
 

 

平成25 年8 月27 日 

各位 

会社名 株式会社ゲームポット 

（URL  http://www.gamepot.co.jp/  ） 

 

本格本格本格本格タクティクスバトルタクティクスバトルタクティクスバトルタクティクスバトル RPGRPGRPGRPG『『『『Shadow of EclipseShadow of EclipseShadow of EclipseShadow of Eclipse（（（（シャドウシャドウシャドウシャドウ・・・・オブオブオブオブ・・・・エクリプスエクリプスエクリプスエクリプス））））』』』』    

召喚召喚召喚召喚ガチャガチャガチャガチャ<<<<ユニットユニットユニットユニット>>>>にににに強力強力強力強力新新新新ユニットユニットユニットユニット『『『『精霊精霊精霊精霊シリーズシリーズシリーズシリーズ』』』』がががが登場登場登場登場！！！！    

さらにさらにさらにさらに BPBPBPBP ショップショップショップショップににににキュートキュートキュートキュートなななな新新新新ユニットユニットユニットユニット『『『『ネイリネイリネイリネイリ』』』』とととと『『『『ニョミィニョミィニョミィニョミィ』』』』がががが追加追加追加追加    
 

オンラインゲームの開発・運営を行う株式会社ゲームポット（東京都品川区、代表取締役社長：植田 修

平、以下ゲームポット）は、本格タクティクスバトル RPG『Shadow of Eclipse』において、本日8 月27 日(火)

定期メンテナンスにてアップデートを行います。 

    

    

    

本日8月27日(火)定期メンテナンスにて、召喚ガチャ<ユニット>に新ユニット『精霊シリーズ5体』が新た

に登場します。さらに BP ショップでも新ユニット『ネイリ』と『ニョミィ』が追加されます。獲得BP1.5 倍キャン

ペーンも同時に開催されますので、この機会にぜひ新ユニットを手に入れてください！ 

    

『『『『Shadow of EclipseShadow of EclipseShadow of EclipseShadow of Eclipse』』』』公式公式公式公式サイトサイトサイトサイト    

http://shadowofeclipse.jp/http://shadowofeclipse.jp/http://shadowofeclipse.jp/http://shadowofeclipse.jp/    

    

    



 

 

■■■■召喚召喚召喚召喚ガチャガチャガチャガチャ<<<<ユニットユニットユニットユニット>>>>にににに「「「「精霊精霊精霊精霊シリーズシリーズシリーズシリーズ」」」」がががが新新新新登場登場登場登場    

 召喚ガチャ<ユニット>のスーパーレアユニットとして、強力な新ユニット『精霊シリーズ』が新登場しまし

た。 

 

＜＜＜＜スーパーレアユニットスーパーレアユニットスーパーレアユニットスーパーレアユニット「「「「サラマンダーサラマンダーサラマンダーサラマンダー」」」」＞＞＞＞    

「サラマンダー」 

 

初期ステータス 

 

所持スキル 

    スキル名 ：「火遊び」 

    消費ＭＰ ：45 

    効果  ：敵目標に瞬間的にクリティカル確率が高まった攻撃を行います。 

 

    スキル名 ：「火竜の舞」 

    消費ＭＰ ：55 

    効果  ：範囲内の敵目標にダメージを与え、一定確率で「火炎」状態にします。 

 

    スキル名 ：「熱気伝達」 

    消費ＭＰ ：35 

    効果  ：味方の移動力を一定時間増加させます。 

 

    パッシブスキル ：「サラマンダーの権能」 

    効果  ：自身のクリティカル確率に追加ボーナスを与え、 

クリティカル時、ダメージ量が増加します。 

 

「「「「サラマンダーサラマンダーサラマンダーサラマンダー」」」」紹介紹介紹介紹介ムービームービームービームービー：：：：    

http://www.youtube.com/watch?v=yS93Q6mhttp://www.youtube.com/watch?v=yS93Q6mhttp://www.youtube.com/watch?v=yS93Q6mhttp://www.youtube.com/watch?v=yS93Q6m----JNo&feature=youtu.beJNo&feature=youtu.beJNo&feature=youtu.beJNo&feature=youtu.be        

 

 



 

 

＜＜＜＜スーパーレアユニットスーパーレアユニットスーパーレアユニットスーパーレアユニット「「「「ウンディーネウンディーネウンディーネウンディーネ」」」」＞＞＞＞    

「ウンディーネ」 

 

初期ステータス 

 

所持スキル 

    スキル名 ：「生命の泉」 

    消費ＭＰ ：55 

    効果  ：範囲内の味方の HP を回復させます。 

 

    スキル名 ：「水の恵み」 

    消費ＭＰ ：55 

    効果  ：範囲内の味方の MP を回復させます。 

 

    スキル名 ：「湖の怒り」 

    消費ＭＰ ：40 

    効果  ：範囲内の敵目標に強力なダメージを与えます。 

 

    パッシブスキル ：「ウンディーネの権能」 

    効果  ：MP 最大値とターンごとの MP 回復量に追加ボーナスを与えます。 

 

 

「「「「ウンディーネウンディーネウンディーネウンディーネ」」」」紹介紹介紹介紹介ムービームービームービームービー：：：：    

http://www.youtube.com/watch?v=woDUehttp://www.youtube.com/watch?v=woDUehttp://www.youtube.com/watch?v=woDUehttp://www.youtube.com/watch?v=woDUe----_rTGY&feature=youtu.be_rTGY&feature=youtu.be_rTGY&feature=youtu.be_rTGY&feature=youtu.be        

 

 



 

 

＜＜＜＜スーパーレアユニットスーパーレアユニットスーパーレアユニットスーパーレアユニット「「「「ノームノームノームノーム」」」」＞＞＞＞    

「ノーム」 

 

初期ステータス 

 

所持スキル 

    スキル名 ：「岩石回し」 

    消費ＭＰ ：35 

    効果  ：敵目標に命中時、一定確率で「気絶」状態にします。 

 

    スキル名 ：「土の結界」 

    消費ＭＰ ：50 

    効果  ：味方の防御力を一定時間増加させます。 

 

    スキル名 ：「地震波」 

    消費ＭＰ ：45 

    効果  ：範囲内の敵目標にダメージを与え、攻撃力を一定時間減少させます。 

 

    パッシブスキル ：「ノームの権能」 

    効果  ：防御力とターンごとの HP 回復量に追加ボーナスを与えます。 

 

 

「「「「ノームノームノームノーム」」」」紹介紹介紹介紹介ムービームービームービームービー：：：：    

http://www.youtube.com/watch?v=T3BJKgW_iMw&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=T3BJKgW_iMw&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=T3BJKgW_iMw&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=T3BJKgW_iMw&feature=youtu.be        

 

 



 

 

＜＜＜＜スーパーレアユニットスーパーレアユニットスーパーレアユニットスーパーレアユニット「「「「ドリアードドリアードドリアードドリアード」」」」＞＞＞＞    

「ドリアード」 

 

初期ステータス 

 

所持スキル 

    スキル名 ：「花びらの手紙」 

    消費ＭＰ ：45 

    効果  ：範囲内の敵目標にダメージを与え、一定確率で「毒」状態にします。 

 

 

    スキル名 ：「森の揺籠」 

    消費ＭＰ ：45 

    効果  ：範囲内の敵目標にダメージを与え、一定確率で「睡眠」状態にします。 

 

 

    スキル名 ：「秘密のお茶会」 

    消費ＭＰ ：30 

    効果  ：味方の状態異常成功確率を一定時間増加させます。 

 

    パッシブスキル ：「ドリアードの権能」 

    効果  ：自身が状態異常にかかる確率を低くしてスキル使用時、 

対象が状態異常になる確率を上げます。 

 

「「「「ドリアードドリアードドリアードドリアード」」」」紹介紹介紹介紹介ムービームービームービームービー：：：：    

http://www.youtube.com/watch?v=MWcnB4qlYGY&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=MWcnB4qlYGY&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=MWcnB4qlYGY&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=MWcnB4qlYGY&feature=youtu.be        

 

 



 

 

＜＜＜＜スーパーレアユニットスーパーレアユニットスーパーレアユニットスーパーレアユニット「「「「レプラコーンレプラコーンレプラコーンレプラコーン」」」」＞＞＞＞    

「レプラコーン」 

 

初期ステータス 

 

所持スキル 

    スキル名 ：「槌打ち」  

    消費ＭＰ ：35 

    効果  ：敵目標に瞬間的にクリティカル確率が高まった攻撃を行います。 

 

    スキル名 ：「虹探し」 

    消費ＭＰ ：45 

    効果  ：範囲内の敵目標にダメージを与え、移動力を一定時間減少させます。 

 

    スキル名 ：「金貨の歌」 

    消費ＭＰ ：30 

    効果  ：味方の攻撃力を一定時間増加させます。 

 

    パッシブスキル ：「レプラコーンの権能」 

    効果  ：攻撃力と敏捷性に追加ボーナスを与えます。 

 

 

「「「「レプラコーンレプラコーンレプラコーンレプラコーン」」」」紹介紹介紹介紹介ムービームービームービームービー：：：：    

http://www.youtube.com/whttp://www.youtube.com/whttp://www.youtube.com/whttp://www.youtube.com/watch?v=HKLqElxQKvo&feature=youtu.beatch?v=HKLqElxQKvo&feature=youtu.beatch?v=HKLqElxQKvo&feature=youtu.beatch?v=HKLqElxQKvo&feature=youtu.be        

 

 



 

 

■■■■BPBPBPBP ショップショップショップショップにににに新新新新ユニットユニットユニットユニット『『『『ネイリネイリネイリネイリ』』』』とととと『『『『ニョミィニョミィニョミィニョミィ』』』』がががが追加追加追加追加    

BP ショップのラインナップに、とってもキュートな新ユニット『ネイリ』と『ニョミィ』が追加されました。    

    

＜＜＜＜BPBPBPBP ショップショップショップショップ景品景品景品景品ユニットユニットユニットユニット「「「「ネイリネイリネイリネイリ」」」」＞＞＞＞    

「ネイリ」 

 

初期ステータス 

 

所持スキル 

    スキル名 ：「わがまま」 

    消費ＭＰ ：45 

    効果  ：敵目標に命中時、ダメージに比例して目標の MP を減少させます。 

 

    スキル名 ：「おちゃめ」 

    消費ＭＰ ：55 

    効果  ：範囲内の味方の MP を回復させます。 

 

    スキル名 ：「おてんば」 

    消費ＭＰ ：55 

    効果  ：範囲内の敵目標に瞬間的にクリティカル確率が高まった攻撃を行う。 

 

    パッシブスキル ：「トラブルメーカー」 

    効果  ：敏捷性と移動力に追加ボーナスを与えます。 

 

 

「「「「ネイリネイリネイリネイリ」」」」紹介紹介紹介紹介ムービームービームービームービー：：：：    

http://www.youtube.com/watch?v=M70U9RUfLkI&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=M70U9RUfLkI&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=M70U9RUfLkI&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=M70U9RUfLkI&feature=youtu.be        

    

    



 

 

＜＜＜＜BPBPBPBP ショップショップショップショップ景品景品景品景品ユニットユニットユニットユニット「「「「ニョミィニョミィニョミィニョミィ」」」」＞＞＞＞    

「ニョミィ」 

 

初期ステータス 

 

所持スキル 

    スキル名 ：「復讐の矢」 

    消費ＭＰ ：35 

    効果  ：敵目標に瞬間的にクリティカル確率が高まった攻撃を行う。 

 

    スキル名 ：「憎悪の矢」 

    消費ＭＰ ：45 

    効果  ：範囲内の敵目標にダメージを与え、一定確率で「気絶」状態にします。 

 

    スキル名 ：「電撃戦」 

    消費ＭＰ ：35 

    効果  ：範囲内の見方の攻撃力とクリティカル確率を一定時間増加させます。 

 

    パッシブスキル ：「憤怒」 

    効果  ：自身のクリティカル確率に追加ボーナスを与え、 

クリティカル時、ダメージ量が上昇します。 

 

「「「「ニョミィニョミィニョミィニョミィ」」」」紹介紹介紹介紹介ムービームービームービームービー：：：：    

http://www.youthttp://www.youthttp://www.youthttp://www.youtube.com/watch?v=GbKkxlYJevk&feature=youtu.beube.com/watch?v=GbKkxlYJevk&feature=youtu.beube.com/watch?v=GbKkxlYJevk&feature=youtu.beube.com/watch?v=GbKkxlYJevk&feature=youtu.be        

    

    

■■■■「「「「獲得獲得獲得獲得 BP1.5BP1.5BP1.5BP1.5 倍倍倍倍キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン」」」」開催開催開催開催    

本日8月27日（火）定期メンテナンス後から9月3日（火）メンテナンス開始前までの期間中、「獲得BP1.5

倍キャンペーン」を開催いたします。本キャンペーン期間中は、蒼空戦で得られる BP が 1.5 倍に増加しま

す。 

お得なこの期間に、ぜひ蒼空戦に参加して、『ネイリ』、『ニョミィ』を手に入れてください！ 

    

<<<<<<<<BP1.5BP1.5BP1.5BP1.5 倍倍倍倍キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン開催概要開催概要開催概要開催概要>>>>>>>>    

 

【キャンペーン期間】 

8 月27 日（火)定期メンテナンス後～9 月3 日(火)定期メンテナンス開始前 

 

【キャンペーン内容】 

キャンペーン期間中は、蒼空戦で得られる BP が 1.5 倍に増加します。 

 



 

 

【【【【Shadow of EclipseShadow of EclipseShadow of EclipseShadow of Eclipse とはとはとはとは】】】】 

 

『Shadow of Eclipse』はダウンロード不要ですぐに遊べる本格タクティクスバトル RPG です。    

壮大なストーリーの元、スキル・属性・地形など様々な状況を読み取り、最高の“次の一手”を求めてユニ

ットを操作していく戦略的バトルが特徴となっています。 

また、倒したモンスターを仲間にして、チームに加えて一緒に闘えることも大きな魅力です。自慢のチーム

で、全国のプレイヤーの頂点を目指しましょう！ 
 

【【【【戦闘戦闘戦闘戦闘】】】】    

戦闘は、戦略性の高いタクティクスバトルとなっています。 

スキル・属性・地形等、戦況に影響する様々な要素を考えながらユニットを操作して、 

チームを勝利に導きましょう。 

 

【【【【育成育成育成育成】】】】    

「スポット」で倒したモンスターは、 ユニットとして仲間にすることができます。ユニットは合成することで、

より強く、そして見た目も派手なユニットに進化させることが可能です。 

また、ユニットは 3 体まで戦闘に連れていくことができますので、様々な組み合わせを試して最強のチー

ムを作りましょう。 

 

【【【【対戦対戦対戦対戦】】】】    

自分が育てたチームで、他のプレイヤーと対戦することができます。対戦では、より複雑な戦略の絡み合

うタクティクスバトルが楽しめます。また対戦によって貯めた BP（バトルポイント）を使って、新たな衣装や

ユニットを手に入れることも可能です。 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

株式会社株式会社株式会社株式会社ゲームポットゲームポットゲームポットゲームポットについてについてについてについて 

ゲームポットは2001年5月に設立した、オンラインゲーム等を開発・運営するサービスプロバイダーで、現在、AGGP Holdings,Inc.（※）

の連結子会社です。ゲームポットは、他社の追随を許さない高度なゲーム運営ノウハウや、海外開発会社とのリレーションシップを擁し

ており、幅広く展開する戦略的パートナーシップ、ポートフォリオを組み合わせることにより、日本のオンラインゲーム業界のリーダー

としての地位を確立しております。さらに詳しい情報は、ゲームポットの各ホームページをご覧下さい。（ http://www.gamepot.co.jp/ ） 

（※）AGGP Holdings,Inc.はソネット株式会社のグループ会社です。 

オンラインゲームオンラインゲームオンラインゲームオンラインゲーム    

Shadow of Eclipse http://shadowofeclipse.jp/ 

ファンタジーアース ゼロ http://www.fezero.jp/ 

Wizardry Online http://www.wizardry-online.jp/ 

トキメキファンタジー ラテール http://www.latale.jp/ 

スカッとゴルフ パンヤ    http://www.pangya.jp/    

CABAL ONLINE http://www.cabal.jp/ 

ペーパーマン http://www.paperman.jp/ 

トリックスター http://www.trickster.jp/ 

Livly Island COR http://www.livly.com/ 

ソーシャルゲームソーシャルゲームソーシャルゲームソーシャルゲーム 

わグルま！    http://www.waguruma.jp/ 

スマートフォンアプリスマートフォンアプリスマートフォンアプリスマートフォンアプリ 

わグルま★ http://star.waguruma.jp/ 

 


