
 

 

 

平成25 年12 月24 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』コミルキィホームズ』コミルキィホームズ』コミルキィホームズ』コラボラボラボラボガチャガチャガチャガチャ実装実装実装実装！！！！    
 

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、本日12 月24 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ガチャの販売を開始し

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』ミルキィホームズ』ミルキィホームズ』ミルキィホームズ』コラボコラボコラボコラボガチャ実装ガチャ実装ガチャ実装ガチャ実装    

    

本日12 月24 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』のコラボレーションガチ

ャを実装いたします。 

偵都ヨコハマで活躍しているミルキィホームズのキャラクターが、

『Shadow of Eclipse』の世界にユニットとして登場します。 

2014 年2 月25 日(火)定期メンテナンス開始前までの期間限定販売です。 

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/    

    



 

 

＜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「シャーロック・シェリンフォード」＞「シャーロック・シェリンフォード」＞「シャーロック・シェリンフォード」＞「シャーロック・シェリンフォード」＞    

   
 初期ステータス 最終ステータス 

所持スキル所持スキル所持スキル所持スキル    

 スキル名  ：怯えていただけなんだよね？Ⅰ 

 消費MP  ：30 

 効果  ：範囲内の最も近い敵目標に直線で突進して被害を与え、一定確 

   率で「気絶」状態にします。対象の前に障害物があったり高低差が 

   激しい場合には使用できません。 

 

 スキル名  ：波動弾Ⅰ 

 消費MP  ：45 

 効果  ：範囲内の敵目標に強力なダメージを与えます。 

 

 スキル名  ：念動力Ⅰ 

 消費MP  ：40 

 効果  ：範囲内の敵目標に高い確率で「マヒ」状態にします。 

 

 パッシブスキル ：サイコキネシス 

 効果  ：味方全員の受けるダメージを減少させます。 

 

    



 

 

＜スーパーレアユニット「譲崎ネロ」＞＜スーパーレアユニット「譲崎ネロ」＞＜スーパーレアユニット「譲崎ネロ」＞＜スーパーレアユニット「譲崎ネロ」＞    

   
 初期ステータス 最終ステータス 

所持スキル所持スキル所持スキル所持スキル    

 スキル名  ：コンソール操作Ⅰ 

 消費MP  ：45 

 効果  ：範囲内の敵目標にダメージを与え、自身の攻撃力と防御力が一 

   定時間増加します。 

  

 スキル名  ：飛行ユニット装着Ⅰ 

 消費MP  ：35 

 効果  ：味方の移動力を一定時間増加させます。 

 

 スキル名  ：うまうま棒Ⅰ 

 消費MP  ：35 

 効果  ：自身の HP を回復させます。 

 

 パッシブスキル ：ダイレクトハック 

 効果  ：味方全員のクリティカル時のダメージに追加ボーナスを与えま 

   す。 

 

    



 

 

＜スーパーレアユニット「エルキュール・バートン」＞＜スーパーレアユニット「エルキュール・バートン」＞＜スーパーレアユニット「エルキュール・バートン」＞＜スーパーレアユニット「エルキュール・バートン」＞    

   
 初期ステータス 最終ステータス 

所持スキル所持スキル所持スキル所持スキル    

 スキル名  ：岩石投げⅠ 

 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  ：指弾Ⅰ 

 消費MP  ：50 

 効果  ：範囲内の敵目標にランダムに 10 回の攻撃を行います。 

 

 スキル名  ：硬化Ⅰ 

 消費MP  ：60 

 効果  ：一定ターンの間、自分が受ける被害を減少させます。 

 

 パッシブスキル ：トライアセンド 

 効果  ：攻撃力と防御力に追加ボーナスを与えます。 

 

    



 

 

＜スーパーレアユニット「コーデリア・グラウカ」＞＜スーパーレアユニット「コーデリア・グラウカ」＞＜スーパーレアユニット「コーデリア・グラウカ」＞＜スーパーレアユニット「コーデリア・グラウカ」＞    

   
 初期ステータス 最終ステータス 

所持スキル所持スキル所持スキル所持スキル    

 スキル名  ：歌Ⅰ 

 消費MP  ：40 

 効果  ：範囲内の味方の攻撃力を一定時間増加させます。 

 

 スキル名  ：妄想お花畑Ⅰ 

 消費MP  ：55 

 効果  ：範囲内の味方の毎ターン HP 回復量、毎ターン MP 回復量を一定 

   時間上昇させます。 

 

 スキル名  ：暗闇での覚醒Ⅰ 

 消費MP  ：35 

 効果  ：一定ターンの間、自身の攻撃力と移動力を増加させる代わり、防 

   御力が減少します。 

 

 パッシブスキル ：ハイパーセンシティブ 

 効果  ：味方全員の回避率に追加ボーナスを与えます。 

 

    



 

 

＜スーパーレアユニット「アルセーヌ」＞＜スーパーレアユニット「アルセーヌ」＞＜スーパーレアユニット「アルセーヌ」＞＜スーパーレアユニット「アルセーヌ」＞    

   
 初期ステータス 最終ステータス 

所持スキル所持スキル所持スキル所持スキル    

 スキル名  ：サンダーⅠ 

 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「マヒ」状態にし 

   ます。 

 

 スキル名  ：メテオⅠ 

 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「火炎」状態にし 

   ます。 

 

 スキル名  ：高揚Ⅰ 

 消費MP  ：40 

 効果  ：一定ターンの間、自身の攻撃力と防御力を増加させます。 

 

 パッシブスキル ：幻惑のトイズ 

 効果  ：敵全員の攻撃力を減少させます。 

 

    



 

 

衣装セット(全4 種) 

・女性キャラクター専用 

  
シャーロック・シェリンフォード探偵服セット 明智小衣衣装セット 

 

・男性キャラクター専用 

  
トゥエンティ衣装セット ラット衣装セット 

 



 

 

・男女共通装備 

  
黄金仮面 黄金仮面 



 

 

プラチナショップでアバターを販売プラチナショップでアバターを販売プラチナショップでアバターを販売プラチナショップでアバターを販売    

    

12 月24 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、「ミルキィホームズガチャ」では手に入らないアバターを、プラチナショップで販売いたします。 

 

・女性キャラクター専用 

  
譲崎ネロ探偵服 エルキュール・バートン探偵服 

 
コーデリア・グラウカ探偵服 

 



 

 

コラボレーション限定「称号」プレゼントコラボレーション限定「称号」プレゼントコラボレーション限定「称号」プレゼントコラボレーション限定「称号」プレゼント    

 

コラボレーションガチャでユニットを獲得したキャラクターを対象に、後日、獲得ユニットに応じて

「Shadow of Eclipse」内で使用できるコラボレーション限定称号をプレゼントいたします。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。 

 

豪華豪華豪華豪華サイン色紙をサイン色紙をサイン色紙をサイン色紙を抽選で抽選で抽選で抽選でプレゼント！プレゼント！プレゼント！プレゼント！    

 

2014 年2 月25 日(火)定期メンテナンス開始前までのコラボレーション期間中にコラボレーション限定「ミ

ルキィホームズガチャ」をプレイされた方の中から、声優5 名のサイン色紙を抽選でそれぞれ 1 名様にプ

レゼントします。コラボレーション特設サイトからキャンペーン申込みを行うことができますので、ぜひ応

募して抽選に参加してください。 

 

≪サイン色紙(全5 種)≫ 

三森すずこ(シャーロック・シェリンフォード役)、徳井青空(譲崎ネロ役)、佐々木未来(エルキュール・バート

ン役)、橘田いずみ(コーデリア・グラウカ役)、明坂聡美(アルセーヌ役) 

 

＜応募条件＞※以下の 2 点を満たしているアカウントが対象となります 

1. キャンペーン期間中に「ミルキィホームズガチャ」を 1 回以上プレイしている 

2. キャンペーン期間中にコラボ特設サイトから「キャンペーン申し込み」が完了している 

 

＜当選発表＞ 

当選者には 2014 年2 月25 日(火)以降、対象アカウントの登録メールアドレス宛てに当選メールをお送り

いたします。なお、発表は当選者への通知をもって代えさせていただきます。 

 

＜注意事項＞ 

※1 アカウントにつき 1 度までの申し込みとなります 

※ガチャプレイ回数による当選率の変動はございません 

※キャンペーン終了時点で上記応募条件2 点が満たされていない場合はキャンペーン対象外となります 

※運営上、予期せぬ理由によりキャンペーン内容を変更・中止する場合には、公式サイトにてご連絡いた

します。 

 

 

『『『『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    

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    

    

 



 

 

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

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/ 

    


