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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。

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。
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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。
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