1.33.1.1 ~ 英語と韓国語の翻訳変更- 英語と韓国語の翻訳が変更されまし
た。2019/10/27 Ver1.33.1 - ポルトガル語、ロシア語、トルコ語の翻訳が変更されました。- ポルトガル語、ロシア語、トルコ語の翻訳が変更されました。2019/09/29 Ver1.33.0 ‧ 個⼈登録追加- 個⼈登録機能を追加しました。2019/09/14 Ver1.32.0 ‧ チュートリアル追加- チュートリア
ルが追加されました。2019/07/27 Ver1.31.3.1 - 英語翻訳が変更されました。2019/07/06 Ver1.31.3 ‧ ステージ開始ボタンのサイズが設定されています。- シーン開始ボタンの⼨法が調整されました。2019/06/30 Ver1.31.2.1 - 英語翻訳が変更されました。2019/05/07 Ver1.31.2 ヨードが
地上にいる間にクラッシュしなかったエラーを修正しました。- ヨドミが地⾯にいる間に当たらなかったエラーを修正します。2019/04/13 Ver1.31.1.4 - ポルトガル語翻訳の変更- ポルトガル語の翻訳を変更します。2019/01/21 Ver1.31.1.3 ‧ 韓国語翻訳変更- 韓国語翻訳に変更します。
2018/12/22 Ver1.31.1.2 - 中国語翻訳の変更- 中国語の翻訳を変更します。2018/10/26 Ver1.31.1.1 ‧ 韓国語翻訳変更- 韓国語翻訳に変更します。2018/10/19 Ver1.31.1 - 描画速度がOS 8.0以降に変更されましたアンドロイドバージョン)。- OS8.0(アンドロイド版のみ)でパフォーマンス設
定を停⽌します。2018/10/18 Ver1.31.0 • 描画をスピードアップ (アンドロイドバージョンのみ, OS6.0以上).韓国語翻訳の変更。- 描画のパフォーマンスを向上させる (アンドロイドバージョン, OS6.0 またはそれ以降のみ).- 韓国語翻訳に変更します。2018/10/13 Ver1.30.0.2 ‧ 韓国語と
中国語の翻訳変更- 韓国語と中国語の翻訳を変更します。2018/10/06 Ver1.30.0.1 - 中国語翻訳の変更- 中国語の翻訳を変更します。2018/10/02 Ver1.30.0 · アイテムを簡単に取得できるようにコントロールを変更しました。- コントロールを変更し、項⽬を簡単に取得します。2018/09/30
Ver1.29.0 - ロシア語版が追加されました。- ロシア語版を追加します。2018/09/09 Ver1.28.2 ‧ BGM 問題はポーズをとるときに修正されました (アンドロイド版のみ)。- ⼀時停⽌BGM(アンドロイド版のみ)についてのエラーを修正します。2018/09/07 Ver1.28.1 Ver1.28.1- モトローラデ
バイス(アンドロイド版のみ)上のエラーを修正します。2018/07/13 Ver1.28.0.2 - 英語訳を変更します。2018/06/23 Ver1.28.0.1 - 英語訳を変更します。2018/06/16 Ver1.28.0 ‧ 中国の伝統的なバージョンが追加されました。- 繁体字中国語バージョンを追加します。2018/06/01 Ver1.27.0
ターミナル回転(アンドロイド版のみ)と互換性があります。トルコ語の翻訳変更。- サポートデバイスの回転(アンドロイド版のみ)。- トルコ語の翻訳を変更します。2018/05/19 Ver1.26.1.4 - 韓国語翻訳変更- 韓国語翻訳に変更します。2018/02/24 Ver1.26.1.3 - ポルトガル語翻訳の変更-
ポルトガル語の翻訳を変更します。2018/02/16 Ver1.26.1.2 - 韓国語翻訳の変更- 韓国語翻訳に変更します。2017/12/16 Ver1.26.1.1 - スペイン語と韓国語の翻訳が変更されました。- スペイン語と韓国語の翻訳を変更します。2017/11/28 Ver1.26.1 - ライブラリが更新されました (Android
バージョンのみ)。私は英語の翻訳を変更しました。- 更新ライブラリ(アンドロイド版のみ)。- 英語の翻訳を変更します。2017/11/18 Ver1.26.0.1 - 英語翻訳が変更されました。- 英語の翻訳を変更します。2017/11/11 Ver1.26.0 - セキュリティの向上- セキュリティを強化します。
2017/09/19 Ver1.25.6.1 - ⼀部の翻訳が変更されました。- ⼀部の⾔語で翻訳を変更します。2017/09/07 Ver1.25.6 ‧ ⼀部の端末で共有機能を使⽤する場合のエラーに対応します (Androidバージョンのみ)。- ⼀部のデバイスの共有をサポートする機能を追加します (Androidバージョンの
み)。2017/08/28 Ver1.25.5 ツェンギゼを起動中にフリーズしたエラーを修正しました。●ゲームが辻⾵に凍ったバグを修正。2017/08/23 Ver1.25.4.1 - ポルトガル語と英語の翻訳が変更されました。- ポルトガル語と英語の翻訳を変更します。2017/08/19 Ver1.25.4 キャラクターと壁の間
の衝撃を恐れることがあるエラーを修正しました。- 時には⽂字とブロックの間の衝突検出は、エラーを修正するために奇妙です。2017/08/18 Ver1.25.3 ‧ キャラクターと壁の衝突の判断を恐れることがあるエラーを修正しました。- 時には⽂字とブロックの間の衝突検出は、エラーを
修正するために奇妙です。2017/07/31 Ver1.25.2 キャラクターと壁の間の衝撃を恐れることがあるエラーを修正しました。- 時には⽂字とブロックの間の衝突検出は、エラーを修正するために奇妙です。2017/07/24 Ver1.25.1 アドオン設定のエラーを修正。- オプションの設定をエラーに
設定します。2017/07/22 Ver1.25.0 · ニュースをクリアした後に追加された追加の設定.- すべてのストーリーレベルを破ったユーザーのためのオプションの設定を追加します。2017/07/01 Ver1.24.0.1 ‧ 中国語と韓国語の翻訳変更- 中国語と韓国語の翻訳を変更します。2017/06/24
Ver1.24.0 ‧ トライアルゲーム16が追加されました。- 余分な16を追加します。2017/06/04 Ver1.23.1 ‧ 第36章でフリーズしたエラーを修正しました。- セクション 36 をフリーズするエラーを修正します。2017/06/03 Ver1.23.0 - マイナーエラーが修正されました。- いくつかのエラー
を修正します。2017/05/28 Ver1.22.1 ~ トライアル No.14 で敵を攻撃できなかったエラーを修正しました。- 余分な14の敵にエラーを修正します。2017/05/27 Ver1.22.0 ‧ トライアル No 15 追加- 追加の15。2017/04/29 Ver1.21.0 ‧ トライアル No 14 追加- 余分な14を追加します。
2017/04/02 Ver1.20.1 ‧ キャラクターの⽅向が間違っていることを修正しました。- エラー訂正: 最後の⽂字の⽅向。2017/04/01 Ver1.20.0.1 - 英語訳を変更します。2017/03/25 Ver1.20.0 ‧ トライアルアート第12版、13を追加しました。- 余分な12、13を追加します。2017/03/06
Ver1.19.1 ~ トライアル no11 の期限が切れる直前に敵を攻撃してもゲームが終了しないという問題を修正しました。- エラーを修正:余分な11の制限時間の直前に敵を攻撃した場合、ゲームは終了しません。2017/02/14 Ver1.19.0.1 - スペイン語翻訳の変更中国語の翻訳変更。- スペイン
語に変換します。- 中国語の翻訳を変更します。2017/02/11 Ver1.19.0 ~ トライアル第10版、11件追加トルコ語版を追加しました。キャラクタ操作のタイミングに応じてエラーが発⽣する不具合を修正しました。- 余分な10、11を追加します。- トルコ語版を追加します。- 訂正訂正アプ
リケーションのクラッシュは、制御⽂字のタイミングによって異なります。2017/01/21 Ver1.18.0 ‧ トライアルの能⼋、9を追加しました。- 余分な8、9を追加します。2016/12/17 Ver1.17.0 - 弱体化した攻撃に影響を与えました。- セクション17は、上司が敗北して開いているかどうか
を判断するために機能を変更しました。難易度を調整します。- 各⾔語の翻訳を部分的に変更しました。- 弱体化攻撃に影響⼒を追加します。●ボスを倒してもシーンが明確に評価される仕様を変更。- 難易度を設定します。- 翻訳の⼀部を変更します。2016/12/10 Ver1.16.0 イージーモー
ド、固定モードが追加されました。- 通常モードの難易度を設定します。中国語版を追加しました。- 簡単モードと固定モードを追加します。- 通常モードの難を設定します。- 中国語バージョンを追加します。2016/11/28 Ver1.15.0.1 - 韓国語翻訳の変更- 韓国語翻訳に変更します。
2016/11/20 Ver1.15.0 ~ パート 36 最終セクション追加。●⽂字カラー調整機能を追加- 第36章と最後のセクションを追加します。- カラー機能の⽂字変更を追加します。2016/10/26 Ver1.14.1 ~ サンマテンの難易度が設定されています。‧寒冷で体⼒を低下させる仕様に変更。- 3⼈の皇
帝の難しさを設定します。- 変更スペック:辻⾵後のエネルギー削減に変更。2016/10/22 Ver1.14.0 ‧ セクション 33, 34, 35 が追加されました。- セクション33、34、35を追加します。2016/10/04 Ver1.13.3 ‧ 第31章 ボスが敗北しても明確にできない不特定のエラーを修正しました。
Save 関数を使⽤すると異常終了を引き起こすエラーを修正しました。- エラーを修正:時にはセクション31のボスはレベルを打つことさえできません。- 保存を使⽤している場合は、エラーを修正します。2016/10/02 Ver1.13.2 ‧ 第17章でログをタッチ中にフリーズしたエラーを修正し
ました。- エラーを修正する:プレイヤーキャラクターがエピソード17でストックに触れた場合はフリーズします。2016/10/01 Ver1.1.1 寒さで体⼒を低下させるエラーを修正しました。⾵邪を引いた後、彼は⽴ち往⽣した昆⾍を訂正した。- エラーを修正:辻⾵後のエネルギーを削減しま
す。- エラーを修正:辻⾵は後に移動することはできません。2016/09/25 Ver1.13.0 ‧ セクション 31 と 32 が追加されました。- セクション31、32を追加します。2016/09/08 Ver1.12.2 ~ トラップの中⼼付近のケン効果をブロックするセクション 28 のエラーを修正しました。エラー訂正:
セクション28のトラップ付近で倒した場合、敗北効果は継続されます。2016/09/05 Ver1.12.1 ‧ ⼀部のボスが正常に動作していない問題を修正しました。- バグ修正:⼀部のボスは動かない。2016/09/03 Ver1.12.0 ‧ セクション 29 と 30 が追加されました。- セクション29、30を追加し
ます。2016/08/23 Ver1.11.1 ‧ リリースボタンを押すエラーは、ウィンドカットの特殊なテクニックの直後に修正されます。- ⽉の表⽰位置が修正されました。英訳、韓国語翻訳訂正バグ修正:ガチョウが特別な⼒を打った直後に充電/放電ボタンを押すことができます。- エラー訂正: ⽉
の場所。- 正しい英語の翻訳。- 正しい韓国語の翻訳。2016/08/20 Ver1.11.0 ‧ セクション 27 と 28 が追加されました。- セクション27、28を追加します。2016/07/31 Ver1.10.1 固定ブロックエラー。- エラー訂正: ブロック衝突検出。2016/07/30 Ver1.10.0 ‧ セクション25と26が追加さ
れました。- ターミナル移⾏のための節約負荷機能を追加しました。- スプールを隠す関数を削除しました。- セクション25、26を追加します。- デバイス移⾏のための保存/インストール機能を追加します。- 無効ボタンの設定を削除します。2016/07/10 Ver1.9.1 - 地⾯に向かって点滅す
る⽂字がぎこちなく動くエラーを修正しました。- エラー訂正:時には⼟壌に向かってあなたを使⽤するときに誤って移動します。2016/07/09 Ver1.9.0 ‧ パート24追加- セクション24を追加します。2016/06/18 Ver1.8.0 ‧ トライアルノロク、7を追加しました。スペイン語版が追加され
ました。- 余分な6、7を追加します。- スペイン語版を追加します。2016/06/04 Ver1.7.0 ~ トライアル第4,5版追加- 余分な4、5を追加します。2016/05/18 Ver1.6.2 ⽮印を⽌めるエラーを修正しました。- エラーを修正:⽮印が停⽌します。2016/05/15 Ver1.6.1 - 敵が壁にぶつかるエラーを
修正しました。- エラーを修正する:敵の壁を試してみてください。2016/05/14 Ver1.6.0 ‧ パート23を追加しました。ポルトガル語版が追加されました。- セクション 23 を追加します。- ポルトガル語版を追加します。2016/04/21 Ver1.5.1 · 特別な技術的な3ファントムの3以上の画像を
明らかにしたエラーを修正しました。- エラーを修正:カスタム攻撃3 Gen 3以上のオプションが表⽰されます。2016/04/16 Ver1.5.0 • セクション21と22が追加されました。フラッシュが敵を通過するエラーを修正しました。固定。- セクション21、22を追加します。- エラーを修正する:
あなたは時々敵を渡します。- エラーを修正する:地⾯から開始します。2016/04/05 Ver1.4.0 ‧ パート20が追加されました。韓国語版が追加されました。- セクション 20 を追加します。- 韓国語版を追加します。2016/03/27 Ver1.3.0 ‧ 第18章と第19章が追加されました。⾔語切り替え
機能を追加しました。ボウル‧カッタでは1⼈の敵しか負けることができません。- セクション18、19を追加します。- 設定を追加する:⾔語を変更します。- エラー訂正: 追加 3.2016/03/23 Ver1.2.0 ‧ 第17章追加- 第17章を追加します。2016/02/06 Ver1.1.1 · ⾼速描画。- 改善されたク
リック(タップ)の作業性。- 描画のパフォーマンスを向上させます。- クリック(タップ)のパフォーマンスを向上させます。2016/2/1 Ver1.1.0 ~ 4 ステージが亡命物語に追加されました。●桜効果が無効になり、ボタンサイズ変更(スマートフォンから使⽤する場合のみ)設定が追加されま
す。- ランダム無限征服し、敵の⽬に⾒える順序のマップを変更します。バックグラウンドミュージックとオーディオ設定でボックス内で押し込めることができなかったエラーを修正しました。スマートフォンから使⽤し、ボスゲームでポーズをとりながら再試⾏ボタンを押しながら、
ショー中にタイマーが動き始めた問題を修正しました。- ストーリーモードローブの4つのレベルを追加します。●無効なさくら効果の設定を追加し、ボタンサイズを変更します(スマートフォン版のみ)。- ランダムにインフィニティストライクでマップと敵を変更します。- エラーを修
正:BGMとオーディオのチェックボックスを押すことはできません。- バグを修正する:⼀時停⽌中に再試⾏し、ボスが戦う前にタイマーが始まります(スマートフォン版のみ)。2016/01/02 Ver1.0.0 - リリース.⽟茶⾳楽スタジオ花祭.mp3)⿓名(良利.mp3)ボス.mp3ファイナルマッチ(サイシ
ン.mp3)ビアージュノーマルステージボスステージスペシャルボスステージミュージックワークショップアマチャ花祭り(花祭り)、花松.mp3)⿓の舞(これはドラゴンダンスを意味します ryonomai.mp3)ボス(ボス.mp3)最後の戦い(サイスウゼン.mp3)ミゲージボスレベルパートフリーミュー
ジックH / MIXギャラリーモーメント(n74.mp3)モーメント - ジュークボックス(n75.mp3)ラフナレーション(n6.mp3)ビアジュオープニングビアジュエンディングETOオープニングHミックス / ギャラリーモーメント(n74.mp3モーメント(⾳楽、ボックスを与えます n75.mp3) 「無制限、
n6.mp3」三⼤オープニングミゲージオープニング‧メゲージ‧オープニング‧イーター‧メドー‧サウンドラベル‧japanese_01.mp3 japanese_03.mp3 japanese_08.mp3ゲームオーバー‧ワンティ‧シャドークリアクリアサウンドJapanese_01 japanese_03 japanese_08ゲームオー
バーレベルクリア‧オブ‧ミゲージ‧レベルクリア‧オブ‧ミゲージ‧レベルクリア‧オブ‧メゲージ‧レベルクリア‧オブ‧メゲージ‧オブ‧イーニジュツ‧ハル (20140129njutu.mp3) 琴市レギュラーステージ ⽇本⾳響素材忍者ハレーション (20140 129ニンジュツ.mp3) セントセン
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