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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    パンヤ』パンヤ』パンヤ』パンヤ』

さらにさらにさらにさらにハロウィンイベント・チャージキャンペーン開催ハロウィンイベント・チャージキャンペーン開催ハロウィンイベント・チャージキャンペーン開催ハロウィンイベント・チャージキャンペーン開催

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：

以下ゲームポット）は、Windows®

メンテナンス終了後よりアップデートを行います。

 

ガチャッとポンタに新レアアイテム「ガチャッとポンタに新レアアイテム「ガチャッとポンタに新レアアイテム「ガチャッとポンタに新レアアイテム「

10 月 25 日（木）定期メンテナンス終了

が登場いたします！ 

本アイテムはそれぞれ 1 体ずつ

 

サラマンダーサラマンダーサラマンダーサラマンダー    

一定確率でパンヤゾーン増加 

ティーショットのパンヤショット成功時に

すべてのステータスが+1 

 

シルフィードシルフィードシルフィードシルフィード    

一定確率でパンヤゾーン増加 

ティーショットのパンヤショット成功時に

初期コンボゲージ+22 

 

それぞれの精霊を状況に応じて使い分けると

ちを手に入れて、広がったプレイスタイルを試してみてください！

 

平成

会 社 名 株式会社ゲームポット

（URL http://www.gamepot.co.jp/

 

パンヤ』パンヤ』パンヤ』パンヤ』ガチャッとポンタに新アイテム「ガチャッとポンタに新アイテム「ガチャッとポンタに新アイテム「ガチャッとポンタに新アイテム「四精霊マスコット四精霊マスコット四精霊マスコット四精霊マスコット

ハロウィンイベント・チャージキャンペーン開催ハロウィンイベント・チャージキャンペーン開催ハロウィンイベント・チャージキャンペーン開催ハロウィンイベント・チャージキャンペーン開催！！！！    

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：

Windows®用オンラインゲーム『スカッとゴルフ パンヤ』において、

アップデートを行います。 

ガチャッとポンタに新レアアイテム「ガチャッとポンタに新レアアイテム「ガチャッとポンタに新レアアイテム「ガチャッとポンタに新レアアイテム「四精霊のマスコット四精霊のマスコット四精霊のマスコット四精霊のマスコット」登場！」登場！」登場！」登場！    

日（木）定期メンテナンス終了後より、ガチャッとポンタに新レアアイテム「四精霊のマスコット

体ずつ登場し、能力もそれぞれ違ったものを持っています。

ウンディーネウンディーネウンディーネウンディーネ    

一定確率でパンヤゾーン増加 

ティーショットのパンヤショット成功時に 10ＰP 付与 ティーショットのパンヤショット成功時に

アイテム、パワーショット使用時コンボゲージ増加

 

ノームノームノームノーム    

一定確率でパンヤゾーン増加 

ティーショットのパンヤショット成功時に 10ＰP 付与 ティーショットのパンヤショット成功時に

パンヤショット成功時コンボゲージ増加

それぞれの精霊を状況に応じて使い分けるとプレイのスタイルが広がります。強力な能力をもつ精霊た

ちを手に入れて、広がったプレイスタイルを試してみてください！ 
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四精霊マスコット四精霊マスコット四精霊マスコット四精霊マスコット」登場」登場」登場」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：植田修平、

において、10 月 25 日（木）

    

 

四精霊のマスコット」

能力もそれぞれ違ったものを持っています。 

 

ティーショットのパンヤショット成功時に 10ＰP 付与 

アイテム、パワーショット使用時コンボゲージ増加 

 

ティーショットのパンヤショット成功時に 10ＰP 付与 

パンヤショット成功時コンボゲージ増加 

のスタイルが広がります。強力な能力をもつ精霊た



 

あのクラブセットを手に入れよう！オータムチャージキャンペーン開催！あのクラブセットを手に入れよう！オータムチャージキャンペーン開催！あのクラブセットを手に入れよう！オータムチャージキャンペーン開催！あのクラブセットを手に入れよう！オータムチャージキャンペーン開催！

 本日10月25日（木）定期メンテナンス終了後から

オータムチャージキャンペーンを開催いたします。

 キャンペーン期間中に 500CP チャージするごとに、下記のアイテムから好きなもの

ができます。 

 

◆交換アイテム一覧◆ 

おはなクラブセット 

太鼓クラブセット 

 

 

 

    

    

あのクラブセットを手に入れよう！オータムチャージキャンペーン開催！あのクラブセットを手に入れよう！オータムチャージキャンペーン開催！あのクラブセットを手に入れよう！オータムチャージキャンペーン開催！あのクラブセットを手に入れよう！オータムチャージキャンペーン開催！

日（木）定期メンテナンス終了後から11月8日（木）定期メンテナンス開始前までの期間中、

オータムチャージキャンペーンを開催いたします。 

チャージするごとに、下記のアイテムから好きなもの 1

パワー +10/スロット+5 

コントロール +6/スロット+6 

正確度 +3/スロット+6 

スピン +2/スロット+3 

カーブ +2/スロット+2 

パワー +10/スロット+5 

コントロール +6/スロット+6 

正確度 +3/スロット+6 

 

 

あのクラブセットを手に入れよう！オータムチャージキャンペーン開催！あのクラブセットを手に入れよう！オータムチャージキャンペーン開催！あのクラブセットを手に入れよう！オータムチャージキャンペーン開催！あのクラブセットを手に入れよう！オータムチャージキャンペーン開催！    

 

日（木）定期メンテナンス開始前までの期間中、

1 つと交換すること



 

ガチャ抽選補助券10 枚 

※交換はそれぞれ 1 回までとなります

 

「おはなクラブセット」と「太鼓クラブセット」は、

WizCity 前夜祭～」に来場された方のみが手に入れることができたクラブセット

「おはなクラブセット」はパンヤショット時に様々なお花が咲き乱れるロゴが登場し

はショット時に太鼓の音が鳴るなど、どちら

レアなクラブセットを手に入れることができる

 

 

 

 

スピン +2/スロット+3 

カーブ +2/スロット+2 

10 枚でガチャッとポンタが 1 回遊べます。

回までとなります 

「おはなクラブセット」と「太鼓クラブセット」は、2011 年に開催したオフラインイベント「パンヤパーティ～

前夜祭～」に来場された方のみが手に入れることができたクラブセットです。 

「おはなクラブセット」はパンヤショット時に様々なお花が咲き乱れるロゴが登場し、「太鼓クラブセット」

はショット時に太鼓の音が鳴るなど、どちらも一味違ったクラブセットになっています。 

レアなクラブセットを手に入れることができる大チャンスです！ どうぞお見逃しなく！

 

 

  

回遊べます。 

年に開催したオフラインイベント「パンヤパーティ～

 

「太鼓クラブセット」

 

どうぞお見逃しなく！ 

 

 



 
Trick or TreatTrick or TreatTrick or TreatTrick or Treat

 本日10月25日（木）定期メンテナンス終了後から

ハロウィンイベントを開催いたします。

 各コースでドロップする 4 種のアイテムをマジックボックスで合成

ボックス」を手に入れることができます。

をはじめ様々なハロウィンに関するアイテムがぎっしりつまっています！

さらに、本イベントから新アイテム「くっつきファントム」も登場！

その姿が消えたり現れたりする、ハロウィンらしいとても不思議な装備です。

 ぜひ、『スカッとゴルフ パンヤ』

 

    

    

 

Trick or TreatTrick or TreatTrick or TreatTrick or Treat！ハロウィンイベント開催！！！ハロウィンイベント開催！！！ハロウィンイベント開催！！！ハロウィンイベント開催！！    

日（木）定期メンテナンス終了後から11月8日（木）定期メンテナンス開始前までの期間中、

ハロウィンイベントを開催いたします。 

種のアイテムをマジックボックスで合成することにより、「2012

手に入れることができます。「2012 ハロウィンギフトボックス」の中には「ハロウィンクラブセット」

をはじめ様々なハロウィンに関するアイテムがぎっしりつまっています！ 

さらに、本イベントから新アイテム「くっつきファントム」も登場！ 複数の能力値を持ったこのアイテムは、

その姿が消えたり現れたりする、ハロウィンらしいとても不思議な装備です。 

パンヤ』で今年のハロウィンをお楽しみください！ 

 

 

        

 

日（木）定期メンテナンス開始前までの期間中、

2012 ハロウィンギフト

の中には「ハロウィンクラブセット」

複数の能力値を持ったこのアイテムは、

 

 



 
【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。

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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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
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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。

（ 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    

スカッとゴルフ パンヤ 

Wizardry Online 

トキメキファンタジー ラテール 

CABAL ONLINE 

ペーパーマン 

ファンタジーアース ゼロ 

コンチェルトゲート フォルテ 

メビウスオンライン 

トリックスター 

お宝発掘 ホリキング 

THE SHOGUN 

Livly Island COR 

幕末魂 

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（R）-魔法のﾄﾗﾝﾌﾟ-

狩りとも 

ゾンビハンターズ by 狩りとも 

わグルま！    

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

萌妖★クライシス 

ラテール イリス物語 

蒼穹ドラゴンギルド 

スマートフォンアプリスマートフォンアプリスマートフォンアプリスマートフォンアプリ 

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

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

http://horiking.jp/ 
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http://bakuspirits.jp/ 

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

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

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

http://www.waguruma.jp/ 

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/moeyou/

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

http://pf.mbga.jp/12010535 

http://yururobo.jp 

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

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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