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『『『『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

ネルおネルおネルおネルお誕生日誕生日誕生日誕生日

オンラインゲームの開発・運営

植田修平、以下ゲームポット）

8 月 18 日（木）定期メンテナンス

 

ネルネルネルネル誕生日誕生日誕生日誕生日

本日 8 月 18 日（木）定期

Tale of Nell」を開催いたします

 

「「「「Fantasy Tale of NellFantasy Tale of NellFantasy Tale of NellFantasy Tale of Nell」」」」開催概要開催概要開催概要開催概要

    

【【【【開催開催開催開催期間期間期間期間】】】】 

8 月 18 日（木）定期メンテナンス

【【【【開催開催開催開催内容内容内容内容】】】】 

イベント期間中に各コースをプレイすると

（風）』がドロップします。 

 

 

平成

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』』』』    本日本日本日本日 8888 月月月月 18181818 日日日日（（（（木木木木））））よりよりよりより    

誕生日誕生日誕生日誕生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「「「「Fantasy Tale of NellFantasy Tale of NellFantasy Tale of NellFantasy Tale of Nell」」」」開催開催開催開催！！！！

運営を行う株式会社ゲームポット（東京都品川区、

）は、Windows®用オンラインゲーム『スカッとゴルフ

メンテナンス終了後にアップデートを行います。 

誕生日誕生日誕生日誕生日ラストラストラストラストイベントイベントイベントイベント！！！！    「「「「Fantasy Tale of NellFantasy Tale of NellFantasy Tale of NellFantasy Tale of Nell」」」」開催開催開催開催！！！！    

定期メンテナンス終了後より、ネルの誕生日を記念したイベント

いたします。みんなでネルをお祝いしよう！ 

開催概要開催概要開催概要開催概要    

メンテナンス終了後から 9 月 1 日（木）定期メンテナンス開始前

コースをプレイすると、3 ホールごとに『魔力のかけら（

  

平成 23 年 8 月 18 日 

ゲームポット 

http://www.gamepot.co.jp/） 

    

！！！！    

、代表取締役社長：

スカッとゴルフ パンヤ』において、

    

 

したイベント「Fantasy 

開始前まで 

（火）・（水）・（土）・



 
【【【【ドロップアイテム・コースドロップアイテム・コースドロップアイテム・コースドロップアイテム・コース一覧一覧一覧一覧

アイテム名 

魔力のかけら(火) 

魔力のかけら(水) 

魔力のかけら(土) 

魔力のかけら(風) 

4 種類の魔力のかけらを集

ができます。この『魔力の結晶

できます。 

ぜひこの機会にパンヤ島の

 

【【【【出現出現出現出現アイテムアイテムアイテムアイテム一覧一覧一覧一覧】】】】    

ネルにゃん☆クラブセット 

Happy Birthday シール（ネル）

シルバーカードチケット 

時間のかけら（夏） 

ディーモ（7 日） 

※ネルにゃん☆クラブセットは

※ネルマスクは所持しているものが

 

 

一覧一覧一覧一覧】】】】    

ドロップコース 

(DeepInferno、 WindHill、 SilviaCannon、 WizWiz)

(BlueLagoon、 PinkWind、 LostSeaway、 IceSpa )

(WestWiz、 EasternValley、 IceCannon、 ShiningSand)

(BlueWater、 BlueMoon、 WhiteWiz、 SepiaWind)

集めてマジックボックスで合成すると、『魔力の結晶』

結晶』からは、ネルに関連したアイテムをはじめ、様々

の各コースをまわって、魅力的なアイテムをたくさん

 三角帽子（ネル） Happy Birthday

） ネルマスク（各キャラクター） ブロンズカードチケット

ゴールドカードチケット 時間のかけら

時間のかけら（秋） 時間のかけら

もっちアイス（50 個） ドロップキャンディ

クラブセットは音声が入っていないバージョンになります。 

ものが出現する場合もございます。 

 

WizWiz) 

IceSpa ) 

ShiningSand) 

SepiaWind) 

』を手に入れること

々なアイテムが獲得

なアイテムをたくさん手にいれよう！ 

Happy Birthday（ネル） 

ブロンズカードチケット 

のかけら（夏） 

のかけら（冬） 

ドロップキャンディ（100 個） 

 



 

 

詳細に

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

 

 

に関しましては、下記特設サイトをご覧ください。 

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

 

 

 

http://www.pangya.jp/event/201107_nell_1st/index_nellhb.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

近な友達とワイワイとプレイしたり

ャラクターを操ってチャットをしたり

できます。南国風や砂漠、氷の

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
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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

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

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

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

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. 

is registered trademark of Ntreev Soft Co.,Ltd 

(c)2004 Gamepot Inc., All Rights Reserved. 

ができるオンラインゲームです。 身

にゴルフをプレイできるのはもちろん、かわいいキ

しんだりすることも

あふれるコースでプレイでき、好みの

 

 



 
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

インメント株式会社の連結子会社です。

のリレーションシップを擁しており、幅広

ンラインゲーム業界のリーダーとしての

 さらに詳しい情報は、ゲームポットの

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    

スカッとゴルフ パンヤ    http://www.pangya.jp/

CABAL ONLINE http://www.cabal.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/

ファンタジーアース ゼロ http://www.fezero.jp/

コンチェルトゲート フォルテ http://www.cgf.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

アルテイルネット http://www.alteil.jp/

Wizardry Online http://www.wizardry

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

 

 

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

。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

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

のリーダーとしての地位を確立しております。 

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/

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    

http://www.pangya.jp/    童話スピリッツ    http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/douwa/

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

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

http://www.latale.jp/ Alteil バトル RPG http://www.alteil.jp/mobile/

http://www.fezero.jp/ ネイビーウォーズ http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/navy/

http://www.cgf.jp/ わグルま！    http://www.waguruma.jp/

http://buraho.jp/ 

online.jp/ 

http://www.weros.jp/ 

online.jp/ 

http://www.livly.com/ 

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

http://www.alteil.jp/ 

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

http://www.theshogun.jp/ 

するサービスプロバイダーで、現在、ソネットエンタテ

ノウハウや、海外開発会社と

わせることにより、日本のオ

http://www.gamepot.co.jp/ ）  

http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/douwa/ 

http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/karitomo/ 

mbga.jp/43086316/diary/823168547 

http://www.alteil.jp/mobile/ 

http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/navy/ 

http://www.waguruma.jp/ 


