
 

 

 

平成25 年12 月17 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）』』』』    

『探偵オペラ『探偵オペラ『探偵オペラ『探偵オペラ    ミルキィホームズ』コラボレーションがいよいよミルキィホームズ』コラボレーションがいよいよミルキィホームズ』コラボレーションがいよいよミルキィホームズ』コラボレーションがいよいよスタート！スタート！スタート！スタート！    
 

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12 月17 日(火)

定期メンテナンス終了後より、『探偵オペラ ミルキィホームズ』とのコラボレーションを開始します。 

 

 
    

『探偵オペラ『探偵オペラ『探偵オペラ『探偵オペラ    ミルキィホームズ』コラボレーションスタートミルキィホームズ』コラボレーションスタートミルキィホームズ』コラボレーションスタートミルキィホームズ』コラボレーションスタート    

    

本日12 月17 日(火)定期メンテナンス終了後より、『Shadow of Eclipse』×『探偵オペラ ミルキィホーム

ズ』コラボレーションを開催いたします。 

限定ユニット「かまぼこ」の全員プレゼントキャンペーンや、『探偵オペラ ミルキィホームズ』のユニット

が手に入る限定ガチャなど、盛りだくさんの内容でお送りします。 

ぜひ、コラボレーション特設サイトで詳細情報をチェックしてみてください。 

    

『『『『Shadow of EclipseShadow of EclipseShadow of EclipseShadow of Eclipse』×『探偵オペラ』×『探偵オペラ』×『探偵オペラ』×『探偵オペラ    ミルキィホームズ』コラボレーション特設サイトミルキィホームズ』コラボレーション特設サイトミルキィホームズ』コラボレーション特設サイトミルキィホームズ』コラボレーション特設サイト    

http://shadowofeclipse.jp/collaboration/milkyholmes/http://shadowofeclipse.jp/collaboration/milkyholmes/http://shadowofeclipse.jp/collaboration/milkyholmes/http://shadowofeclipse.jp/collaboration/milkyholmes/    

    



 

 

「かまぼこ」全員プレゼントキャンペーン「かまぼこ」全員プレゼントキャンペーン「かまぼこ」全員プレゼントキャンペーン「かまぼこ」全員プレゼントキャンペーン    

    

本日12 月17 日(火)定期メンテナンス終了後から 2014 年2 月25 日(火)定期メンテナンス開始前までの

期間中、ゲームにログインした全キャラクターを対象とした、コラボ限定ユニット「かまぼこ」全員プレゼント

キャンペーンを開催いたします。 

これから『Shadow of Eclipse』をプレイする方も、既にプレイしている方も、この期間中にゲームをプレイ

して、コラボ限定ユニット「かまぼこ」を手に入れましょう！ 

 

全員プレゼントキャンペーン特典ユニット「かまぼこ」全員プレゼントキャンペーン特典ユニット「かまぼこ」全員プレゼントキャンペーン特典ユニット「かまぼこ」全員プレゼントキャンペーン特典ユニット「かまぼこ」    

かまぼこ 

 

初期ステータス 

 

最終ステータス 

 

所持スキル 

    スキル名 ：あばれる I 

    消費ＭＰ ：30 

    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い 

ます。 

 

スキル名 ：ぬすみぐい I 

    消費ＭＰ ：30 

    効果  ：自身の HP を回復させます。 

 

 

スキル名 ：いねむり I 

    消費ＭＰ ：30 

    効果  ：味方の MP を回復させます。 

 

パッシブスキル ：いやし 

    効果  ：味方全体の毎ターン MP 回復量に追加ボーナスを 

            与えます。 

 

    

【キャンペーン期間】【キャンペーン期間】【キャンペーン期間】【キャンペーン期間】    

12 月17 日(火)定期メンテナンス終了後～2014 年2 月25 日(火)定期メンテナンス開始前 

 

【キャンペーン内容】【キャンペーン内容】【キャンペーン内容】【キャンペーン内容】    

キャンペーン期間中、『Shadow of Eclipse』にログインした全キャラクターに、コラボ限定ユニット「かまぼ

こ」をプレゼントします。コラボ限定ユニット「かまぼこ」は、ログイン時にゲーム内のメールにて送られま

す。 

 



 

 

「「「「シャロのバナナ天国」イベント開催シャロのバナナ天国」イベント開催シャロのバナナ天国」イベント開催シャロのバナナ天国」イベント開催    

    

12 月17 日(火)定期メンテナンス終了後から 2014 年2 月25 日(火)定期メンテナンス開始前までの期間

中、各街にイベント NPC「シャーロック・シェリンフォード」が登場します。 

期間中にスポットやダンジョン等の各所で獲得できるイベントアイテム「バナナ」をシャロに与えると、コ

ラボ限定アイテム「うまうま棒」や「魔石」、「ガチャチケット」等、様々なアイテムと交換してもらえます。 

イベント期間中に「バナナ」をたくさん集めて、たくさんの豪華アイテムと交換してもらいましょう！ 

 

 
 

 

「二十里先生の出席確認」イベント開催「二十里先生の出席確認」イベント開催「二十里先生の出席確認」イベント開催「二十里先生の出席確認」イベント開催    

    

12 月17 日(火)定期メンテナンス終了後から 2014 年2 月25 日(火)定期メンテナンス開始前までの期間

中、ゲームにログインすることで、1 日につき 1 個、魔石を獲得することができます。 

また、期間中のログイン日数に応じて、追加報酬も！ 

ぜひ、毎日ログインをして豪華報酬を獲得してください。 

 

 
 

『『『『Shadow of EclipseShadow of EclipseShadow of EclipseShadow of Eclipse』×『探偵オペラ』×『探偵オペラ』×『探偵オペラ』×『探偵オペラ    ミルキィホームズ』コラボレーション特設サイトミルキィホームズ』コラボレーション特設サイトミルキィホームズ』コラボレーション特設サイトミルキィホームズ』コラボレーション特設サイト    

http://shadowofeclipse.jp/collaboration/milkyholmes/http://shadowofeclipse.jp/collaboration/milkyholmes/http://shadowofeclipse.jp/collaboration/milkyholmes/http://shadowofeclipse.jp/collaboration/milkyholmes/    

    

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こちらこちらこちらこちら    

hhhhttp://shadowofeclipse.jp/ttp://shadowofeclipse.jp/ttp://shadowofeclipse.jp/ttp://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    

    

 



 

 

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『アニマル騎士団シリーズ』が登場に『アニマル騎士団シリーズ』が登場に『アニマル騎士団シリーズ』が登場に『アニマル騎士団シリーズ』が登場    

    
12 月17 日（火）定期メンテナンス終了後より、召喚ガチャ<ユニット>のスーパーレアユニットとして、『ク

リスマス限定ユニット』5 体が登場します。 

クリスマス限定ユニットは、味方全員の能力を上げるパッシブスキルを持つ超強力なユニットです。期

間限定となっているので、ぜひお見逃しなく！ 

    

＜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    「ホーリールドルフ」＞「ホーリールドルフ」＞「ホーリールドルフ」＞「ホーリールドルフ」＞    

ホーリールドルフ 

 

初期ステータス 

 

最終ステータス 

 

所持スキル 

    スキル名 ：「霧のクリスマス Ⅰ」 

    消費ＭＰ ：40 

    効果  ：敵目標に命中時、一定確率で「睡眠」状態にします。 

 

    スキル名 ：「キャンドルファイヤー Ⅰ」 

    消費ＭＰ ：45 

    効果  ：範囲内の敵目標を高い確率で「火炎」状態にします。 

 

    スキル名 ：「幼い思い出 Ⅰ」 

    消費ＭＰ ：65 

    効果  ：範囲内の味方の MP を回復させます。 

 

    パッシブスキル ：「ぴかぴかの鼻」 

    効果  ：味方全員が移動力に追加ボーナスを与えます。 

 

 

「ホーリールドルフ」紹介ムービー 

http://www.youtube.com/watch?v=tTm7IDC879s&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=tTm7IDC879s&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=tTm7IDC879s&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=tTm7IDC879s&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    「スノーマン」＞「スノーマン」＞「スノーマン」＞「スノーマン」＞    

スノーマン 

 

初期ステータス 

 

最終ステータス 

 

所持スキル 

    スキル名 ：「May I help you? Ⅰ」 

    消費ＭＰ ：50 

    効果  ：敵目標に数回ダメージを与えます。 

 

    スキル名 ：「You're welcome Ⅰ」 

    消費ＭＰ ：35 

    効果  ：敵目標の現在の HP に比例する追加ダメージを与え、 

一定確率で「凍結」状態にします。 

 

    スキル名 ：「Lady First Ⅰ」 

    消費ＭＰ ：35 

    効果  ：範囲内の味方の毎ターン HP 回復量が一定時間増加します。 

 

    パッシブスキル ：「Gentleman」 

    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。 

 

 

「スノーマン」紹介ムービー 

http://www.youtube.com/watch?v=Ya88NMwBBxI&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=Ya88NMwBBxI&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=Ya88NMwBBxI&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=Ya88NMwBBxI&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    「ポーラーベア「ポーラーベア「ポーラーベア「ポーラーベア」＞」＞」＞」＞    

ポーラーベア 

 

初期ステータス 

 

最終ステータス 

 

所持スキル 

    スキル名 ：「はじけるパンチ Ⅰ」 

    消費ＭＰ ：40 

    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 ：「キャロルを鳴らせ♪」 

    消費ＭＰ ：45 

    効果  ：敵目標にダメージを与え、ノックバックさせます。 

移動力を一定時間減少させます。 

 

    スキル名 ：「ポーラーベアとダンスを Ⅰ」 

    消費ＭＰ ：40 

    効果  ：範囲内の味方の防御力を一定時間上昇させます。 

 

    パッシブスキル ：「ホワイトクリスマス」 

    効果  ：味方全員が毎ターン HP 回復量に追加ボーナスを与えます。 

 

 

「ポーラーベア」紹介ムービー 

http://www.youtube.com/watch?v=7Q49zfSaCYU&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=7Q49zfSaCYU&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=7Q49zfSaCYU&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=7Q49zfSaCYU&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    「メリー「メリー「メリー「メリー」＞」＞」＞」＞    

メリー 

 

初期ステータス 

 

最終ステータス 

 

所持スキル 

    スキル名 ：「怒るよ？ Ⅰ」 

    消費ＭＰ ：40 

    効果  ：敵目標に命中時、一定確率で「麻痺」状態にします。 

 

    スキル名 ：「あなただれ？ Ⅰ」 

    消費ＭＰ ：35 

    効果  ：敵目標の攻撃力と防御力を一定時間減少させます。 

 

    スキル名 ：「クリスマスプレゼント Ⅰ」 

    消費ＭＰ ：45 

    効果  ：味方の HP を回復させ、攻撃力を一定時間増加させます。 

 

    パッシブスキル ：「メリークリスマス」 

    効果  ：味方全員のクリティカル確率とクリティカル時のダメージ量に 

追加ボーナスを与えます。 

 

 

「メリー」紹介ムービー 

http://www.youtube.com/watch?v=Vz9ZXgp6DCA&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=Vz9ZXgp6DCA&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=Vz9ZXgp6DCA&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=Vz9ZXgp6DCA&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    「ジンジャーブレッドマン「ジンジャーブレッドマン「ジンジャーブレッドマン「ジンジャーブレッドマン」＞」＞」＞」＞    

ジンジャーブレッドマン 

 

初期ステータス 

 

最終ステータス 

 

所持スキル 

    スキル名 ：「ジンジャーショック Ⅰ」 

    消費ＭＰ ：30 

    効果  ：敵目標に命中時、一定確率で「麻痺」状態にします。 

 

    スキル名 ：「特製クッキー Ⅰ」 

    消費ＭＰ ：40 

    効果  ：範囲内の敵目標にダメージを与え、ダメージの総量に比例して 

自分の HP を回復します。 

 

    スキル名 ：「特製キャンディ Ⅰ」 

    消費ＭＰ ：40 

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

 

    パッシブスキル ：「オーブンの生存者」 

    効果  ：味方全員が攻撃力に追加ボーナスを与えます。 

 

 

「ジンジャーブレッドマン」紹介ムービー 

http://www.youtube.com/watch?v=d81rtUwwYX8&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=d81rtUwwYX8&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=d81rtUwwYX8&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=d81rtUwwYX8&feature=youtu.be    

    

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/    

    

 



 

 

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/ 

    


