
 

各位 

『『『『狩りとも狩りとも狩りとも狩りとも SPSPSPSP』』』』『劇場版『劇場版『劇場版『劇場版

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

以下ゲームポット）は、iOS および

ス（本社：東京都千代田区、代表取締役：夏目公一朗）が版権窓口の人気

マギカ』とのコラボレーションを本日

    

第一弾第一弾第一弾第一弾の激レアの激レアの激レアの激レアはははは「「「「

 

今回のコラボレーションは、第一弾、第二弾

第一弾は本日7月25日（木）から

18：00 までの期間で、激レアユニットが入れ替わります。本日から始まる第一弾では

が「劇場版 魔法少女まどか☆マギカガチャ」

 

また、明日7月26日(金)より開催予定のコラボレーションイベントでは、

と魔女モンスターに遭遇。  

 『まどか☆マギカ』コラボユニットなら攻撃力が大幅にアップする

ので、週間ランキング上位が狙えます。

さらに魔女を倒すと「グリーフシード」が獲得でき、

コラボ限定アイテムと交換可能です。

もちろん今回のコラボでは、『劇場版

ラクターがガチャユニットとして登場しますので、

い。 

 

▼期間   

� 第一弾：2013 年7 月25 日（

� 第二弾：2013 年8 月15 日（

 

▼概要   

上記期間限定で、狩りともSP内に「劇場版

のは「鹿目 まどか（2種類）」「巴 

（2 種類）」に加え、それぞれの期間で

 

▼価格 

コラボガチャチケット x1 350

コラボガチャチケット x5 1

コラボガチャチケット x10 3

 

 

 

平成

会社名 株式会社ゲームポット

代表者 代表取締役社長

（URL  http://www.gamepot.co.jp/

 

『劇場版『劇場版『劇場版『劇場版    魔法少女まどか☆マギカ』とのコラボを開始！魔法少女まどか☆マギカ』とのコラボを開始！魔法少女まどか☆マギカ』とのコラボを開始！魔法少女まどか☆マギカ』とのコラボを開始！

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

および Android 端末向けアプリ『狩りとも SP』において、株式会社アニプレック

ス（本社：東京都千代田区、代表取締役：夏目公一朗）が版権窓口の人気作品『劇場版 

本日7 月25 日（木）より開始いたします。 

「「「「ほむら最終回ほむら最終回ほむら最終回ほむら最終回VerVerVerVer」」」」！！！！    魔法少女たちと一緒に「魔女」を討伐！魔法少女たちと一緒に「魔女」を討伐！魔法少女たちと一緒に「魔女」を討伐！魔法少女たちと一緒に「魔女」を討伐！

は、第一弾、第二弾の 2 回に分けて実施いたします。 

日（木）から8月15日（木）18：00、第二弾は8月15日（木）18：00

までの期間で、激レアユニットが入れ替わります。本日から始まる第一弾では「暁美

魔法少女まどか☆マギカガチャ」に登場！ 

より開催予定のコラボレーションイベントでは、魔法少女たちを連れて探索する

ユニットなら攻撃力が大幅にアップする

ので、週間ランキング上位が狙えます。 

魔女を倒すと「グリーフシード」が獲得でき、個数に応じて 

です。 

もちろん今回のコラボでは、『劇場版 まどか☆マギカ』の各キャ

として登場しますので、ぜひお楽しみくださ

日（木）14：00 ～ 2013 年8 月15 日（木）18：00 

日（木）18：00 ～ 2013 年9 月10 日（火）18：00 

内に「劇場版 魔法少女まどか☆マギカガチャ」が登場いたします。登場する

 マミ（2種類）」「暁美 ほむら（3種類）」「美樹 さやか（2

に加え、それぞれの期間で 1 種ずつ激レアユニットキャラが登場します。 

350円 

1,500円 

3,000円 

  

平成25 年7 月25 日 

株式会社ゲームポット 

代表取締役社長 植田 修平 

http://www.gamepot.co.jp/  ） 

魔法少女まどか☆マギカ』とのコラボを開始！魔法少女まどか☆マギカ』とのコラボを開始！魔法少女まどか☆マギカ』とのコラボを開始！魔法少女まどか☆マギカ』とのコラボを開始！    

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、株式会社アニプレック

 魔法少女まどか☆

魔法少女たちと一緒に「魔女」を討伐！魔法少女たちと一緒に「魔女」を討伐！魔法少女たちと一緒に「魔女」を討伐！魔法少女たちと一緒に「魔女」を討伐！    

00から9月10日（火）

暁美 ほむら/リボン」

魔法少女たちを連れて探索する

魔法少女まどか☆マギカガチャ」が登場いたします。登場する

2種類）」「佐倉 杏子



 

▼商品 

第一弾第一弾第一弾第一弾    
＜暁美＜暁美＜暁美＜暁美    ほむらほむらほむらほむら////リボン＞リボン＞リボン＞リボン＞
スキル：受継ぎスキル：受継ぎスキル：受継ぎスキル：受継ぎ繕う世界繕う世界繕う世界繕う世界

＜＜＜＜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：

 

(c)MQ/ANX・MMP 

 

 

 

 

 

リボン＞リボン＞リボン＞リボン＞    
繕う世界繕う世界繕う世界繕う世界    

第二第二第二第二弾弾弾弾    
＜＜＜＜????????????＞＞＞＞    

スキル：スキル：スキル：スキル：????????????    

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    

＜＜＜＜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    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/S/S/S/S レアレアレアレア＞＞＞＞    

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 
＜＜＜＜暁美暁美暁美暁美    

スキル：スキル：スキル：スキル：

 
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 

＜＜＜＜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 

＜＜＜＜

  

 

    

＜＜＜＜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    

 
    ほむらほむらほむらほむら////レアレアレアレア＞＞＞＞    

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    

＜＜＜＜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 



 

■狩りとも SP 基本情報 

・ タイトル： 『狩りとも SP』 

・ 提供開始日： iOS 2013 年2

・ 利用料金： 基本プレイ無料、アイテム課金制

・ 公式サイト URL：http://company.gamepot.co.jp/social/karitomosp/

・ App StoreURL：https://itunes.apple.com/us/app/shouritomosp/id584192123?l=ja&

・ Google Store URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.gamepot.karitomo

・ 対応機種： iOS 5.0 以上 / Android4.0

・ 推奨環境：iPhone4S、iPhone5 / Android4.0

 

2 月21 日 / Android 2013 年5 月30 日 

基本プレイ無料、アイテム課金制 

http://company.gamepot.co.jp/social/karitomosp/ 

https://itunes.apple.com/us/app/shouritomosp/id584192123?l=ja&ls=1&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.gamepot.karitomo

/ Android4.0 以上の搭載機器 

iPhone5 / Android4.0 以上の Android 搭載機種 

ls=1&mt=8 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.gamepot.karitomo 



 

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、

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。（

（※）AGGP Holdings,Inc.はソネット株式会社のグループ会社です。

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 

ファンタジーアース ゼロ 

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 

トリックスター 

Livly Island COR 

Shadow of Eclipse 

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 

わグルま！    

ガーディアンスピリッツ 

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 

ゆるロボvsわるロボ 

 

 

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、AGGP Holdings,Inc.

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/

はソネット株式会社のグループ会社です。 

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

http://www.fezero.jp/ 

http://www.latale.jp/ 

http://www.pangya.jp/    

http://www.cabal.jp/ 

http://www.paperman.jp/ 

http://www.trickster.jp/ 

http://www.livly.com/ 

http://shadowofeclipse.jp/ 

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

http://www.waguruma.jp/ 

http://pf.mbga.jp/12014123 

http://yururobo.jp 

http://yururobo.jp 

http://yururobo.jp/warurobo/ 

AGGP Holdings,Inc.（※）

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

http://www.gamepot.co.jp/ ） 

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


