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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®

期メンテナンスにてアップデートを行い
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本日 11 月 7 日（木）定期メンテナンス終了後から、

中、9 周年記念イベント「BACK TO THE PANGYA

今回のテーマは“タイムトラベル“

 

 

ゲーム内イベント「ゲーム内イベント「ゲーム内イベント「ゲーム内イベント「

 パンヤの懐かしのイベントにタイムトラベル！

登場いたします。イベントは毎週木曜日に追加されますので、どんなイベントが

さい。 

 

11 月 7 日（木）からは、2009 年

★祭り」が再登場いたします。 

パンヤプレイやミニゲームでゴールドコインを

しよう。大人気キャディ「AMI_Type_R

また各イベントに設定されている条件をクリアして、思い出スタンプを

アニバーサリークラブセット」など

ぜひ思い出に浸りながら、懐かしのイベントに挑戦してみてください。
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「NET CASH キャンペーン」を開催いたします。

 

「「「「オリジナルデザインオリジナルデザインオリジナルデザインオリジナルデザイン

期間中、NET CASH で決済を行った方の中から抽選で

イン NET CASH カード」をプレゼント

 

9 周年当日の 11 月 11 日（月）には記念

や懐かしの「パンヤ Flash ゲーム」大復活など

「パンヤ 9 周年イベント」で、パンヤのお誕生日を思いっきり楽しもう！
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で決済を行った方の中から抽選で 100 名様に、500 円分の「9 周年オリジナルデザ

カード」をプレゼント。ぜひこの機会に NET CASH 決済をご利用ください。

日（月）には記念 GM 大会を実施。さらに特設サイトでは「Twitter

ゲーム」大復活など、イベント盛りだくさん。 
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前までの期間中、

周年オリジナルデザ

決済をご利用ください。 
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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

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、

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。
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