
 

各位 

MobageMobageMobageMobage 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

～初回無料～初回無料～初回無料～初回無料

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

平 以下ゲームポット）は、「Mobage 

『狩りとも』において、株式会社アニプレックス（本社：

窓口の人気ＴＶアニメ『魔法少女まどかマギカ

 

 

 

 

 

 

 

2012 年7 月13 日（金）11：00 から

カガチャ」が登場いたします。 

「魔法少女まどかマギカガチャ

さやか（2 種類）」「佐倉 杏子（2 種類）」、

ユニット（キャラクター）には「時間停止

わかるスキルを実装しています。

さらに、同期間内に、「魔女」がレイド

ニットが持つスキルは効果が異なる

観と連動して遊ぶことができます

 

是非、この機会に『狩りとも』をお楽しみ下さい。

 

（（*）詳細に関しましては、『狩りとも

 

    

    

    

 

平成

会 社 名 株式会社ゲームポット

（URL  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『『『『狩りとも狩りとも狩りとも狩りとも』×』×』×』×『『『『魔法少女まどかマギカ魔法少女まどかマギカ魔法少女まどかマギカ魔法少女まどかマギカ』』』』コラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション

～初回無料～初回無料～初回無料～初回無料！！！！魔法少女まどかマギカガチャ魔法少女まどかマギカガチャ魔法少女まどかマギカガチャ魔法少女まどかマギカガチャが登場が登場が登場が登場～～～～    

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

Mobage （モバゲー）（URL：http://mbga.jp）」にて提供中のソーシャルゲーム

アニプレックス（本社：東京都千代田区、代表取締役：夏目公一朗

魔法少女まどかマギカ』とコラボレーションを開始いたします。 

 

 

から 8 月31 日（金）18：00 の期間中、『狩りとも』内に「魔法少女まどかマギ

ガチャ」は、「鹿目 まどか（2 種類）」「巴 マミ（2 種類）」「暁美 ほむら

種類）」、の全11 種類のラインナップです。 

時間停止」や「ティロ・フィナーレ」など、ＴＶアニメのキャラクター

実装しています。 

期間内に、「魔女」がレイドモンスターとして登場するイベントを実施します（

ニットが持つスキルは効果が異なるため、ソーシャルゲームを初めてプレイする人でも

観と連動して遊ぶことができます。 

をお楽しみ下さい。 

狩りとも』内キャンペーンページをご覧ください。） 

 

 

 

平成24 年7 月13 日 

株式会社ゲームポット 

http://www.gamepot.co.jp/ ） 

コラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション開始開始開始開始        

    

代表取締役社長：植田 修

）」にて提供中のソーシャルゲーム

夏目公一朗）が版権

 

魔法少女まどかマギ

ほむら（3 種類）」「美樹 

キャラクターの特徴が

として登場するイベントを実施します（*）。それぞれのユ

でもＴＶアニメの世界
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▼▼▼▼期間期間期間期間      

2012 年7 月13 日（金）11：00 

 

▼▼▼▼概要概要概要概要            

上記期間限定で、狩りとも内に「

まどか（2 種類）」「巴 マミ（2 種類

11 種です。 

 

▼▼▼▼価格価格価格価格    

1 回300 モバコイン（税込、初回

    

▼▼▼▼商品商品商品商品    

    

    

    

                

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

＜＜＜＜鹿目鹿目鹿目鹿目    まどかまどかまどかまどか＞＞＞＞    
スキル：スキル：スキル：スキル：傍観傍観傍観傍観    

 

＜＜＜＜鹿目鹿目鹿目鹿目
スキル：スキル：スキル：スキル：

＜＜＜＜暁美暁美暁美暁美    ほむらほむらほむらほむら＞＞＞＞    
スキル：スキル：スキル：スキル：時間停止時間停止時間停止時間停止 

＜＜＜＜美樹美樹美樹美樹    さやかさやかさやかさやか＞＞＞＞    
スキル：スキル：スキル：スキル：スイングスイングスイングスイング 

＜＜＜＜美樹美樹美樹美樹
スキル：スキル：スキル：スキル：

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

魔法少女まどかマギカ魔法少女まどかマギカ魔法少女まどかマギカ魔法少女まどかマギカガチャガチャガチャガチャ詳細詳細詳細詳細    

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ～ 8 月31 日（金）18：00 

上記期間限定で、狩りとも内に「魔法少女まどかマギカガチャ」が登場いたします。

種類）」「暁美 ほむら（3 種類）」「美樹 さやか（2 種類）」「佐倉 杏子

モバコイン（税込、初回無料） 

＜＜＜＜巴巴巴巴    マミマミマミマミ＞＞＞＞    
スキル：スキル：スキル：スキル：拘束魔法拘束魔法拘束魔法拘束魔法    

 

＜＜＜＜暁美暁美暁美暁美    ほむらほむらほむらほむら
スキル：スキル：スキル：スキル：時間操作時間操作時間操作時間操作

 

＜＜＜＜暁美暁美暁美暁美    ほむらほむらほむらほむら////シークレットシークレットシークレットシークレット＞＞＞＞    
スキル：スキル：スキル：スキル：時間遡行時間遡行時間遡行時間遡行 

鹿目鹿目鹿目鹿目    まどかまどかまどかまどか////レアレアレアレア＞＞＞＞    
スキル：スキル：スキル：スキル：薔薇枝の弓矢薔薇枝の弓矢薔薇枝の弓矢薔薇枝の弓矢    

 
スキル：スキル：スキル：スキル：

＜＜＜＜佐倉佐倉佐倉佐倉    杏子杏子杏子杏子＞＞＞＞    
スキル：スキル：スキル：スキル：反転攻勢反転攻勢反転攻勢反転攻勢 

美樹美樹美樹美樹    さやかさやかさやかさやか////レアレアレアレア＞＞＞＞    
スキル：スキル：スキル：スキル：治癒魔法治癒魔法治癒魔法治癒魔法 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

。登場するのは「鹿目 

杏子（2 種類）」、の全

ほむらほむらほむらほむら////レアレアレアレア＞＞＞＞    
時間操作時間操作時間操作時間操作    
 

＜＜＜＜巴巴巴巴    マミマミマミマミ////レアレアレアレア＞＞＞＞    
スキル：スキル：スキル：スキル：ティロ・フィナーレティロ・フィナーレティロ・フィナーレティロ・フィナーレ    

 

＜＜＜＜佐倉佐倉佐倉佐倉    杏子杏子杏子杏子////レアレアレアレア＞＞＞＞    
スキル：スキル：スキル：スキル：縦横無尽縦横無尽縦横無尽縦横無尽 
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『狩りとも』とは、「巨大モンスター

巨大モンスターと戦い、最高のハンターランクを目指すソーシャル

プレイヤーはハンター部隊の隊長となり、ユニットと呼ばれる部隊を集め、モンスターを討伐します

ニットは合成できることが特徴で、見た目が変化するクラスチェンジの組み合わせは

り、会員数は 65 万人を突破しました

    

■■■■    基本情報基本情報基本情報基本情報    

・ タイトル： 『狩りとも』 

・ 提供開始日： 2011 年5 月12日

・ 利用料金： 基本プレイ無料、アイテム課金制

・ URL：http://pf.mbga.jp/12004264

     http://sp.pf.mbga.jp/12004264

・ 対応機種： docomo/au/SoftBank

・ 利用条件： 「Mobage」への無料会員登録後、利用可能

 

 

Inc, All rights Reserved. 
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『狩りとも』『狩りとも』『狩りとも』『狩りとも』    概要概要概要概要    

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

『狩りとも』とは、「巨大モンスター VS 僕達全員」をコンセプトに、他プレイヤーたちと協力して

巨大モンスターと戦い、最高のハンターランクを目指すソーシャル RPG です。 

プレイヤーはハンター部隊の隊長となり、ユニットと呼ばれる部隊を集め、モンスターを討伐します

ニットは合成できることが特徴で、見た目が変化するクラスチェンジの組み合わせは 4

万人を突破しました。 

日(木) 

基本プレイ無料、アイテム課金制 

http://pf.mbga.jp/12004264（フィーチャーフォン版） 

http://sp.pf.mbga.jp/12004264（スマートフォン版） 

docomo/au/SoftBank/AndroidOS/iOS 、FlashLite1.1対応機種（一部対応除く）

」への無料会員登録後、利用可能 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    

僕達全員」をコンセプトに、他プレイヤーたちと協力して 

プレイヤーはハンター部隊の隊長となり、ユニットと呼ばれる部隊を集め、モンスターを討伐します。ユ

45,000 通り以上に上

対応機種（一部対応除く）   



 

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    

THE SHOGUN 

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 

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.theshogun.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://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/ 

 


