
 

 

平成25 年10 月22 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））））』』』』    

3333 週連続大型週連続大型週連続大型週連続大型アップデートアップデートアップデートアップデート最終章最終章最終章最終章    

全国全国全国全国ののののプレイヤープレイヤープレイヤープレイヤーとのとのとのとのリアルタイムリアルタイムリアルタイムリアルタイム対戦対戦対戦対戦がががが熱熱熱熱いいいい！！！！    待望待望待望待望ののののバトルバトルバトルバトルアリーナアリーナアリーナアリーナ実装実装実装実装    
 

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、10 月22 日(火)にバ

トルアリーナを実装いたします。 

 

3333 週連続大型週連続大型週連続大型週連続大型アップデートアップデートアップデートアップデート最終章最終章最終章最終章    熱狂熱狂熱狂熱狂ののののバトルアリーナバトルアリーナバトルアリーナバトルアリーナ開幕開幕開幕開幕    

    
    

本日10 月22 日(火)定期メンテナンスにて、バトルアリーナを実装いたします。 

バトルアリーナは、全国のプレイヤーとのリアルタイム対戦を楽しめるコンテンツです。 ランキングに

よるイベントも用意されていますので、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。 

※現状はプレシーズンとなっており、個人戦のみお楽しみ頂けます。今後のアップデートにも乞うご期

待！ 

 

詳細は、3 週連続大型アップデート『蒼氷龍の覚醒』特設サイトをご覧ください。 
 

『『『『蒼氷龍蒼氷龍蒼氷龍蒼氷龍のののの覚醒覚醒覚醒覚醒』』』』特設特設特設特設サイトサイトサイトサイト    

http://shadowofeclipse.jp/update/20130927/http://shadowofeclipse.jp/update/20130927/http://shadowofeclipse.jp/update/20130927/http://shadowofeclipse.jp/update/20130927/    



 

 

 

    

    
    



 

 

    
    

    

初代王者初代王者初代王者初代王者がががが決定決定決定決定するするするするバトルアリーナランキングバトルアリーナランキングバトルアリーナランキングバトルアリーナランキングイベントイベントイベントイベント開催開催開催開催    

    
本日10 月22日（火）定期メンテナンス終了後から10月29 日（火）定期メンテナンス開始前までの期間

中、バトルアリーナのランキングイベントを開催します。 

バトルアリーナでの強さの基準となる「レート」を元にしたランキングで、上位100位以内に入賞したプレ

イヤーにガチャチケットをプレゼントします。さらに参加賞として、バトルアリーナで 5 戦以上試合をしたプ

レイヤーには「パワーキングソウル」をプレゼント。 

 ぜひこの機会にバトルアリーナを体験し、腕試しをしてみてください。 

    

    



 

 

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『『『『ハロウィンシリーズハロウィンシリーズハロウィンシリーズハロウィンシリーズ』』』』がががが登場登場登場登場    

    
召喚ガチャ<ユニット>のスーパーレアユニットとして、『ハロウィンシリーズ』5 体が登場します。 

『ハロウィンシリーズ』5 体は、パーティ全体の能力を高める超強力なスキルを所持しており、パーティを

強化することで力を発揮します。 

ぜひ試してみてください！ 

    

＜＜＜＜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    「「「「ジャックジャックジャックジャック・・・・オオオオ・・・・ランタンランタンランタンランタン」＞」＞」＞」＞    

ジャック・オ・ランタン 

 

初期ステータス 

 

最終ステータス 

 

所持スキル 

    スキル名 ：「鬼火 Ⅰ」 

    消費ＭＰ ：40 

    効果  ：敵目標に命中時、一定確率で「火炎」状態にします。 

 

    スキル名 ：「波立つ炎 Ⅰ」 

    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 ：「陰気な火影 Ⅰ」 

    消費ＭＰ ：45 

    効果  ：自身の攻撃力を一定時間増加させる代わりに、 

自身が受けるダメージが大幅に増加します。 

 

    パッシブスキル ：「魂の光」 

    効果  ：味方全員のスキル使用時に消費される MP 量が減少します。 

 

 

「ジャック・オ・ランタン」紹介ムービー 

http://www.youtube.com/watch?v=MefmysNhe0Y 



 

 

＜＜＜＜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    「「「「キャンディファントムキャンディファントムキャンディファントムキャンディファントム」＞」＞」＞」＞    

キャンディファントム 

 

初期ステータス 

 

最終ステータス 

 

所持スキル 

    スキル名 ：「悪戯 Ⅰ」 

    消費ＭＰ ：35 

    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 ：「鳥肌 Ⅰ」 

    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。 

 

    スキル名 ：「憑依 Ⅰ」 

    消費ＭＰ ：40 

    効果  ：敵目標の防御力と回避率を一定時間減少させます。 

 

    パッシブスキル ：「さまよう存在」 

    効果  ：味方全員のクリティカルダメージ量が増加します。 

 

 

「キャンディファントム」紹介ムービー 

http://www.youtube.com/watch?v=wpUDP8lAKc4 

    



 

 

＜＜＜＜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    「「「「パンプキンウィッチパンプキンウィッチパンプキンウィッチパンプキンウィッチ」＞」＞」＞」＞    

パンプキンウィッチ 

 

初期ステータス 

 

最終ステータス 

 

所持スキル 

    スキル名 ：「ポイズンポーション Ⅰ」 

    消費ＭＰ ：40 

    効果  ：敵目標に命中時、一定確率で「毒」状態にします。 

 

    スキル名 ：「フリーズポーション Ⅰ」 

    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「凍結」を付与します。 

 

    スキル名 ：「マッドポーション Ⅰ」 

    消費ＭＰ ：45 

    効果  ：一定ターンの間、味方の状態異常抵抗率を上げます。 

 

    パッシブスキル ：「魔女の悪戯」 

    効果  ：味方全員の状態異常を成功させる確率が増加します。 

 

 

「パンプキンウィッチ」紹介ムービー 

http://www.youtube.com/watch?v=7w0W4Rdrq7c 

    



 

 

＜＜＜＜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    「「「「フランケンシュタインフランケンシュタインフランケンシュタインフランケンシュタイン」＞」＞」＞」＞    

フランケンシュタイン 

 

初期ステータス 

 

最終ステータス 

 

所持スキル 

    スキル名 ：「生命への妬み Ⅰ」 

    消費ＭＰ ：35 

    効果  ：敵目標に命中時、ダメージに比例して自身の HP を回復させます。 

 

    スキル名 ：「嫌悪感の表出 Ⅰ」 

    消費ＭＰ ：50 

    効果  ：範囲内の敵目標に、クリティカルダメージが上がった攻撃を与えます。 

 

    スキル名 ：「造られた体 Ⅰ」 

    消費ＭＰ ：45 

    効果  ：範囲内の味方の防御力を一定時間増加させます。 

 

    パッシブスキル ：「人造人間」 

    効果  ：味方全員が攻撃時、ダメージの一定値分の HP を回復します。 

 

 

「フランケンシュタイン」紹介ムービー 

http://www.youtube.com/watch?v=j67hMeY6maU 

    



 

 

＜＜＜＜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    「「「「デュラハンデュラハンデュラハンデュラハン」＞」＞」＞」＞    

デュラハン 

 

初期ステータス 

 

最終ステータス 

 

所持スキル 

    スキル名 ：「不気味な夜 Ⅰ」 

    消費ＭＰ ：35 

    効果  ：敵目標に命中時、一定確率で「出血」状態にします。 

 

    スキル名 ：「首断ち Ⅰ」 

    消費ＭＰ ：50 

    効果  ：範囲内の敵目標に現在の HP に比例する追加ダメージを与えます。 

 

    スキル名 ：「闇の鎧 Ⅰ」 

    消費ＭＰ ：40 

    効果  ：一定ターンの間、自分が受ける被害を下げます。 

 

    パッシブスキル ：「冥界の存在」 

    効果  ：味方全員の防御力に追加ボーナスを与えます。 

 

 

「デュラハン」紹介ムービー 

http://www.youtube.com/watch?v=aXvr38rE0LQ 

    

    



 

 

ハロウィンフェスティバルハロウィンフェスティバルハロウィンフェスティバルハロウィンフェスティバル 2013201320132013 開幕開幕開幕開幕    

    
本日10 月22 日（火）定期メンテナンス終了後から 11 月5 日（火）定期メンテナンス開始前までの期間

中、パンプキン衣装やハロウィンシップがBPショップで手に入るイベント「ハロウィンフェスティバル2013」

を開催します。 

 BP ショップに限定の衣装、飛行船が追加されるほか、すべての街がハロウィンを祝う装飾で施されてお

り、今までとは少し変わった街並みが楽しめます。 

 衣装や船を手に入れて、ハロウィンフェスティバルをお楽しみください！



 

 

【【【【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ゲームポッゲームポッゲームポットトト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/ 

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

トリックスター http://www.trickster.jp/ 

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/ 

 


