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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』感謝の気持ちを込めて感謝の気持ちを込めて感謝の気持ちを込めて感謝の気持ちを込めて

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®

「パンヤ大感謝祭」の特設サイトを更新いたしました。

  

「パンヤ大感謝祭」特設ページ更新「パンヤ大感謝祭」特設ページ更新「パンヤ大感謝祭」特設ページ更新「パンヤ大感謝祭」特設ページ更新

12 月3 日（火）に、来たる 12 月

オフラインイベント開催に先駆けて、新作オリジナルグッズをチェックしよう！

 

■開催日時 

2013 年12 月8 日（日） 13：00 開場

 

■会場 

パシフィコ横浜 アネックスホール

 

■入場料 

無料、再入場可能 

 

 

 

平成

会 社 名 株式会社ゲームポット

（URL http://www.gamepot.co.jp/
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特設サイトをチェックしよう！特設サイトをチェックしよう！特設サイトをチェックしよう！特設サイトをチェックしよう！    

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、

「パンヤ大感謝祭」の特設サイトを更新いたしました。 
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月8 日（日）開催の「パンヤ大感謝祭」特設ページを更新いたしました。

オフラインイベント開催に先駆けて、新作オリジナルグッズをチェックしよう！ 

開場  18：00 終演（予定） 

アネックスホール 

  

平成25 年12 月4 日 

 

株式会社ゲームポット 

http://www.gamepot.co.jp/） 

「パンヤ大感謝祭「パンヤ大感謝祭「パンヤ大感謝祭「パンヤ大感謝祭」」」」開催開催開催開催    

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：植田修平、

において、12月3日（火）に

オフラインイベント情報をチェック！オフラインイベント情報をチェック！オフラインイベント情報をチェック！オフラインイベント情報をチェック！    

日（日）開催の「パンヤ大感謝祭」特設ページを更新いたしました。 



 
■来場者特典 

①①①①「大感謝祭ボイスクラブセット（「大感謝祭ボイスクラブセット（「大感謝祭ボイスクラブセット（「大感謝祭ボイスクラブセット（

「大感謝祭ボイスクラブセット（light

完全版はリアルガチャっとポンタの景品として登場。当日をお楽しみに！

パワーパワーパワーパワー    ++++4444////スロットスロットスロットスロット+8+8+8+8    

コントロールコントロールコントロールコントロール    ++++6666////スロットスロットスロットスロット+5+5+5+5    

正確度正確度正確度正確度    +4/+4/+4/+4/スロットスロットスロットスロット+4+4+4+4    

スピンスピンスピンスピン    ++++2222////スロットスロットスロットスロット+2+2+2+2    

カーブカーブカーブカーブ    +1/+1/+1/+1/スロットスロットスロットスロット+2+2+2+2    

バランスタイプバランスタイプバランスタイプバランスタイプ    

    

②②②②「パンヤ特製クロスワード」「パンヤ特製クロスワード」「パンヤ特製クロスワード」「パンヤ特製クロスワード」    

空き時間はこれで、パンヤを満喫。

ぜひ挑戦してみてください。 

    

③③③③「「「「ポンタカードポンタカードポンタカードポンタカード」」」」    

3 種類あるポンタカードをいろんな人と交換して揃えると、シリアルカードをプレゼント！

 

 

■オリジナルグッズ販売 

会場にて、『スカッとゴルフ パンヤ』の新作オリジナルグッズを販売。

ここでしか購入できないアイテムをお見逃しなく。

 

新作クッズ新作クッズ新作クッズ新作クッズ    

【【【【2014201420142014 年大感謝祭カレンダー年大感謝祭カレンダー年大感謝祭カレンダー年大感謝祭カレンダー】】】】    1,0001,0001,0001,000

 

    

 

「大感謝祭ボイスクラブセット（「大感謝祭ボイスクラブセット（「大感謝祭ボイスクラブセット（「大感謝祭ボイスクラブセット（lightlightlightlight）」）」）」）」    

light）」は、プレイヤーに話しかけるようなセリフが特徴的です。

完全版はリアルガチャっとポンタの景品として登場。当日をお楽しみに！ 

空き時間はこれで、パンヤを満喫。 

種類あるポンタカードをいろんな人と交換して揃えると、シリアルカードをプレゼント！

パンヤ』の新作オリジナルグッズを販売。 

ここでしか購入できないアイテムをお見逃しなく。 

1,0001,0001,0001,000 円円円円    

 

        

）」は、プレイヤーに話しかけるようなセリフが特徴的です。 

種類あるポンタカードをいろんな人と交換して揃えると、シリアルカードをプレゼント！ 



 
【【【【大感謝祭ステッカー＋電子マネー大感謝祭ステッカー＋電子マネー大感謝祭ステッカー＋電子マネー大感謝祭ステッカー＋電子マネー

 

【キャラクターレザータグキャラクターレザータグキャラクターレザータグキャラクターレザータグ】】】】    2222 個セット個セット個セット個セット

 

【大大大大感謝祭スティックポスターセット感謝祭スティックポスターセット感謝祭スティックポスターセット感謝祭スティックポスターセット

 

大感謝祭ステッカー＋電子マネー大感謝祭ステッカー＋電子マネー大感謝祭ステッカー＋電子マネー大感謝祭ステッカー＋電子マネーNET CASH500NET CASH500NET CASH500NET CASH500 円分円分円分円分！】！】！】！】    1,0001,0001,0001,000 円円円円        

 

個セット個セット個セット個セット 1,0001,0001,0001,000 円円円円    

 

感謝祭スティックポスターセット感謝祭スティックポスターセット感謝祭スティックポスターセット感謝祭スティックポスターセット】】】】    5555 枚入り枚入り枚入り枚入り    1,5001,5001,5001,500 円円円円    

 



 
【【【【大感謝祭クリアファイルセット大感謝祭クリアファイルセット大感謝祭クリアファイルセット大感謝祭クリアファイルセット】】】】    

 

■■■■リアルガチャッとポンタ    

ガチャッとポンタがオフラインイベントに

ードとなります。また、タンプー賞のいずれかが必ず

もご用意しました！ 

※40 枚パックの内容物のうち、上記

 

 

    2222 枚入り枚入り枚入り枚入り    1,0001,0001,0001,000 円円円円    

 

ガチャッとポンタがオフラインイベントに登場。ゲーム内のアイテムやリアルグッズが

また、タンプー賞のいずれかが必ず1枚入っている「リアルガチャッとポンタ

 

上記1 枚以外はすべての賞の中からランダムで封入されております。

  

が当たるスクラッチカ

枚入っている「リアルガチャッとポンタ 40枚パック」

ランダムで封入されております。 



 
◯◯◯◯ティッキー賞ティッキー賞ティッキー賞ティッキー賞    

・・・・特製エッチングミラー特製エッチングミラー特製エッチングミラー特製エッチングミラー    

 
◯◯◯◯ミンティ賞ミンティ賞ミンティ賞ミンティ賞 

・・・・ベンチタオルベンチタオルベンチタオルベンチタオル 

    
※当選後にイラストを決めて頂き

せて頂きます。 

◯◯◯◯タンプー賞タンプー賞タンプー賞タンプー賞※いずれかひとつ 

・・・・大感謝祭ボイスクラブセット大感謝祭ボイスクラブセット大感謝祭ボイスクラブセット大感謝祭ボイスクラブセット    

パワー +8 / スロット+8 

コントロール +7 / スロット+5 

正確度 +4 / スロット+4 

スピン +4 / スロット+2 

カーブ +1 / スロット+2 

 

・・・・アニマルパンヤリング（アニマルパンヤリング（アニマルパンヤリング（アニマルパンヤリング（LLLL））））    

    

 

その他、ゲーム内で使える豪華なアイテムが貰える、

 

「パンヤ大感謝祭」開催まで、残りわずか！

特設サイトは随時更新いたします

 

http://www.pangya.jp/event/201312_Thanks_Day/index.htmlhttp://www.pangya.jp/event/201312_Thanks_Day/index.htmlhttp://www.pangya.jp/event/201312_Thanks_Day/index.htmlhttp://www.pangya.jp/event/201312_Thanks_Day/index.html

 

 

 

◯◯◯◯カディエ賞カディエ賞カディエ賞カディエ賞 

・・・・ＡＡＡＡ0000 サイズの特大タペストリーサイズの特大タペストリーサイズの特大タペストリーサイズの特大タペストリー    

当選後にイラストを決めて頂き、完成次第、発送さ

◯◯◯◯ピピン賞ピピン賞ピピン賞ピピン賞※いずれかひとつ 

・・・・こげポンタオル（シリアル付）こげポンタオル（シリアル付）こげポンタオル（シリアル付）こげポンタオル（シリアル付） 

・・・・マグカップ（マグカップ（マグカップ（マグカップ（3333 種の中からランダム）種の中からランダム）種の中からランダム）種の中からランダム）

・・・・よくばりキットよくばりキットよくばりキットよくばりキット    

 

 

◯◯◯◯ロロ賞ロロ賞ロロ賞ロロ賞※いずれかひとつ 

・・・・ＡＡＡＡ1111 タペストリータペストリータペストリータペストリー    全全全全 40404040 種類種類種類種類 

・・・・キーボードカバーセットキーボードカバーセットキーボードカバーセットキーボードカバーセット 

 
※残りのロロ賞は物販で登場するグッズ

ています。 

その他、ゲーム内で使える豪華なアイテムが貰える、ドルフ賞ドルフ賞ドルフ賞ドルフ賞とポンタ賞ポンタ賞ポンタ賞ポンタ賞もご用意しました。

「パンヤ大感謝祭」開催まで、残りわずか！ 

は随時更新いたします。ぜひ、チェックしてみてください。 

【特設サイト【特設サイト【特設サイト【特設サイト URLURLURLURL】】】】    

http://www.pangya.jp/event/201312_Thanks_Day/index.htmlhttp://www.pangya.jp/event/201312_Thanks_Day/index.htmlhttp://www.pangya.jp/event/201312_Thanks_Day/index.htmlhttp://www.pangya.jp/event/201312_Thanks_Day/index.html    

    

 

 

種の中からランダム）種の中からランダム）種の中からランダム）種の中からランダム） 

残りのロロ賞は物販で登場するグッズが封入され

もご用意しました。 



 
【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.
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(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。 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

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。（

 

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 

ファンタジーアース ゼロ 

ペーパーマン 

トキメキファンタジー ラテール 

Wizardry Online 

CABAL ONLINE 

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 

わグルま！    

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 

わグルま★ 

Shadow of Eclipse(Android版) 

    

    

    

 

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す。 

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.pangya.jp/ 

http://www.fezero.jp/ 

http://www.paperman.jp/ 

http://www.latale.jp/ 

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

http://www.cabal.jp/ 

http://www.trickster.jp/ 

http://www.livly.com/ 

http://shadowofeclipse.jp/ 

http://www.waguruma.jp/ 

http://star.waguruma.jp/ 

http://shadowofeclipse.jp/ 

 

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。 


