
 

 

平成 23 年 8 月 4 日 

各位 

会 社 名 株式会社ゲームポット 

（URL http://www.gamepot.co.jp/） 

 

『『『『スカッとゴルフスカッとゴルフスカッとゴルフスカッとゴルフ    パンヤパンヤパンヤパンヤ』』』』    8888 月月月月 4444 日日日日((((木木木木))))パンヤのパンヤのパンヤのパンヤの日日日日をををを記念記念記念記念したイベントしたイベントしたイベントしたイベントをををを 8888 つつつつ開催開催開催開催！！！！    

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、Windows®用オンラインゲーム『スカッとゴルフ パンヤ』において、

本日 8 月 4 日（木）定期メンテナンス終了後より、アップデートを行いました。 

 

8888 月月月月 8888 日日日日((((月月月月))))はパンヤのはパンヤのはパンヤのはパンヤの日日日日！！！！    記念記念記念記念イベントイベントイベントイベントをををを開催開催開催開催！！！！    

 

本日 8 月 4 日（木）定期メンテナンス終了後より、8 月 18 日（木）定期メンテナンス開始前までの

期間中、パンヤの日記念イベントを開催いたします。8 月 8 日(月)はパンヤの日。この日を記念し

た 8 つのイベントをご用意いたしました。 

 

1111））））「「「「パンヤボックスパンヤボックスパンヤボックスパンヤボックス 2011201120112011」」」」販売販売販売販売    

 

【【【【販売期間販売期間販売期間販売期間】】】】        

8 月 4 日（木）定期メンテナンス終了後～8 月 18 日（木）定期メンテナンス開始前 

【【【【内容内容内容内容】】】】 

上記期間中のみ「パンヤボックス 2011」がパンヤショップに登場いたします！ 

「パンヤボックス 2011」からは、「通常価格よりもお得な消耗品 CP アイテム」が出現いたしま

す。さらに、低確率で「過去に登場したガチャッとポンタのレアアイテムの一部」も出現するこ

ともあります。 

 

 

 

＜出現アイテムの一覧はこちらをご覧ください＞ 

URL ：http://www.pangya.jp/event/201107_nell_1st/pangyabox_list.html  

 



 

 

  

 

2222））））「「「「元祖元祖元祖元祖！！！！    たこたこたこたこ焼焼焼焼きカズちゃんきカズちゃんきカズちゃんきカズちゃん」」」」開催開催開催開催    

    

【【【【開催開催開催開催期間期間期間期間】】】】        

8 月 4 日（木）定期メンテナンス終了後～8 月 11 日（木）定期メンテナンス開始前 

【【【【内容内容内容内容】】】】 

上記期間中に出題される 8 つのクエストをクリアして、カズがたこ焼きを焼くお手伝いをして

あげてください。 報酬としてアイテムをプレゼントいたします！ 

報酬としてもらえるアイテムはパンヤをプレイするのに便利なアイテムばかりです！ さら

に、たこ焼きの具といえば・・・・？ 

報酬アイテムやクエストの詳細はゲーム内イベントページをご確認ください。 

 

  

    

    

    

    

    

3333））））「「「「時間時間時間時間のかけらのかけらのかけらのかけら」」」」出現率出現率出現率出現率 2222 倍倍倍倍    

    

【【【【開催開催開催開催期間期間期間期間】】】】        



 

 

8 月 4 日（木）定期メンテナンス終了後～8 月 11 日（木）定期メンテナンス開始前 

【【【【内容内容内容内容】】】】 

「時間のかけら」は、マジックボックスで合成することにより、ネルのさまざまな装備品を作

成することができるアイテムです。出現率が低くなかなか手に入れることが難しいアイテムで

すが、上記期間中のみ出現確率が 2 倍になります！ さらに、ネルの新合成アイテムを 4 種

類追加いたしました。ぜひこの機会にネルの新装備を手に入れてください！ 

 

※新合成アイテム追加は期間限定ではありません。 

 

◆追加アイテム 

・「妖精の耳（ネル）」 

・「お風呂セット（ネル）」 

・「オプティカルバイザーB（ネル）」 

・「オプティカルバイザーS（ネル）」 

 

妖精の耳(ネル) オプティカルバイザーS(ネル) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4444））））獲得獲得獲得獲得 PP2PP2PP2PP2 倍倍倍倍    

5555））））獲得獲得獲得獲得経験値経験値経験値経験値 2222 倍倍倍倍    

6666））））獲得獲得獲得獲得ピピンポイントピピンポイントピピンポイントピピンポイント 8888 倍倍倍倍    



 

 

    

【【【【開催開催開催開催期間期間期間期間】】】】        

8 月 6 日（土）0：00～8 月 8 日（月）24：00 

【【【【内容内容内容内容】】】】 

上記期間中のみ PP、経験値が 2 倍！ さらにピピンポイントも 8 倍となります！ 

さらに、この期間中のみ、ピピンポイントで交換できるアイテムの中に「スイカアズテック」を追加

いたします。普段手に入らないアイテムをここで手に入れちゃおう！ 

 

7777））））2222 日間限定日間限定日間限定日間限定！！！！    18181818ＨＨＨＨ雨雨雨雨！！！！    

    

【【【【開催開催開催開催期間期間期間期間】】】】        

8 月 12 日（金）0：00～8 月 13 日（土）24：00 

【【【【内容内容内容内容】】】】 

上記期間中のみ、終日全ホール全コースが雨となります！ 

雨が降ると、その影響により飛距離及びパット距離が通常より伸びず難しくなります。 

その代わり、リカバリーボーナスとして通常の 2 倍の PP を獲得することができます！ 

※本イベントでは獲得 PP の記録は残りません。 

 

8888））））GMGMGMGM 大会大会大会大会～～～～なつのじんなつのじんなつのじんなつのじん～～～～    

    

【【【【開催開催開催開催期間期間期間期間】】】】        

8 月 12 日（金）、13 日（土）、14 日（日）の 19：00～22：00 

【【【【内容内容内容内容】】】】 

今年も GM がみなさんと一緒に遊んでほしいそうです！ 

今年は GM 対抗戦！ GM が開催した大会の上位 15 名+GM のスコア平均で勝ち負けが決定い

たします。3 日間通して平均スコアが一番悪かった GM には罰ゲームがあるとか……？ 

ぜひ、お好きな GM の大会に参加して応援してあげてください！ 

 

ささやかながら参加賞もありますよ♪ 

 

パンヤのパンヤのパンヤのパンヤの日日日日記念記念記念記念イベントイベントイベントイベント詳細詳細詳細詳細ににににつきつきつきつきましてはましてはましてはましては下記下記下記下記 URLURLURLURL をごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。    

http://www.pangya.jp/event/201107_nell_1st/index_pangyaday.html     

【【【【スカッとゴルフスカッとゴルフスカッとゴルフスカッとゴルフ    パンヤとはパンヤとはパンヤとはパンヤとは】】】】 

インターネットを通じて、たくさんのプレイヤーとゴルフの対戦ができるオンラインゲームです。 

身近な友達とワイワイとプレイしたり、大会で真剣にゴルフをプレイできるのはもちろん、かわいい



 

 

キャラクターを操ってチャットをしたり、好きな衣装でキャラクターの着せ替えを楽しんだりすること

もできます。南国風や砂漠、氷の上などのリゾート感や季節感あふれるコースでプレイでき、好み

のスタイルで手軽に遊ぶことができるカジュアルゲームです。 

 

 

  

  

    

(c)2004 Ntreev Soft Co.,Ltd. All Rights Reserved. 

Pangya is registered trademark of Ntreev Soft Co.,Ltd 
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株式会社株式会社株式会社株式会社ゲームポットについてゲームポットについてゲームポットについて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、現在、

ソネットエンタテインメント株式会社の連結子会社です。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。 

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    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    

スカッとゴルフ パンヤ    http://www.pangya.jp/    童話スピリッツ    http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/douwa/ 

CABAL ONLINE http://www.cabal.jp/ 狩りとも http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/karitomo/ 

ペーパーマン http://www.paperman.jp/ ミニチュアガーデン http://yahoo-mbga.jp/43086316/diary/823168547 

トキメキファンタジー ラテール http://www.latale.jp/ Alteil バトル RPG http://www.alteil.jp/mobile/ 

ファンタジーアース ゼロ http://www.fezero.jp/ ネイビーウォーズ http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/navy/ 

コンチェルトゲート フォルテ http://www.cgf.jp/ わグルま！    http://www.waguruma.jp/ 

ブラウザ封神演義 http://buraho.jp/ 

ハウリングソード http://www.hs-online.jp/ 

ウィローズ http://www.weros.jp/ 

メビウスオンライン http://mebius-online.jp/ 

Livly Island COR http://www.livly.com/ 

アヴァロンの鍵 ONLINE http://www.avalon-online.jp/ 

アルテイルネット http://www.alteil.jp/ 

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

THE SHOGUN http://www.theshogun.jp/ 

    


