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本日本日本日本日 5555 月月月月 10101010 日（金）日（金）日（金）日（金）2222 周年記念アップデート実施！周年記念アップデート実施！周年記念アップデート実施！周年記念アップデート実施！

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 

本日5月10日（金）2周年記念アップデートを行います。さらにこれを記念した「

いたします。 

 

『狩りとも』『狩りとも』『狩りとも』『狩りとも』    祝祝祝祝

5 月12 日（日）『狩りとも』が 2 周年を迎えます

デートを実施いたします。 

お気に入りのユニットをさらに強化させる「

お馴染みのユニットたちがリメイクされ、新たな姿で登場するなど内容盛りだくさん！！

さらに本日5 月10 日（金）18：00

ントを実施いたします。 

この機会にパワーアップした『狩りとも』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/

 

MobageMobageMobageMobage『『『『狩りとも狩りとも狩りとも狩りとも』』』』おかげさまでおかげさまでおかげさまでおかげさまで 2222 周年！！周年！！周年！！周年！！        

周年記念アップデート実施！周年記念アップデート実施！周年記念アップデート実施！周年記念アップデート実施！    さらに記念イベント同時開催！！さらに記念イベント同時開催！！さらに記念イベント同時開催！！さらに記念イベント同時開催！！

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：植田

Mobage （モバゲー）（URL：http://mbga.jp）」にて提供中の

周年記念アップデートを行います。さらにこれを記念した「2周年記念イベント」を開催

祝祝祝祝 2222 周年！周年！周年！周年！    パワーアップした『狩りとも』を楽しもう！！パワーアップした『狩りとも』を楽しもう！！パワーアップした『狩りとも』を楽しもう！！パワーアップした『狩りとも』を楽しもう！！

周年を迎えます。これを記念し、本日5 月10 日（金）に

お気に入りのユニットをさらに強化させる「EX－スキル」の実装や曜日限定デイリーダンジョンの登場、

お馴染みのユニットたちがリメイクされ、新たな姿で登場するなど内容盛りだくさん！！

00 から 5 月23 日（木）18：00 までの期間中、期間限定！

この機会にパワーアップした『狩りとも』をお楽しみください。 

        

平成25 年5 月10 日 
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http://www.gamepot.co.jp/ ） 

さらに記念イベント同時開催！！さらに記念イベント同時開催！！さらに記念イベント同時開催！！さらに記念イベント同時開催！！    

代表取締役社長：植田 修

）」にて提供中の『狩りとも』において、

周年記念イベント」を開催

パワーアップした『狩りとも』を楽しもう！！パワーアップした『狩りとも』を楽しもう！！パワーアップした『狩りとも』を楽しもう！！パワーアップした『狩りとも』を楽しもう！！    

    

に 2 周年記念アップ

－スキル」の実装や曜日限定デイリーダンジョンの登場、

お馴染みのユニットたちがリメイクされ、新たな姿で登場するなど内容盛りだくさん！！ 

までの期間中、期間限定！ 2 周年記念イベ



 

本日5 月10 日（金）18：00 から

します。 

この機会にしか味わえない楽しみ要素満載です。

    

【【【【2222 周年記念イベント内容紹介】周年記念イベント内容紹介】周年記念イベント内容紹介】周年記念イベント内容紹介】    

●●●●2222 周年記念ガチャ登場！！周年記念ガチャ登場！！周年記念ガチャ登場！！周年記念ガチャ登場！！    

本日5 月10 日（金）18：00 から 5

リスペクトガチャから激レアユニットや豪華アイテムが出現するだけでなく、

回に拡大！！ 

ぜひこの機会にリスペクトガチャでお得なアイテムを手に入れよう！

 

 

 

    

 

2222 周年記念イベント同時開周年記念イベント同時開周年記念イベント同時開周年記念イベント同時開催！！催！！催！！催！！    

から 5 月23 日（木）18：00 までの期間中、2 周年記念イベントを同時開催いた

この機会にしか味わえない楽しみ要素満載です。 ぜひチェックしてみてください！ 

    

    

5 月23 日（木）18：00 までの期間中、2 周年記念ガチャを実装いたします。

リスペクトガチャから激レアユニットや豪華アイテムが出現するだけでなく、1日の上限回数を

ぜひこの機会にリスペクトガチャでお得なアイテムを手に入れよう！ 

 

        

    
周年記念イベントを同時開催いた

 

周年記念ガチャを実装いたします。 

日の上限回数を10回から30



 

●●●●デイリーダンジョンに限定ボーナス出現！！デイリーダンジョンに限定ボーナス出現！！デイリーダンジョンに限定ボーナス出現！！デイリーダンジョンに限定ボーナス出現！！

本日5月10日（金）18：00から5月

に限定ボーナスが出現いたします。

今回新たにリニューアルされた強化キャラクターなどをいち早く手に入れるチャンスです。ぜひチェックし

てみてください！ 

 

騎士（男）騎士（男）騎士（男）騎士（男）    
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●●●●デイリーダンジョンにデイリーダンジョンにデイリーダンジョンにデイリーダンジョンに金色に光り輝く金色に光り輝く金色に光り輝く金色に光り輝く

本日5 月10 日（金）18：00 から 5

金色に光り輝く、巨大ヤドガニが登場いたします。

簡単に討伐できる相手ではありませんが、倒すとお得な

ぜひ狩りともと協力して攻撃しよう！

 

 

 

 

    

 

デイリーダンジョンに限定ボーナス出現！！デイリーダンジョンに限定ボーナス出現！！デイリーダンジョンに限定ボーナス出現！！デイリーダンジョンに限定ボーナス出現！！    

月23日（木）18：00までの期間中、新たに実装される「デイリーダンジョン」
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金色に光り輝く金色に光り輝く金色に光り輝く金色に光り輝く「巨大ヤドガニ」「巨大ヤドガニ」「巨大ヤドガニ」「巨大ヤドガニ」登場登場登場登場！！！！！！！！    

5 月23 日（木）18：00 までの期間中、「デイリーダンジョン」にエリア限定で

金色に光り輝く、巨大ヤドガニが登場いたします。 

簡単に討伐できる相手ではありませんが、倒すとお得なプレゼントが・・・！ 

狩りともと協力して攻撃しよう！ 

 

        

までの期間中、新たに実装される「デイリーダンジョン」

今回新たにリニューアルされた強化キャラクターなどをいち早く手に入れるチャンスです。ぜひチェックし
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までの期間中、「デイリーダンジョン」にエリア限定で



 

●●●●2222 周年記念周年記念周年記念周年記念    毎日ログインイベント開催！！毎日ログインイベント開催！！毎日ログインイベント開催！！毎日ログインイベント開催！！

本日5月10日（金）18：00から 5

らえる、2 周年記念 ログインイベントを開催いたします。

初回ログイン時に 22,222 金貨、祈祷のお守り（

らに5月23日（木）18：00まで毎日

トいたします。 

 

 

すでに「狩りとも」をお楽しみ頂いている方もこれからはじめる方もお得なこの機会をぜひご活用くださ

い！！ 

 

 

毎日ログインイベント開催！！毎日ログインイベント開催！！毎日ログインイベント開催！！毎日ログインイベント開催！！    

    
5 月23日（木）18：00までの期間中、ログインするだけで豪華アイテムがも

ログインイベントを開催いたします。 

金貨、祈祷のお守り（2 個）、スキル勲章S クリティカル（2 個）をプレゼント！

まで毎日ログインするたびに、222リスペクトPと2,222金貨を

すでに「狩りとも」をお楽しみ頂いている方もこれからはじめる方もお得なこの機会をぜひご活用くださ

  

までの期間中、ログインするだけで豪華アイテムがも

個）をプレゼント！ さ

金貨を1日1回プレゼン

すでに「狩りとも」をお楽しみ頂いている方もこれからはじめる方もお得なこの機会をぜひご活用くださ
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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。ユ

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 76 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(木

・ 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
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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    
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『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。ユ

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。 
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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 
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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。

（ 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    

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 

トリックスター 

Livly Island COR 

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 

童話スピリッツ（R）-魔法のﾄﾗﾝﾌﾟ-

童話スピリッツ-海と空の島々- 

わグルま！    

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 

ゆるロボ製作所ふぃーばー 

 

 

 

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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http://www.fezero.jp/ 

http://www.cgf.jp/ 
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http://company.gamepot.co.jp/special/douwa3/ 

http://www.waguruma.jp/ 

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

http://pf.mbga.jp/12010535 

http://yururobo.jp 

http://yururobo.jp 
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