
 

 

 

平成25 年11 月26 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・オブ・エクリプス）（シャドウ・オブ・エクリプス）（シャドウ・オブ・エクリプス）（シャドウ・オブ・エクリプス）』』』』    

AndroidAndroidAndroidAndroid 版版版版 10101010 万ダウンロード突破万ダウンロード突破万ダウンロード突破万ダウンロード突破記念記念記念記念    ユニットユニットユニットユニット召喚ガチャ召喚ガチャ召喚ガチャ召喚ガチャ SRSRSRSR 出現出現出現出現率率率率 2222 倍倍倍倍イベントイベントイベントイベント実施実施実施実施！！！！    

さらにさらにさらにさらにユニットユニットユニットユニット召喚ガチャ＆アバター召喚ガチャ＆アバター召喚ガチャ＆アバター召喚ガチャ＆アバター召喚ガチャ召喚ガチャ召喚ガチャ召喚ガチャに新に新に新に新 SRSRSRSR が登場が登場が登場が登場    
 

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、Android 版のダウン

ロード数が10万件を突破したことを記念して、召喚ガチャ<ユニット>SR出現率2倍イベントを実施します。 

 

10101010 万ダウンロード万ダウンロード万ダウンロード万ダウンロード突破記念突破記念突破記念突破記念    

召喚ガチャ召喚ガチャ召喚ガチャ召喚ガチャ<<<<ユニットユニットユニットユニット>>>>SRSRSRSR 出現率出現率出現率出現率2222 倍！倍！倍！倍！    

    
本日11 月26 日(火)定期メンテナンスより、召喚ガチャ<ユニット>SR 出現率2 倍イベントを開催します。 

本イベントは、召喚ガチャ<ユニット>で出現する超強力なSRユニットの出現確率が、今までの2倍にな

る超豪華イベントです。 

この機会に普段は獲得できない貴重なユニットを手に入れましょう！ 

 
 



 

 

召喚ガチャ召喚ガチャ召喚ガチャ召喚ガチャ<<<<ユニットユニットユニットユニット>>>>に『アニマル騎士団に『アニマル騎士団に『アニマル騎士団に『アニマル騎士団シリーズ』が登場シリーズ』が登場シリーズ』が登場シリーズ』が登場    

    
召喚ガチャ<ユニット>のスーパーレアユニットとして、『アニマル騎士団シリーズ』5 体が登場します。 

『アニマル騎士団シリーズ』5 体は、それぞれ特徴を持ったスキルを使いこなす、超強力なユニットです。

ぜひ手に入れて冒険を有利に進めましょう。 

    

＜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    「レオンナイト「レオンナイト「レオンナイト「レオンナイト」＞」＞」＞」＞    

レオンナイト 

 

初期ステータス 

 

最終ステータス 

 

所持スキル 

    スキル名 ：「覇刃 Ⅰ」 

    消費ＭＰ ：40 

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

 

    スキル名 ：「覇気 Ⅰ」 

    消費ＭＰ ：55 

    効果  ：範囲内の敵目標に防御無視のダメージを与えます。 

 

    スキル名 ：「気高き百獣の咆哮 Ⅰ」 

    消費ＭＰ ：35 

    効果  ：自身の攻撃力とクリティカル確率が一定時間増加します。 

 

    パッシブスキル ：「覇王の血」 

    効果  ：毎ターン HP 回復量に追加ボーナスを与え、近接攻撃時に被撃時、 

一定確率で反撃を与えます。 

 

「レオンナイト」紹介ムービー 

https://www.youtube.com/watch?v=MtlSaZDwUqghttps://www.youtube.com/watch?v=MtlSaZDwUqghttps://www.youtube.com/watch?v=MtlSaZDwUqghttps://www.youtube.com/watch?v=MtlSaZDwUqg    

    

    



 

 

＜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    「「「「ケット・シーケット・シーケット・シーケット・シー」＞」＞」＞」＞    

ケット・シー 

 

初期ステータス 

 

最終ステータス 

 

所持スキル 

    スキル名 ：「Attaque Ⅰ」 

    消費ＭＰ ：30 

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

 

    スキル名 ：「Attaque Composée Ⅰ」 

    消費ＭＰ ：45 

    効果  ：範囲内の敵目標にダメージを与え、敵の移動力を減少させます。 

 

    スキル名 ：「Esquive Ⅰ」 

    消費ＭＰ ：35 

    効果  ：一定時間、自身の回避率を大幅に上昇させますが、 

攻撃力が大幅に低下します。 

 

    パッシブスキル ：「Garde」 

    効果  ：自身の攻撃力と敏捷性に追加ボーナスを与えます。 

 

 

「ケット・シー」紹介ムービー 

https://www.youtube.com/watch?v=KzGSw4tmuYIhttps://www.youtube.com/watch?v=KzGSw4tmuYIhttps://www.youtube.com/watch?v=KzGSw4tmuYIhttps://www.youtube.com/watch?v=KzGSw4tmuYI    

    



 

 

＜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    「「「「ブラッドハウンドブラッドハウンドブラッドハウンドブラッドハウンド」＞」＞」＞」＞    

ブラッドハウンド 

 

初期ステータス 

 

最終ステータス 

 

所持スキル 

    スキル名 ：「神経断絶 Ⅰ」 

    消費ＭＰ ：40 

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

 

    スキル名 ：「身体汚染 Ⅰ」 

    消費ＭＰ ：45 

    効果  ：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 ：「逃走不可 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「出血」状態にします。 

 

    パッシブスキル ：「逃走経路」 

    効果  ：自身の移動力と回避率に追加ボーナスを与えます。 

 

 

「ブラッドハウンド」紹介ムービー 

https://www.youtube.com/watch?v=BSGOSeV2r0Qhttps://www.youtube.com/watch?v=BSGOSeV2r0Qhttps://www.youtube.com/watch?v=BSGOSeV2r0Qhttps://www.youtube.com/watch?v=BSGOSeV2r0Q    

    



 

 

＜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    「「「「オウルセージオウルセージオウルセージオウルセージ」＞」＞」＞」＞    

オウルセージ 

 

初期ステータス 

 

最終ステータス 

 

所持スキル 

    スキル名 ：「夜の帳 Ⅰ」 

    消費ＭＰ ：40 

    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 ：「月の加護 Ⅰ」 

    消費ＭＰ ：50 

    効果  ：味方の HP を回復させます。 

 

    スキル名 ：「森の迷い子 Ⅰ」 

    消費ＭＰ ：45 

    効果  ：範囲内の敵目標にスキル使用時、状態異常に成功する確率と 

状態異常抵抗を一定時間減少させます。 

 

    パッシブスキル ：「夜の主」 

    効果  ：味方全員の状態異常抵抗に追加ボーナスを与えます。 

 

 

「オウルセージ」紹介ムービー 

https://www.youtube.com/watch?v=RcnQMmtPyOIhttps://www.youtube.com/watch?v=RcnQMmtPyOIhttps://www.youtube.com/watch?v=RcnQMmtPyOIhttps://www.youtube.com/watch?v=RcnQMmtPyOI    

    



 

 

＜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    「ミスティックキティ「ミスティックキティ「ミスティックキティ「ミスティックキティ」＞」＞」＞」＞    

ミスティックキティ 

 

初期ステータス 

 

最終ステータス 

 

所持スキル 

    スキル名 ：「がんばるにゃ！ Ⅰ」 

    消費ＭＰ ：60 

    効果  ：範囲内の味方の HP を回復させ、状態異常を解除します。 

 

    スキル名 ：「ふぁいとだにゃ！ Ⅰ」 

    消費ＭＰ ：45 

    効果  ：一定ターンの間、味方の攻撃力、防御力、毎ターン HP 回復、 

クリティカル確率、状態異常抵抗を強化します。 

 

    スキル名 ：「ちょっと待つにゃ！ Ⅰ」 

    消費ＭＰ ：40 

    効果  ：敵目標に一定時間、すべての攻撃に対するダメージ量を増加させ、 

回避率を一定時間減少させます。 

 

    パッシブスキル ：「献身」 

    効果  ：毎ターン MP 回復量に追加ボーナスを与えます。 

 

 

「ミスティックキティ」紹介ムービー 

https://www.youtube.com/watch?v=Atap68G_KUchttps://www.youtube.com/watch?v=Atap68G_KUchttps://www.youtube.com/watch?v=Atap68G_KUchttps://www.youtube.com/watch?v=Atap68G_KUc    

    

召喚ガチャ召喚ガチャ召喚ガチャ召喚ガチャ<<<<ユニットユニットユニットユニット>>>>詳細ページはこちら詳細ページはこちら詳細ページはこちら詳細ページはこちら    

http://shadowofeclipse.jp/gacha/unit/http://shadowofeclipse.jp/gacha/unit/http://shadowofeclipse.jp/gacha/unit/http://shadowofeclipse.jp/gacha/unit/    

    



 

 

召喚ガチャ召喚ガチャ召喚ガチャ召喚ガチャ<<<<アバターアバターアバターアバター>>>>にとってもにゃんダフルなキャット衣装セット登場にとってもにゃんダフルなキャット衣装セット登場にとってもにゃんダフルなキャット衣装セット登場にとってもにゃんダフルなキャット衣装セット登場    

    
    

本日11月26日（火）定期メンテナンス終了後より、召喚ガチャ<アバター>に、とってもにゃんダフルなキ

ャット衣装が登場します。 

かわいい衣装を身につけて、冒険を楽しみましょう。 

    

＜ファイター男＜ファイター男＜ファイター男＜ファイター男    キャット衣装セットキャット衣装セットキャット衣装セットキャット衣装セット＞＞＞＞            ＜＜＜＜ファイター女ファイター女ファイター女ファイター女    キャット衣装セットキャット衣装セットキャット衣装セットキャット衣装セット＞＞＞＞    

  
    

    

＜＜＜＜レンジャーレンジャーレンジャーレンジャー男男男男    キャット衣装セットキャット衣装セットキャット衣装セットキャット衣装セット＞＞＞＞            ＜＜＜＜レンジャー女レンジャー女レンジャー女レンジャー女    キャット衣装セットキャット衣装セットキャット衣装セットキャット衣装セット＞＞＞＞    

  
    

    

    



 

 

＜＜＜＜ウィザードウィザードウィザードウィザード男男男男    キャット衣装セットキャット衣装セットキャット衣装セットキャット衣装セット＞＞＞＞            ＜＜＜＜ウィザード女ウィザード女ウィザード女ウィザード女    キャット衣装セットキャット衣装セットキャット衣装セットキャット衣装セット＞＞＞＞        

  
    

    

＜＜＜＜共通アクセサリー共通アクセサリー共通アクセサリー共通アクセサリー    ねこチョーカーねこチョーカーねこチョーカーねこチョーカー＞＞＞＞            ＜＜＜＜共通アクセサリー共通アクセサリー共通アクセサリー共通アクセサリー    ねこしっぽねこしっぽねこしっぽねこしっぽ＞＞＞＞        

  
    

    

召喚ガチャ＜アバター＞詳細ページはこちら召喚ガチャ＜アバター＞詳細ページはこちら召喚ガチャ＜アバター＞詳細ページはこちら召喚ガチャ＜アバター＞詳細ページはこちら    

http://shadowofeclipse.jp/gacha/avatar/http://shadowofeclipse.jp/gacha/avatar/http://shadowofeclipse.jp/gacha/avatar/http://shadowofeclipse.jp/gacha/avatar/    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

バトルアリーナイベント開催！！バトルアリーナイベント開催！！バトルアリーナイベント開催！！バトルアリーナイベント開催！！    

    
本日11 月26 日（火）定期メンテナンス終了後より、バトルアリーナイベントを開催します。 

本イベント期間中は、バトルアリーナ＆蒼空戦で獲得できる BP が 1.5 倍になります。 

さらにバトルアリーナの戦闘数＆勝利数に応じて豪華アイテムをプレゼント！  

イベント期間中はBPショップに貴重な進化素材も追加されますので、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。 

    

    

Shadow of EclipseShadow of EclipseShadow of EclipseShadow of Eclipse 公式サイト公式サイト公式サイト公式サイト    

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

    

    

AndroidAndroidAndroidAndroid 版配信サイト：版配信サイト：版配信サイト：版配信サイト：GooglePlayGooglePlayGooglePlayGooglePlay    

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.jp.co.gamepot.shadowofeclipse&hl=jahttps://play.google.com/store/apps/details?id=air.jp.co.gamepot.shadowofeclipse&hl=jahttps://play.google.com/store/apps/details?id=air.jp.co.gamepot.shadowofeclipse&hl=jahttps://play.google.com/store/apps/details?id=air.jp.co.gamepot.shadowofeclipse&hl=ja    

 



 

 

【【【【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。 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

株式会社ゲームポットについて株式会社ゲームポットについて株式会社ゲームポットについて株式会社ゲームポットについて 

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す。 

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/ ） 

 

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/ 

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

スカッとゴルフ パンヤ http://www.pangya.jp/ 

ファンタジーアース ゼロ http://www.fezero.jp/ 

ペーパーマン http://www.paperman.jp/ 

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

CABAL ONLINE http://www.cabal.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 

Shadow of Eclipse(Android版) http://shadowofeclipse.jp/ 

わグルま★ http://star.waguruma.jp/ 

    


