
各位 

「「「「ゲームポットゲームポットゲームポットゲームポット

ウェブマネーキャンペーンなど様々なイベントが目白押しウェブマネーキャンペーンなど様々なイベントが目白押しウェブマネーキャンペーンなど様々なイベントが目白押しウェブマネーキャンペーンなど様々なイベントが目白押し

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

以下ゲームポット）は、会員数が

 

この度、ゲームポットの会員数が

ラインゲームやブラウザゲームなど様々なコンテンツを提供し、性別や年齢を問わず、幅広いお客様にご

好評を頂き、1,000 万人突破を実現することができました。

 

各コンテンツのサービス開始以来、

ゲームポット社員一同、心より御礼申し上げます。

 

今後もユーザーのみなさまとのつながりを大事にした「

より多くのお客様に末永く、コンテンツを楽しんで頂けるよう

 

また、今回会員数 1,000 万人突破を記念して、

ンテンツにて「ゲームポット会員数

 

この機会にぜひゲームポットのコンテンツでお楽しみください。

    

「ゲームポット会員数「ゲームポット会員数「ゲームポット会員数「ゲームポット会員数

本日 6 月 25 日（月）14：00 より、「

を開催いたします。本キャンペーン

ウェブマネー決済にて対象コンテンツ

1,000 円分のウェブマネーポイントをプレゼントいたします。

 

ぜひお得なこの機会をご利用頂き、ゲーム内でのお買い物をお楽しみください！

 

    

 

平成

会 社 名 株式会社ゲームポット

（URL http://www.gamepot.co.jp/

 

ゲームポットゲームポットゲームポットゲームポット会員数会員数会員数会員数 1,0001,0001,0001,000 万人突破万人突破万人突破万人突破記念キャンペーン」開催！記念キャンペーン」開催！記念キャンペーン」開催！記念キャンペーン」開催！

ウェブマネーキャンペーンなど様々なイベントが目白押しウェブマネーキャンペーンなど様々なイベントが目白押しウェブマネーキャンペーンなど様々なイベントが目白押しウェブマネーキャンペーンなど様々なイベントが目白押し！！！！

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、

、会員数が 1,000 万人を突破したことを発表いたします。    

ゲームポット会員数ゲームポット会員数ゲームポット会員数ゲームポット会員数 1,0001,0001,0001,000 万突破万突破万突破万突破！！！！    

    

会員数が 1,000 万人を突破いたしました。ゲームポットでは、

ブラウザゲームなど様々なコンテンツを提供し、性別や年齢を問わず、幅広いお客様にご

万人突破を実現することができました。 

以来、お楽しみ頂き、また支えて頂いた多くのユーザーのみなさまに、

一同、心より御礼申し上げます。 

ユーザーのみなさまとのつながりを大事にした「温かい心のこもった」運営サービスを心がけ、

より多くのお客様に末永く、コンテンツを楽しんで頂けるよう尽力してまいります。 

万人突破を記念して、ウェブマネーキャンペーンや、ゲームポットが運営するコ

「ゲームポット会員数1,000 万突破記念キャンペーン」を実施することが決定いたしました。

この機会にぜひゲームポットのコンテンツでお楽しみください。 

「ゲームポット会員数「ゲームポット会員数「ゲームポット会員数「ゲームポット会員数 1,0001,0001,0001,000 万人突破記念万人突破記念万人突破記念万人突破記念    ウェブマネーキャンペーン」開催！ウェブマネーキャンペーン」開催！ウェブマネーキャンペーン」開催！ウェブマネーキャンペーン」開催！

より、「ゲームポット会員数 1,000 万人突破記念 ウェブマネーキャンペーン

本キャンペーンでは、6 月 25 日（月）14：00 から 7 月 31 日（火）14

コンテンツのゲーム内ポイントを購入された方の中から抽選

円分のウェブマネーポイントをプレゼントいたします。 

ぜひお得なこの機会をご利用頂き、ゲーム内でのお買い物をお楽しみください！  

        

平成24 年6 月25 日 

株式会社ゲームポット 

http://www.gamepot.co.jp/） 

記念キャンペーン」開催！記念キャンペーン」開催！記念キャンペーン」開催！記念キャンペーン」開催！    

！！！！！！！！    

区、代表取締役社長：植田修平、

    

ゲームポットでは、クライアント型オン

ブラウザゲームなど様々なコンテンツを提供し、性別や年齢を問わず、幅広いお客様にご

支えて頂いた多くのユーザーのみなさまに、 

心のこもった」運営サービスを心がけ、

ゲームポットが運営するコ

実施することが決定いたしました。 

ウェブマネーキャンペーン」開催！ウェブマネーキャンペーン」開催！ウェブマネーキャンペーン」開催！ウェブマネーキャンペーン」開催！        

ウェブマネーキャンペーン」

14：00 までの期間中、

のゲーム内ポイントを購入された方の中から抽選で 1,000 名様に

 



「ゲームポット会員数「ゲームポット会員数「ゲームポット会員数「ゲームポット会員数

http://www.gamepot.co.jp/campaign/120625_10000000/

 

≪「ゲームポット会員数≪「ゲームポット会員数≪「ゲームポット会員数≪「ゲームポット会員数 1,0001,0001,0001,000 万人突破万人突破万人突破万人突破

【実【実【実【実    施施施施    期期期期    間】間】間】間】                        2012 年6

 

【実【実【実【実    施施施施    内内内内    容】容】容】容】                    上記対象期間中、ウェブマネー

抽選で 1,000

 

【【【【プレゼント配送日プレゼント配送日プレゼント配送日プレゼント配送日】】】】        キャンペーン期間終了後に抽選を行い、当選者にはウェブシリアルコードをメール

にて配送させて頂きます。また、当選者の発表は、プレゼントの配送をもってかえ

させて頂きます。予めご了承ください。

 

【対象コンテンツ】【対象コンテンツ】【対象コンテンツ】【対象コンテンツ】                「スカッとゴルフ

「トキメキファンタジー

「コンチェルトゲート

「THE SHOGUN

「君主ONLONE

「ゲームポット会員数「ゲームポット会員数「ゲームポット会員数「ゲームポット会員数

ゲームポットでは、会員数1,000

突破記念キャンペーン」を開催いたします。

限定アイテムが手に入る生放送イベントや、限定アイテムの販売など様々なキャンペーンが目白押

し！ ぜひこの機会にゲームポットのコンテンツにてお楽しみください。

 

≪≪≪≪「ゲームポット会員数「ゲームポット会員数「ゲームポット会員数「ゲームポット会員数 1,0001,0001,0001,000 万突破記念キャンペーン」万突破記念キャンペーン」万突破記念キャンペーン」万突破記念キャンペーン」

 

●『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』    

【開催日】【開催日】【開催日】【開催日】    

2012 年6 月29 日（金）19：00～ 

    

【開催内容】【開催内容】【開催内容】【開催内容】    

okome 放送（ http://okome.gamepot.tv/

GM（ぴーす）あんこが生放送「GM

レゼント！！」を行います。 

本生放送では、「GP コンテンツ会員登録数

ールインワン 1,000 本」に挑戦！

無事1,000 本を達成すると、放送終了後より

 

 

 

 

 

    

 

「ゲームポット会員数「ゲームポット会員数「ゲームポット会員数「ゲームポット会員数1,0001,0001,0001,000 万人突破記念万人突破記念万人突破記念万人突破記念    ウェブマネーキャンペーン」特設ページウェブマネーキャンペーン」特設ページウェブマネーキャンペーン」特設ページウェブマネーキャンペーン」特設ページ

http://www.gamepot.co.jp/campaign/120625_10000000/ 

万人突破万人突破万人突破万人突破記念記念記念記念        ウェブマネーキャンペーン」開催概要≫ウェブマネーキャンペーン」開催概要≫ウェブマネーキャンペーン」開催概要≫ウェブマネーキャンペーン」開催概要≫

    

6 月25 日（月）14：00～7 月31 日（火）14：00 

上記対象期間中、ウェブマネーを用いて決済した方の中から、 

1,000 名様に 1,000 円分のウェブマネーポイントをプレゼントいたします。

キャンペーン期間終了後に抽選を行い、当選者にはウェブシリアルコードをメール

にて配送させて頂きます。また、当選者の発表は、プレゼントの配送をもってかえ

させて頂きます。予めご了承ください。 

「スカッとゴルフ パンヤ」「CABAL ONLINE」「ファンタジーアース

「トキメキファンタジー ラテール」「ペーパーマン」「メビウスオンライン」

「コンチェルトゲート フォルテ」「ブラウザ三国志」「Wizardry Online

THE SHOGUN」「Livly Island COR」「お宝発掘 ホリキング」 

ONLONE」「web 恋姫無双」 

    

「ゲームポット会員数「ゲームポット会員数「ゲームポット会員数「ゲームポット会員数 1,0001,0001,0001,000 万人突破記念キャンペーン」万人突破記念キャンペーン」万人突破記念キャンペーン」万人突破記念キャンペーン」開催！開催！開催！開催！

1,000万人突破を記念して、各コンテンツにて「ゲームポット会員数

突破記念キャンペーン」を開催いたします。 

限定アイテムが手に入る生放送イベントや、限定アイテムの販売など様々なキャンペーンが目白押

ぜひこの機会にゲームポットのコンテンツにてお楽しみください。 

万突破記念キャンペーン」万突破記念キャンペーン」万突破記念キャンペーン」万突破記念キャンペーン」内容（予定）≫内容（予定）≫内容（予定）≫内容（予定）≫    

 

http://okome.gamepot.tv/ ）、ニコニコ生放送（ http://live.nicovideo.jp/ ）にて、

GMがホールインワン1,000本に挑戦！ 達成したら、新衣装をどどーんとプ

コンテンツ会員登録数 1,000 万人突破」を記念してホールインワンバトルモードで「ホ

本」に挑戦！ 

本を達成すると、放送終了後より新衣装がもらえるログインイベントを開始！

        

ウェブマネーキャンペーン」特設ページウェブマネーキャンペーン」特設ページウェブマネーキャンペーン」特設ページウェブマネーキャンペーン」特設ページ    

ウェブマネーキャンペーン」開催概要≫ウェブマネーキャンペーン」開催概要≫ウェブマネーキャンペーン」開催概要≫ウェブマネーキャンペーン」開催概要≫    

 

円分のウェブマネーポイントをプレゼントいたします。 

キャンペーン期間終了後に抽選を行い、当選者にはウェブシリアルコードをメール

にて配送させて頂きます。また、当選者の発表は、プレゼントの配送をもってかえ

」「ファンタジーアース ゼロ」 

ラテール」「ペーパーマン」「メビウスオンライン」 

Wizardry Online」 

開催！開催！開催！開催！    

「ゲームポット会員数1,000万人

限定アイテムが手に入る生放送イベントや、限定アイテムの販売など様々なキャンペーンが目白押

）にて、 

衣装をどどーんとプ

万人突破」を記念してホールインワンバトルモードで「ホ

衣装がもらえるログインイベントを開始！ 



●『●『●『●『CABAL ONLINECABAL ONLINECABAL ONLINECABAL ONLINE』』』』    

【開催日】【開催日】【開催日】【開催日】    

2012 年6 月26 日（火）定期メンテナンス終了後～

    

【開催内容】【開催内容】【開催内容】【開催内容】    

期間中にログインしたユーザーの中から抽選で

す！ 

    

●『トキメキファンタジー●『トキメキファンタジー●『トキメキファンタジー●『トキメキファンタジー    ラテール』ラテール』ラテール』ラテール』

【開催日】【開催日】【開催日】【開催日】    

2012 年6 月27 日（水）定期メンテナンス終了後～

    

【開催内容】【開催内容】【開催内容】【開催内容】    

「ドリスゲームの 1,000 回チャレンジ！」イベントを開催いたします。

本イベントではプレイヤーのみなさまと

プレイヤー全員に記念ファッションアイテムをプレゼントいたします！

    

●『ペーパーマン』●『ペーパーマン』●『ペーパーマン』●『ペーパーマン』    

【開催日】【開催日】【開催日】【開催日】    

2012 年6 月27 日（水）定期メンテナンス終了後～

    

【開催内容】【開催内容】【開催内容】【開催内容】    

「獲得アップキャンペーン」、「PG

では、ゲームプレイで獲得出来る経験値と獲得

ンペーン」では、期間中にログインした全ユーザーの中から抽選で

たします。 

 

●『コンチェルトゲート●『コンチェルトゲート●『コンチェルトゲート●『コンチェルトゲート    フォルテ』フォルテ』フォルテ』フォルテ』

【開催日】【開催日】【開催日】【開催日】    

2012 年6 月27 日（水）定期メンテナンス終了後～

    

【開催内容】【開催内容】【開催内容】【開催内容】    

期間中限定で「スクラッチくじ」の販売を行います。

1 回 1,000Gold（ゲーム内マネー）でチャレンジすることができ、「ぷりてぃしょっぷ黒」などの看板ペットや

「アメジスト」などの各種宝石といった、様々なゲーム内アイテムを手に入れることができます！

    

 

日（火）定期メンテナンス終了後～7 月3 日（火）定期メンテナンス開始前

期間中にログインしたユーザーの中から抽選で 10 名様に、100BP（1,000 円相当）をプレゼントいたしま

ラテール』ラテール』ラテール』ラテール』    

定期メンテナンス終了後～7 月11 日（水）定期メンテナンス開始前

回チャレンジ！」イベントを開催いたします。 

本イベントではプレイヤーのみなさまと GM が協力して「ドリスゲーム」を 1,000 回クリアすると、

プレイヤー全員に記念ファッションアイテムをプレゼントいたします！ 

定期メンテナンス終了後～7 月4 日（水）定期メンテナンス開始前

PG プレゼントキャンペーン」を開催いたします。「獲得アップキャンペーン」

ゲームプレイで獲得出来る経験値と獲得 PG がなんと 40％もアップ！ さらに、「

ンペーン」では、期間中にログインした全ユーザーの中から抽選で 1,000 名様に 10,000PG

フォルテ』フォルテ』フォルテ』フォルテ』    

日（水）定期メンテナンス終了後～7 月4 日（水）定期メンテナンス開始前

期間中限定で「スクラッチくじ」の販売を行います。 

（ゲーム内マネー）でチャレンジすることができ、「ぷりてぃしょっぷ黒」などの看板ペットや

「アメジスト」などの各種宝石といった、様々なゲーム内アイテムを手に入れることができます！

        

日（火）定期メンテナンス開始前 

円相当）をプレゼントいたしま

日（水）定期メンテナンス開始前 

回クリアすると、 

日（水）定期メンテナンス開始前 

プレゼントキャンペーン」を開催いたします。「獲得アップキャンペーン」

さらに、「PG プレゼントキャ

10,000PG をプレゼントい

日（水）定期メンテナンス開始前 

（ゲーム内マネー）でチャレンジすることができ、「ぷりてぃしょっぷ黒」などの看板ペットや

「アメジスト」などの各種宝石といった、様々なゲーム内アイテムを手に入れることができます！ 



    

●『メビウスオンライン』●『メビウスオンライン』●『メビウスオンライン』●『メビウスオンライン』    

【開催日】【開催日】【開催日】【開催日】    

2012 年6 月28 日（木）定期メンテナンス終了後～

    

【開催内容】【開催内容】【開催内容】【開催内容】    

「1,000 万Gold みんなで山分け！」キャンペーン、「新規登録で

ンペーンを開催いたします。 

「1,000万Goldみんなで山分け！」キャンペーンでは、期間中にログインしたユーザー全員に

を山分けしてプレゼント！  

また、「新規登録で 1,000 円相当のアイテムプレゼント！」キャンペーンでは、期間中に新規登録を行った

ユーザー全員に、「消耗品セット一式」など

 

●『●『●『●『THETHETHETHE    SHOGUNSHOGUNSHOGUNSHOGUN』』』』    

【開【開【開【開催日】催日】催日】催日】    

2012 年6 月29 日（火）21：00 ～

 

【開催内容】【開催内容】【開催内容】【開催内容】    

期間中、SHOGUN をプレイしたユーザー全員にもれなく

プレゼントいたします！ 

※限定SR 武将カードは、ゲーム内のクエストを受諾することでお受け取りいただけます。

    

●『わグルま！』●『わグルま！』●『わグルま！』●『わグルま！』    

【開催日】【開催日】【開催日】【開催日】    

2012 年6 月29 日（金）定期メンテナンス終了後～

    

【開催内容】【開催内容】【開催内容】【開催内容】    

「まおうのおふれ」イベントを開催いたします。

ト分集めることで、報酬としてゲーム内アイテムをプレゼント！

※Yahoo！mobage、ハンゲームのみでの実施となります。ご注意ください。

    

●『●『●『●『WizardryWizardryWizardryWizardry    OnlineOnlineOnlineOnline』』』』    

【開催日】【開催日】【開催日】【開催日】    

2012 年6 月26 日（火）定期メンテナンス終了後～

    

【開催内容】【開催内容】【開催内容】【開催内容】    

「1等1,000万Goldが当たる期間限定くじ」を実施いたします。

引くことができます。1等はなんと

だくさん！ 

 

 

定期メンテナンス終了後～7 月26 日（木）定期メンテナンス開始前

みんなで山分け！」キャンペーン、「新規登録で 1,000 円相当のアイテムプレゼント！」キャ

みんなで山分け！」キャンペーンでは、期間中にログインしたユーザー全員に

円相当のアイテムプレゼント！」キャンペーンでは、期間中に新規登録を行った

ユーザー全員に、「消耗品セット一式」など 1,000 円相当のゲーム内アイテムをプレゼントいたします。

～ 第四陣終了まで 

ユーザー全員にもれなく限定SR 武将カード「石川千万右衛門」を

武将カードは、ゲーム内のクエストを受諾することでお受け取りいただけます。

定期メンテナンス終了後～7 月5 日（木）定期メンテナンス開始前

「まおうのおふれ」イベントを開催いたします。本イベントでは、期間中に「赤雲斗」を1,000

ト分集めることで、報酬としてゲーム内アイテムをプレゼント！ 

、ハンゲームのみでの実施となります。ご注意ください。 

）定期メンテナンス終了後～7 月10 日（火）定期メンテナンス開始前

が当たる期間限定くじ」を実施いたします。1日1回、ログインするごとに

等はなんと1,000万Gold！（ゲーム内マネー） その他にもゲーム内アイテムが盛り

  

日（木）定期メンテナンス開始前 

円相当のアイテムプレゼント！」キャ

みんなで山分け！」キャンペーンでは、期間中にログインしたユーザー全員に1,000万Gold

円相当のアイテムプレゼント！」キャンペーンでは、期間中に新規登録を行った

円相当のゲーム内アイテムをプレゼントいたします。 

武将カード「石川千万右衛門」を 

武将カードは、ゲーム内のクエストを受諾することでお受け取りいただけます。 

）定期メンテナンス開始前 

1,000万おふれポイン

）定期メンテナンス開始前 

回、ログインするごとに1回くじ引きを

その他にもゲーム内アイテムが盛り



 

●『アルテイルネット』●『アルテイルネット』●『アルテイルネット』●『アルテイルネット』    

【開催日】【開催日】【開催日】【開催日】    

2012 年6 月25 日（月）定期メンテナンス終了後～

    

【開催内容】【開催内容】【開催内容】【開催内容】    

期間中限定で「千戦万勝の淑女」

淑女」アバターは今回のイベントの限定アイテムとなります。

 

●『●『●『●『LivlyIslandLivlyIslandLivlyIslandLivlyIsland    CORCORCORCOR』』』』 

【開催日】【開催日】【開催日】【開催日】    

2012 年6 月26 日（火）定期メンテナンス終了後～

    

【開催内容】【開催内容】【開催内容】【開催内容】    

期間中限定で GP1,000 万人登録を記念した帽子

販売いたします。(※本イベントの限定アイテムとなります。

 

●『お宝発掘●『お宝発掘●『お宝発掘●『お宝発掘    ホリキング』ホリキング』ホリキング』ホリキング』    

【開催日】【開催日】【開催日】【開催日】    

2012 年6 月28 日（木）定期メンテナンス終了後～

    

【開催内容】【開催内容】【開催内容】【開催内容】    

期間中限定で「スペシャル1,000万人突破記念ガチャ箱」の販売を行います。

ネー)でチャレンジすることができ

 

 

日（月）定期メンテナンス終了後～7 月2 日（木）定期メンテナンス開始前

」アバターを 10FM（ゲーム内マネー）にて販売いたします。「千戦万勝の

淑女」アバターは今回のイベントの限定アイテムとなります。 

日（火）定期メンテナンス終了後～7 月9 日（月） 

万人登録を記念した帽子3 点を各100 円（ゲーム内マネーで 1,000YM

本イベントの限定アイテムとなります。) 

日（木）定期メンテナンス終了後～7 月5 日（木）定期メンテナンス開始前

万人突破記念ガチャ箱」の販売を行います。1回1,000Gmeteo(

でチャレンジすることができ、様々な衣装アイテムを手に入れることができます！

    
  

日（木）定期メンテナンス開始前 

（ゲーム内マネー）にて販売いたします。「千戦万勝の

1,000YM）にて 

日（木）定期メンテナンス開始前 

1,000Gmeteo(ゲーム内マ

、様々な衣装アイテムを手に入れることができます！ 



株式会社ゲームポットについて株式会社ゲームポットについて株式会社ゲームポットについて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、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。

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    

CABAL ONLINE 

ペーパーマン 

トキメキファンタジー ラテール 

ファンタジーアース ゼロ 

コンチェルトゲート フォルテ 

ブラウザ封神演義 

メビウスオンライン 

Livly Island COR 

アヴァロンの鍵ONLINE 

アルテイルネット 

Wizardry Online 

THE SHOGUN 

お宝発掘 ホリキング 

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 

童話スピリッツ    

狩りとも 

Alteil バトル RPG 

ネイビーウォーズ 

わグルま！    

ワイルドレーシング MAX 

バトルゴルフ パンヤ 

童話スピリッツ（R）-魔法のﾄﾗﾝﾌﾟ- 

ゾンビハンターズ by 狩りとも 

ラテール イリス物語 

特殊戦隊クロニクル 

戦姫★クライシス＠アクエリアンエイジ

星戦サザンクロス 

ゆるロボ製作所 

 

 

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

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/ ） 

http://www.pangya.jp/    

http://www.cabal.jp/ 

http://www.paperman.jp/ 

http://www.latale.jp/ 

http://www.fezero.jp/ 

http://www.cgf.jp/ 

http://buraho.jp/ 

http://mebius-online.jp/ 

http://www.livly.com/ 

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

http://www.alteil.jp/ 

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

http://www.theshogun.jp/ 

http://horiking.jp/entrance/ 

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

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

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

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

http://www.waguruma.jp/ 

http://company.gamepot.co.jp/special/wrmax/ 

http://company.gamepot.co.jp/special/battlegolfpangya/

 http://company.gamepot.co.jp/special/douwa2/ 

http://company.gamepot.co.jp/special/zombie 

http://www.latale.jp/smartphone/index.html 

http://tksc.docs.social-games.jp/support/gp_tksc/index.html

戦姫★クライシス＠アクエリアンエイジ http://company.gamepot.co.jp/special/senki/ 

http://company.gamepot.co.jp/special/southerncross/

http://company.gamepot.co.jp/social/yururobo/ 

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

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

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

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

http://company.gamepot.co.jp/special/battlegolfpangya/ 

 

games.jp/support/gp_tksc/index.html 

http://company.gamepot.co.jp/special/southerncross/ 

 


