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（URL http://www.gamepot.co.jp/）

『スカッとゴルフ パンヤ』サークル K サンクスでレアアイテムゲット！！
～明治製菓とコラボ！対象商品を買うとアイテムがもらえる！！～
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（東京都港区）は、Windows®用オン
ラインゴルフゲーム『スカッとゴルフ パンヤ』のアップデートを本日行います。

ハズレなし！明治製菓コラボレーションキャンペーン開始！！
6 月 18 日（月）0 時より、全国の「サークルＫサンクス」にて明治製菓の対象のチョコレートを買う
と、オリジナルアイテムがもらえるキャンペーンを開始します。 6 月 18 日から 7 月 1 日までの期間、
「アーモンドチョコレート」や「マカダミアチョコレート」など全 6 種類の対象商品に貼られているシー
ルをめくり、携帯電話から特設サイトにアクセスしてご応募いただきます。 応募していただいた方
の中から抽選で「オリジナル KARUWAZACＬUB カード（500 円分チャージ済）」を 500 名様に、キャ
ンペーン限定の「チョコアズテック」1,000 名様に、同じくキャンペーン限定の「カラフルチョコレート」
を 2,000 名様にプレゼントします。 また、抽選から漏れてしまった方には、板チョコ風のアイテム
「ラッキーチョコ」をプレゼントします。 詳細につきましては、下記をご覧ください。

チョコアズテック

カラフルチョコレート

ラッキーチョコ

キャンペーン詳細
【期間】

6 月 18 日（月） ～ 7 月 1 日（日）

※但し、キャンペーンシール付対象商品が無くなり次第終了

【応募締め切り】

7 月 17 日（火） 17:00 まで

【販売店】

全国のサークルＫサンクス

【内容】 期間中、明治製菓の対象商品１個につき「キャンペーンシール」が貼られています。 シール
の裏には「シリアルコード」と「応募するサイト」が書かれていますので、お持ちの携帯電話でアクセスし
ていただき、シリアルコードを入力すると、抽選でオリジナルアイテムがもらえます。

【対象商品（全 6 種類）】
１．アーモンドチョコレート
２．アーモンド塩クランチ
３．マカダミアチョコレート
４．ミルクチョコレート
５．フランきりっとドライカカオ
６．フランすっきりクリアミルク

【賞品】
A賞

オリジナル KARUWAZACLUB カード（500 円分チャージ済）

500 名

B賞

キャンペーンオリジナルアイテム：チョコアズテック（50 個）

1000 名

C賞

キャンペーンオリジナルアイテム：カラフルチョコレート(10 個）

2000 名

残念賞

ラッキーチョコ（10 個）

A,B,C 賞に漏れた方

【アイテムの効果】
アイテム名

効果

チョコアズテック

パンヤショット時にプレイヤーに 30PP、他のプレイヤーに 5PP のボーナスが入ります

カラフルチョコレート

パンヤゾーンが 2 倍。パンヤショットが打ちやすくなります

ラッキーチョコ

獲得 PP が 1.2 倍になります

※全て 1H につき一個消費します
【応募締め切り】

7 月 17 日（火） 17:00 まで

おいしそうな新クラブ！「チョコステッキクラブセット」限定販売！！

6 月 14 日（木）メンテナンス終了時より、新クラブとして「チョコステッキクラブセット」を販売しま
す。 「チョコステッキクラブセット」は本日より 6 月 28 日（木）のメンテナンス開始時までの期間限
定販売となります。 「チョコステッキクラブセット」は、パンヤ島の一流パティシエが、長年の経
験を生かして作り出したチョコレートがクラブになったもので、クラブには不思議な魔法がかかっ
ており持ち歩いても、 もちろん アズテックを打ったりしても溶けたり壊れたりしません。 また、
魔法の効果で、パンヤショット時の「パンヤ」の文字がチョコレート菓子になります。 このクラブ
セットは「ルーキーF」から装備することができ、パンヤをはじめたばかりの方も楽しめるアイテム
になっています。 このおいしそうなクラブセットを手に、パンヤ島をまわってみてはいかがでしょ
うか？
チョコステッキクラブセット性能
パワー

8+2

コントロール

8+4

正確度

5+5

スピン

1+2

カーブ

2+2

価格

82CP

初夏にピッタリ！爽やか学生服がト新登場！！

6 月 14 日（木）メンテナンス終了時より、ケン、エリカ、アリン、の新衣装アイテムが追加されま
す。 三人とも初夏にピッタリな涼しげな学生服で、ケンの衣装はちょいワル感があるジャケットが
ポイントのマガ魔法学園の学生服とズボン、そしてブラックスニーカーの 3 点が登場します。 ケン
のこれらの上下衣装と靴は、ゲーム内ポイント（PP）で販売します。 エリカの衣装は、ワインレッド
とブラウン色のセーラー服 2 種類と、それぞれ上下の組み合わせに加えワインレッドローファーが
登場します。 特に、ブラウンセーラー服は落ち着いた色になっていて、いつもとはちょっと違った
雰囲気となっています。 アリンの衣装は、綺麗なブルーチェックのブラウスとスカートが登場、アク
セサリのリボンが初夏にぴったり爽やかな学生服となっており、眼鏡アイテムとなるスタイリッシュ
グラスはおしゃれな作りになっております。 ムシムシと暑い日が続くなか、爽やかな制服セットで
涼しげにパンヤをプレイしてみてはいかがでしょうか？
学生服セット詳細

アリン

エリカ

ケン

アクセサリ

ブルーチェックリボン

スピン+1/スロット+1

-

36CP

アクセサリ

スタイリッシュグラス

正確度+1/スロット+1

-

46CP

上着

ブルーチェックタイブラウス

パワー+1/スロット+2

-

48CP

下着

ブルーチェックスカート

コントロール+1/スロット+3

-

36CP

靴

ネイビーブルーエナメル靴

コントロール+1

-

29CP

上着

ブラウンセーラー服

パワー+2/スロット+1

-

40CP

下着

ブラウンスカート

コントロール+2/スロット+2

-

35CP

上着

ワインレッドセーラー服

パワー+2/スロット+1

-

40CP

下着

ワインレッドスカート

コントロール+2/スロット+2

-

35CP

靴

ワインレッドローファー

正確度+1

-

32CP

上着

マガ魔法学園学生服

パワー+1

5300 PP

-

下着

マガ魔法学園学生ズボン

コントロール+1

5100 PP

-

靴

ブラックスニーカー

パワー+1

5200PP

-

ちょっと難しい！？☆☆コースの獲得 PP が 1.5 倍に！！

6 月 14 日（木）メンテナンス終了時より、☆☆コースの獲得 PP が 1.5 倍になります。今回対象と
なるコースは、「Ice Cannon」以外の☆☆コースである、「Blue Water」、「Blue Moon」、「Sepia Wind」
の 3 コースとなります。「Blue Water」、「Blue Moon」は「Blue Lagoon」とよく似たコースですが、飛距
離が必要な場面が多々ありと苦戦を強いられるコースですが、プレイホール後の獲得 PP は「1.5
倍」になりますので、対戦でアイテムドロップやクリアボーナスを狙ってみたり、大会で他の方のシ
ョット位置を参考にしながら周り、いつもより多く獲得できるゲーム内ポイント（PP）をゲットしてみて
はいかがでしょうか？

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。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。また 2004 年にサービスを開始した『スカッとゴルフ パンヤ』は会
員登録数約 150 万人を擁する日本国内有数のオンラインゲームタイトルとなっております。
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。

ゲームポット

http://www.gamepot.co.jp/

スカッとゴルフ パンヤ

http://www.pangya.jp/

プチコミ

http://www.puchikomi.jp/

君主 online

http://www.kunshu.jp/

CABAL ONLINE

http://www.cabal.jp/

ファンタジーアース ゼロ

http://www.fezero.jp/

トキメキファンタジー ラテール

http://www.latale.jp/

Level-R

http://www.level-r.jp/

モンスターファームオンライン

http://www.mf-online.jp/

オンラインカート ステア

http://kart-steer.jp/

