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株式会社バンダイナムコオンライン 

 

 

  オールガンダム登場！仲間と戦う ガンダム RPG「SD ガンダムオペレーションズ」  

新レアリティ★6 ユニット登場など「大型アップデート」実装！ 
 

株式会社バンダイナムコオンライン(住所：東京都港区 代表取締役社長：関口 昌隆)は、PC 向けブラウザゲーム「SD ガ

ンダムオペレーションズ」において、新レアリティ「★6 ユニット」の登場、新しいデッキ編成システム「シナジーワード」、★5 ユニットをさ

らに強化する「限界覚醒」など、盛りだくさんの大型アップデートを実装いたしました。また、大型アップデートを記念した「ゴールデン

ウィークイベント＆キャンペーン」を開催したほか、「エースユニットガシャ」に新規ユニット「★5-13 ゴッドガンダム（ハイパーモー

ド）」を追加いたしました。 

 

 

◆新レアリティ★6 ユニットが登場する「大型アップデート」実装！◆ 

4 月 28 日(木)メンテナンス終了後より、「SD ガンダムオペレーションズ」にて「大型アップデート」を実装いたしました。 

 
「大型アップデート」では、第一弾として新レアリティ「★6 ユニット」の登場、★5 ユニットをさらに強化する「限界覚醒」、新しいデッ

キ編成システム「シナジーワード」などのアップデートを行いました。「大型アップデート」の詳細は特設サイトをご確認ください。 

 

■「大型アップデート」特設サイト 

「Yahoo!ゲーム」版：https://sdop.bandainamco-ol.jp/update22/?pf=yg 

「ゲソてん byGMO」版：https://sdop.bandainamco-ol.jp/update22/?pf=gs 



◆新レアリティ「★6-9 ガンダム」が登場！◆ 

 
新レアリティ「★6-9 ガンダム」は対象の★5 ユニットを育成し、新たに実装したシステム「レアリティアップ」を行うことで獲得すること

が可能です。「★6-9 ガンダム」へ「レアリティアップ」が行えるユニットは「★5-8(近) ガンダム」「★5-8(中) ガンダム」「★5-9 ガ

ンダム」の 3 種類となります。 

 

■「★6-9 ガンダム」へ「レアリティアップ」が可能なユニット 

   
 

 



新レアリティの★6 ユニットは基礎能力が高いだけでなく、「固有のリーダーエフェクト」「新強化パーツ」「エピックウェポン」「スペシャル

ウェポン」などの追加や変更により、ベースとなる★5 ユニットを超える性能となります。 

 
 

さらに、「★6-9 ガンダム」には、出撃シーンをイメージしたショートムービーを収録しているほか、臨場感あふれる動く背景が搭載さ

れています。 

 

  



◆★5 ユニットをさらに強化する新システム「限界覚醒」実装！◆ 

新システムの「限界覚醒」では、限界まで成長した★5 ユニットをさらに強化することができます。条件をクリアし、専用マテリアルの

「限界覚醒ドライバ」を所持していれば、全ての★5 ユニットで「限界覚醒」を行うことが可能です。 

 
 

「限界覚醒」を行ったユニットは使用した「限界覚醒ドライバ」に応じて、「与ダメージアップ」「被ダメージダウン」「命中率アップ」「回

避率アップ」などの特殊な効果を獲得できます。 

さらに、「限界覚醒」を行ったユニットはカスタマイズ上限が従来の 4 段階から 5 段階に変化します。 

5 段階目のカスタマイズを行うと、利用可能なカスタマイズポイントが最大で「155」ポイントまで上昇します。 

 
  



◆新たなデッキ編成システム「シナジーワード」実装！◆ 

同じ「シナジーワード」を持つユニットでデッキを編成すると、「シナジーワード」の数に応じて「ビーム属性ダメージアップ」「サブＳＰ追

加」「ＨＰアップ」などの特殊な効果が発動します。 

「シナジーワード」は★4 以上のユニットが所持しており、「ユニットの属性」だけでなく「シリーズ」「ユニットの特徴」などによって「シナ

ジーワード」が設定されています。同じ「シナジーワード」を持つユニットが多く編成されているほど効果が強力になります。 

 

 
 

「シナジーワード」は「オープンデッキ」や「総力戦デッキ」以外にも、「ガンダムバトル」「局地戦」「艦隊戦」「チーム制圧戦」のデッキに

も適用されるため、「リーダーエフェクト」や「限界覚醒」といったほかのシステムと組み合わせることで、より戦略性の高いバトルを楽し

むことができます。 

 

 

  



◆大型アップデート記念「ゴールデンウィークイベント＆キャンペーン」開催！◆ 

4 月 28 日(木)メンテナンス終了後より、大型アップデートを記念して「ゴールデンウィークイベント＆キャンペーン」を開催いたしまし

た。 

 
「ゴールデンウィークイベント＆キャンペーン」では、新たに登場した「★6-9 ガンダム」を非常に獲得しやすくなっているほか、ゲーム

プレイに役立つアイテムを多数獲得することができます。 

 

 

◆報酬ユニットが大幅パワーアップ！「新規登録キャンペーン」開催！◆ 

4 月 28 日(木)メンテナンス終了後より、報酬内容が★4 ユニットから★5 ユニットへ大幅にパワーアップした「新規登録キャンペー

ン」を開催いたしました。 

 
本キャンペーンでは、育成を行うことで「★6 ガンダム」に「レアリティアップ」が可能な「★5-9 ガンダム」が必ず入手できます。 

ほかにも「★5-9 マスターガンダム」や「★5-9 ガンダム・バルバトス（第 4 形態）」を獲得することができます。 

 

■開催期間 

2022 年 4 月 28 日(木)メンテナンス終了後～7 月 28 日(木)メンテナンス開始前まで 

 

■「新規登録キャンペーン」で入手できるユニット 

★5-9 ガンダム 

★5-9 マスターガンダム 

★5-9 ガンダム・バルバトス(第 4 形態) 



◆「GW コイン 2022」を入手して豪華報酬と交換しよう！「任務ドロップイベント」開催！◆ 

 
「ゴールデンウィークイベント＆キャンペーン」開催中は、任務をプレイした際に一定確率で「GW コイン 2022」を入手できます。

「GW コイン 2022」はイベント交換所で「★6 ガンダム」へ「レアリティアップ」する際に必要なアイテムのほか、「エースガシャチケット」

や、★5 ユニットをはじめとした豪華アイテムと交換することができます。 

 

■開催期間 

2022 年 4 月 28 日(木)メンテナンス終了後～5 月 19 日(木)メンテナンス開始前まで 

 

 

◆ユニット育成効率が 300%へ大幅アップ！「合成経験値アップイベント」開催！◆ 

 
「ゴールデンウィークイベント＆キャンペーン」開催中は、ユニットを合成した際に得られる経験値が通常の 300%まで大幅にアップ

しております。さらに合成時に必要な費用も軽減されているため、ユニット育成のチャンスとなっております。 

 

■開催期間 

2022 年 4 月 28 日(木)メンテナンス終了後～5 月 19 日(木)メンテナンス開始前まで 

  



◆超総力戦「ゴッドガンダム（ハイパーモード）＆ウイングガンダムゼロ（EW）」を開催！◆ 

4 月 28 日(木)メンテナンス終了後より、超総力戦「ゴッドガンダム（ハイパーモード）＆ウイングガンダムゼロ（EW）」を開催中

です。 

 
今回の超総力戦「ゴッドガンダム（ハイパーモード）＆ウイングガンダムゼロ（EW）」では、「超総力戦指令報酬」や「超総力戦

スコア報酬」として、「★4-10 ゴッドガンダム（ハイパーモード）」をはじめとした各種アイテムを入手できます。また、エースユニット

ガシャには、超総力戦や総力戦で 6 倍の攻撃力を発揮する「★2 マスターガンダム（ハイパーモード）」や「★2 トールギス II」

がそれぞれ登場いたしました。 

 

■開催期間 

2022 年 4 月 28 日(木)メンテナンス終了後～5 月 12 日(木)メンテナンス開始前まで 

 

■期間限定報酬ユニット 

★4-10 ゴッドガンダム（ハイパーモード） 

 
※画像はサンプルです。 

 

■得意ユニット 

★2 マスターガンダム（ハイパーモード） 

★2 トールギス II 

※本ユニットは「エースユニットガシャ」よりユニット Lv30 で排出されます。 



◆「エースユニットガシャ」ラインナップに強力なユニットが新登場！◆ 

4 月 28 日(木)メンテナンス終了後より、「エースユニットガシャ」のラインナップが更新され「★5-13 ゴッドガンダム（ハイパーモー

ド）」が登場いたしました。新規ユニットは強化パーツを搭載した状態に加え、エピックウェポンを所持しております。 

 
 

■新登場ユニット 

★5-13 ゴッドガンダム（ハイパーモード） 

  
強化パーツ「爆熱ゴッド・フィンガー」 

※画像はサンプルです。 

  



◆「ゴールデンウィーク エースガシャキャンペーン第 1 弾」を開催！◆ 

4 月 28 日(木)メンテナンス終了後より、「ゴールデンウィーク エースガシャキャンペーン第 1 弾」を開催いたしました。 

 
期間中は「エースユニットガシャ」、「11 連エースユニットガシャ」、「ルーキーガシャ」で、過去に登場した★5-13 ユニットが再登場

するほか、対象ユニットの出現確率が上昇しております。また、「11 連エースユニットガシャ」をプレイした際は★4 以上のユニットま

たは総力戦得意ユニットが 1 枚確定となります。 

 

■開催期間 

2022 年 4 月 28 日(木)メンテナンス終了後～5 月 5 日(木)12:00 まで 

 

 

◆「ゴールデンウィーク スペシャルガシャキャンペーン」を開催！◆ 

4 月 28 日(木)メンテナンス終了後より、「ゴールデンウィーク スペシャルガシャキャンペーン」を開催いたしました。 

 
期間中に 2 回限定で、ユニットカード 10 枚と、「SP チケット交換所」のラインナップから好きなユニットカード 1 枚を選んで交換で

きる「SP チケット 1 枚」を獲得できるお得なガシャとなります。 

 

■開催期間 

2022 年 4 月 28 日(木)メンテナンス終了後～5 月 12 日(木)メンテナンス開始前まで 

 

■「SP チケット交換所」で交換できるユニットの一例 

★5 マスターガンダム（ハイパーモード） 

★5 デスティニーガンダム（ハイネ専用機） 

★5 バルギル 



◇「SD ガンダムオペレーションズ」とは 

様々なガンダムシリーズに登場するモビルスーツやパイロットカードを集めて小隊を作り、敵と戦って育てていく PC 向けブラウザゲー

ムです。 

 

プレイヤーは自分だけのモビルスーツ部隊とともに、チームの仲間と交流しながら、自らの能力や、搭乗する機体を強くしていき、敵

との戦闘を戦い抜いていきます。バトルは直感操作で楽しめるコマンド形式で、どなたでも手軽に遊ぶことができます。 

 

◇タイトル概要 

タイトル名：SD ガンダムオペレーションズ 

プラットフォーム：Windows® PC (8.1/10/11) Mac OS (10.8 以上) 

利用料金：基本無料＋アイテム課金 

「Yahoo!ゲーム」版公式サイト：https://sdop.bandainamco-ol.jp/ 

「ゲソてん byGMO」版公式サイト：https://gesoten.com/games/game/9030  

Twitter 公式アカウント：@sd_gundam_op (https://twitter.com/sd_gundam_op)  

 

配信元：株式会社バンダイナムコオンライン 

著作権利表記：©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS 

============================================================== 

◇株式会社バンダイナムコオンラインについて https://www.bandainamco-ol.co.jp/ 

当社は、2009 年にバンダイナムコゲームス(現・バンダイナムコエンターテインメント)から分社して設立され、各種デバイス向けオン

ラインゲームの企画・開発・運営を行っています。 

IP(キャラクター)を利用したコンテンツ展開と、自社で開発～運営まで一貫して行っているという点を強みとしており、加えて、会社

として次の中長期を支える看板タイトルやオリジナル IP の立ち上げに注力しています。 

また、2014 年より中国でのサービス展開を開始しており、今後、ワールドワイドに楽しんでいただけるオンラインゲームの提供を積

極的に行っていきます。 

 

https://sdop.bandainamco-ol.jp/
https://gesoten.com/games/game/9030
https://twitter.com/sd_gundam_op
https://www.bandainamco-ol.co.jp/

