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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』本日本日本日本日

新キャラクター「スピカ」をはじめ、様々な新コンテンツが登場！新キャラクター「スピカ」をはじめ、様々な新コンテンツが登場！新キャラクター「スピカ」をはじめ、様々な新コンテンツが登場！新キャラクター「スピカ」をはじめ、様々な新コンテンツが登場！

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：

以下ゲームポット）は、Windows®

メンテナンスにてアップデートを行います。

大型大型大型大型

本日12月26日（水）定期メンテナンス終了後より

「Pangya Challenges」では下記の新要素が盛りだくさん！

 

●●●●新キャラクター「スピカ」新キャラクター「スピカ」新キャラクター「スピカ」新キャラクター「スピカ」登場登場登場登場    

2010 年に登場した「ネル」に続き、

外惑星「ゼファー」からパンヤ島にやってきた彼女はちょっと気が強いけれど、表情やモーションがとって

もキュートな女の子です。 

彼女の登場でパンヤのプレイにも幅が広がること間違いなし！

 

さらに本日より「ガチャッとポンタ」

す。 

【登場レアアイテム一覧】【登場レアアイテム一覧】【登場レアアイテム一覧】【登場レアアイテム一覧】    

・スピカボイスクラブセット 

・シルビアフォースセット（スピカ）

・エルフの耳・シルフの耳セット（スピカ）

・妖精の羽(スピカ) 

・プラチナブラック(スピカ) 

 

ぜひこのアイテムを手に入れて、スピカとともにパンヤ島を駆け巡ってみてはいかがでしょうか。
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本日本日本日本日 12121212 月月月月 26262626 日（水日（水日（水日（水））））大型大型大型大型アップデート「アップデート「アップデート「アップデート「Pangya Pangya Pangya Pangya ChallengesChallengesChallengesChallenges

新キャラクター「スピカ」をはじめ、様々な新コンテンツが登場！新キャラクター「スピカ」をはじめ、様々な新コンテンツが登場！新キャラクター「スピカ」をはじめ、様々な新コンテンツが登場！新キャラクター「スピカ」をはじめ、様々な新コンテンツが登場！

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：

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。 

    

大型大型大型大型アップデートアップデートアップデートアップデート「「「「Pangya Pangya Pangya Pangya ChallnegesChallnegesChallnegesChallneges」」」」実装実装実装実装！！！！    

）定期メンテナンス終了後より新アップデート「Pangya Challenges」

では下記の新要素が盛りだくさん！ この機会にぜひお楽しみください。

    

年に登場した「ネル」に続き、2 年ぶりに実装となる新キャラクター「スピカ」が登場

外惑星「ゼファー」からパンヤ島にやってきた彼女はちょっと気が強いけれど、表情やモーションがとって

彼女の登場でパンヤのプレイにも幅が広がること間違いなし！ 

「ガチャッとポンタ」から、彼女でプレイするためにお役立ちのレアアイテムが登場

シルビアフォースセット（スピカ） 

エルフの耳・シルフの耳セット（スピカ） 

このアイテムを手に入れて、スピカとともにパンヤ島を駆け巡ってみてはいかがでしょうか。
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株式会社ゲームポット 

http://www.gamepot.co.jp/） 

ChallengesChallengesChallengesChallenges」」」」実装！実装！実装！実装！    

新キャラクター「スピカ」をはじめ、様々な新コンテンツが登場！新キャラクター「スピカ」をはじめ、様々な新コンテンツが登場！新キャラクター「スピカ」をはじめ、様々な新コンテンツが登場！新キャラクター「スピカ」をはじめ、様々な新コンテンツが登場！    

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：植田修平、

において、12 月 26 日（水）

 

」を実装いたします。

この機会にぜひお楽しみください。 

年ぶりに実装となる新キャラクター「スピカ」が登場いたします！ 

外惑星「ゼファー」からパンヤ島にやってきた彼女はちょっと気が強いけれど、表情やモーションがとって

ためにお役立ちのレアアイテムが登場いたしま

このアイテムを手に入れて、スピカとともにパンヤ島を駆け巡ってみてはいかがでしょうか。 



 

 

 

●●●●『『『『やりこみパンヤやりこみパンヤやりこみパンヤやりこみパンヤ』』』』登場登場登場登場    

「Pangya Challenges」では新コンテンツ

 

このコンテンツは、用意された様々なミッションをクリアしていく

ミッションは 135 種類、全部合わせると

キャラクターに関わるものやコース、アイテムなど幅広く

とが可能に！！ 

 

また、このミッションをクリアすると、ここでしか手に入らない「アーティファクト」を手に入れることができま

す。 

「アーティファクト」はその名の通り『アーティファクトシステム』で使うことのできるアイテム。

『アーティファクトシステム』の詳細は

 

 

 

 

コンテンツ『やりこみパンヤ』が登場いたします。 

様々なミッションをクリアしていくものとなります。 

種類、全部合わせると 1000 個以上！ 

キャラクターに関わるものやコース、アイテムなど幅広く用意されているので、色々な楽しみ方を増やすこ

また、このミッションをクリアすると、ここでしか手に入らない「アーティファクト」を手に入れることができま

「アーティファクト」はその名の通り『アーティファクトシステム』で使うことのできるアイテム。

詳細は後述する項目をご覧ください。 

 

 

 

用意されているので、色々な楽しみ方を増やすこ

また、このミッションをクリアすると、ここでしか手に入らない「アーティファクト」を手に入れることができま

「アーティファクト」はその名の通り『アーティファクトシステム』で使うことのできるアイテム。 

 



 
●●●●『デイリークエスト』登場『デイリークエスト』登場『デイリークエスト』登場『デイリークエスト』登場    

「Pangya Challenges」では新コンテンツ『デイリークエスト』

 

毎日更新されるクエストをクリアすると、

クリアするたびにスペシャルな報酬「デイリークエストボックス」も

 

「デイリークエストボックス」からは、「時間のかけら」をはじめとした豪華アイテムが出現することがある

で、たくさんクエストをクリアして、アイテムを手に入れてみてください！

 

    

    

●●●●『アーティファクトシステム』登場『アーティファクトシステム』登場『アーティファクトシステム』登場『アーティファクトシステム』登場

「Pangya Challenges」では新システム『アーティファクトシステム』

 

『やりこみパンヤ』で手に入れた「アーティファクト」を使っていつものルームに様々な効果をつけることが

できます。例えば 『風速9ｍが発生しないルーム』

は様々！ 

 

「アーティファクト」は永久所有型だから、

色々な「アーティファクト」を手に入れ

 

    

    

 

コンテンツ『デイリークエスト』が登場いたします。 

クエストをクリアすると、色々なアイテムが手に入ります。さらに、デイリークエストを

クリアするたびにスペシャルな報酬「デイリークエストボックス」も手に入れることができます。

「デイリークエストボックス」からは、「時間のかけら」をはじめとした豪華アイテムが出現することがある

で、たくさんクエストをクリアして、アイテムを手に入れてみてください！ 

 

『アーティファクトシステム』登場『アーティファクトシステム』登場『アーティファクトシステム』登場『アーティファクトシステム』登場    

新システム『アーティファクトシステム』が登場いたします。 

『やりこみパンヤ』で手に入れた「アーティファクト」を使っていつものルームに様々な効果をつけることが

ｍが発生しないルーム』 『ドロップアイテムが+1 個されるルーム』

「アーティファクト」は永久所有型だから、一度手に入れれば何度でも使うことができる優れもの

色々な「アーティファクト」を手に入れて、有利にパンヤをプレイしてみてはいかがでしょうか。

 

        

さらに、デイリークエストを 10 回

手に入れることができます。 

「デイリークエストボックス」からは、「時間のかけら」をはじめとした豪華アイテムが出現することがあるの

 

『やりこみパンヤ』で手に入れた「アーティファクト」を使っていつものルームに様々な効果をつけることが

個されるルーム』 など、効果

優れものです。 

してみてはいかがでしょうか。 

 



 
    

●●●●『ロロのカード合成屋』『ロロのカード合成屋』『ロロのカード合成屋』『ロロのカード合成屋』登場登場登場登場    

「Pangya Challenges」では新システム『ロロのカード合成屋』

 

このシステムでは、あまったカードを使ってカードを合成することができ

ランダムで獲得できます。 

 

合成に使用したカードの種別、レアリティによって新たに獲得できるカードのレアリティが変わります。

 

マイルームに眠っているカードを合成して、より価値のあるカードに生まれ変わらせましょう！

 

    

    

●●●●アップデート記念イベント「アップデート記念イベント「アップデート記念イベント「アップデート記念イベント「星を集めてアイテムゲット！星を集めてアイテムゲット！星を集めてアイテムゲット！星を集めてアイテムゲット！

【【【【星ドロップ期間星ドロップ期間星ドロップ期間星ドロップ期間】】】】    

2012 年12 月13 日（木）メンテナンス終了

【【【【アイテム交換期間アイテム交換期間アイテム交換期間アイテム交換期間】】】】    

2012 年12 月13 日（木）メンテナンス終了

 

各コースからドロップする星を集めると、イベントページに表示された星マークが埋まっていきます。

それぞれのアイテムの規定数に達すると、新キャラ「スピカ」をはじめ、彼女に関係した豪華アイテムがも

らえます！ 

 

イベントは前半戦と後半戦に分かれていますので、初めにスタートダッシュするもよし、あとからのんびり

集めるもよし！ 

年末年始はガッツリパンヤを楽しみましょう

 

 

新システム『ロロのカード合成屋』が登場いたします。 

あまったカードを使ってカードを合成することができ、合成すると、新たにカードを

合成に使用したカードの種別、レアリティによって新たに獲得できるカードのレアリティが変わります。

マイルームに眠っているカードを合成して、より価値のあるカードに生まれ変わらせましょう！

 

星を集めてアイテムゲット！星を集めてアイテムゲット！星を集めてアイテムゲット！星を集めてアイテムゲット！」開催！」開催！」開催！」開催！ 

日（木）メンテナンス終了後～ 2013 年1 月10 日（木）メンテナンス開始

日（木）メンテナンス終了後～ 2013 年1 月17 日（木）メンテナンス開始

各コースからドロップする星を集めると、イベントページに表示された星マークが埋まっていきます。

それぞれのアイテムの規定数に達すると、新キャラ「スピカ」をはじめ、彼女に関係した豪華アイテムがも

イベントは前半戦と後半戦に分かれていますので、初めにスタートダッシュするもよし、あとからのんびり

年末年始はガッツリパンヤを楽しみましょう！ 

合成すると、新たにカードを 1 枚

合成に使用したカードの種別、レアリティによって新たに獲得できるカードのレアリティが変わります。 

マイルームに眠っているカードを合成して、より価値のあるカードに生まれ変わらせましょう！ 

 

日（木）メンテナンス開始前 

日（木）メンテナンス開始前 

各コースからドロップする星を集めると、イベントページに表示された星マークが埋まっていきます。 

それぞれのアイテムの規定数に達すると、新キャラ「スピカ」をはじめ、彼女に関係した豪華アイテムがも

イベントは前半戦と後半戦に分かれていますので、初めにスタートダッシュするもよし、あとからのんびり



 

    

    

その他アップデートの詳細に関しましては、その他アップデートの詳細に関しましては、その他アップデートの詳細に関しましては、その他アップデートの詳細に関しましては、

http://www.pangya.jp/event/201212_pangya_challenges/http://www.pangya.jp/event/201212_pangya_challenges/http://www.pangya.jp/event/201212_pangya_challenges/http://www.pangya.jp/event/201212_pangya_challenges/

    

    

 

 

その他アップデートの詳細に関しましては、その他アップデートの詳細に関しましては、その他アップデートの詳細に関しましては、その他アップデートの詳細に関しましては、    

下記特設サイトをご覧ください。下記特設サイトをご覧ください。下記特設サイトをご覧ください。下記特設サイトをご覧ください。    

http://www.pangya.jp/event/201212_pangya_challenges/http://www.pangya.jp/event/201212_pangya_challenges/http://www.pangya.jp/event/201212_pangya_challenges/http://www.pangya.jp/event/201212_pangya_challenges/    

    

        



 
    

【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。

 

 

    

(c)2004 Ntreev Soft Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Pangya is registered trademark of Ntreev Soft Co.,Ltd

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

 

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

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

 

 



 
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

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    

Wizardry Online 

トキメキファンタジー ラテール 

スカッとゴルフ パンヤ    

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 

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/

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

http://www.latale.jp/ 

http://www.pangya.jp/    

http://www.cabal.jp/ 

http://www.paperman.jp/ 

http://www.fezero.jp/ 

http://www.cgf.jp/ 

http://mebius-online.jp/ 

http://www.trickster.jp/ 

http://www.theshogun.jp/ 

http://www.livly.com/ 

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

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

http://www.gamepot.co.jp/ ） 

games.jp/support/gp_tksc/index.html 


