
 

平成26 年1 月31 日 

各位 

 

会 社 名 GMO ゲームポット株式会社 

（URL http://www.gamepot.co.jp/） 

ゲームポットゲームポットゲームポットゲームポット byGMObyGMObyGMObyGMO    とととと    初音ミク初音ミク初音ミク初音ミク    そしてそしてそしてそして NET CASHNET CASHNET CASHNET CASH による強力タッグによる強力タッグによる強力タッグによる強力タッグ    

ファミリーマート限定ファミリーマート限定ファミリーマート限定ファミリーマート限定    「「「「NET CASHNET CASHNET CASHNET CASH××××ゲームポットゲームポットゲームポットゲームポット byGMObyGMObyGMObyGMO××××初音ミク初音ミク初音ミク初音ミクキャンペーン」開催！キャンペーン」開催！キャンペーン」開催！キャンペーン」開催！    

NET CASHNET CASHNET CASHNET CASH 購入で「購入で「購入で「購入で「初音ミク初音ミク初音ミク初音ミク GamepotGamepotGamepotGamepot    verververver....アイテムアイテムアイテムアイテム」」」」ををををもれなくもれなくもれなくもれなくプレゼントプレゼントプレゼントプレゼント    

 

オンラインゲームの開発・運営を行う GMO ゲームポット株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：服

部直人、以下GMOゲームポット）は、2月1日（土）より、 株式会社ファミリーマート（本社：東京都豊島区／

代表取締役社長：中山勇、以下：ファミリーマート）、株式会社ファミマ・ドット・コム（本社：東京都豊島区／代

表取締役社長：市川透)、株式会社エヌ・ティ・ティ・カードソリューション（本社：東京都港区／代表取締役社

長：浅田安茂）、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市／代表取締役：伊藤博之）

協力のもと、コラボキャンペーンを開催いたします。 

 

「初音ミク「初音ミク「初音ミク「初音ミク Gamepot ver.Gamepot ver.Gamepot ver.Gamepot ver.」」」」がががが    

ファミリーマートにてファミリーマートにてファミリーマートにてファミリーマートにてお待ちしてお待ちしてお待ちしてお待ちしておりますおりますおりますおります！！！！    

 

 

  

2月1日（土）から3月3日（月）23：59までの期間中、ゲームポットbyGMOと初音ミク、そしてNET CASH

のタッグによる、ファミリーマート限定「NET CASH×ゲームポット byGMO×初音ミクキャンペーン」を開催

いたします。 

 

本キャンペーンは、ゲームポット byGMO と初音ミクのコラボレーションを記念したもので、かわいらしい

タイアップキャラクター「初音ミク Gamepot ver.」のゲーム内アイテムが、もれなくもらえるキャンペーンで

す。 

 

キャンペーン期間中、全国約10,200店のファミリーマート店舗に設置している、マルチメディア端末Fami

ポートで、3,000 円以上の NET CASH または NET CASH モバイルをご購入頂いた方に、対象ゲーム内で

使用できる「初音ミク Gamepot ver.アイテム」をもれなくプレゼントいたします。対象ゲームは『ペーパーマ



 

ン』『トキメキファンタジー ラテール』『スカッとゴルフ パンヤ』の 3 種類となっております。お得なこの機会

を、お見逃しなく！ 

 

キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン特設サイト特設サイト特設サイト特設サイトはこちらはこちらはこちらはこちら    

http://www.gamepohttp://www.gamepohttp://www.gamepohttp://www.gamepot.co.jp/miku/campaign/t.co.jp/miku/campaign/t.co.jp/miku/campaign/t.co.jp/miku/campaign/    

 

 

≪ファミリーマート≪ファミリーマート≪ファミリーマート≪ファミリーマート限定限定限定限定「「「「NET CASHNET CASHNET CASHNET CASH××××ゲームポットゲームポットゲームポットゲームポット bybybybyGMOGMOGMOGMO××××初音ミク初音ミク初音ミク初音ミクキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン」」」」    開催概要開催概要開催概要開催概要≫≫≫≫    

 

【実 施 期 間】 

2014 年2 月1 日（土）～3 月3 日（月）23：59 

 

【対象コンテンツ】 

『ペーパーマン』『トキメキファンタジー ラテール』『スカッとゴルフ パンヤ』 

 

【実 施 内 容】 

キャンペーン期間中、全国のファミリーマート店舗に設置しているマルチメディア端末Fami ポートで 3,000

円以上の NET CASH または NET CASH モバイルをご購入頂いた方に、対象ゲーム内で使用できる「初音

ミク Gamepot ver.アイテム」をもれなくプレゼントいたします。 

 

■NET CASH 3,000 円券 

 ＜ペーパーマン＞ 

・「初音ミク GP ver. マスコット」アクセサリーアバター 

 ＜トキメキファンタジー ラテール＞  

・「初音ミク Gamepot ver. マスコット」マント 

 ＜スカッとゴルフ パンヤ＞ 

・「初音ミク Gamepot ver. T シャツ」 

 

 

■NET CASH 5,000 円券 

 ＜ペーパーマン＞ 

・「初音ミク GP ver. マスコット」アクセサリーアバター 

・武器袋スルルセレクション vol.1 

・武器袋スルルセレクション vol.2 

 ＜トキメキファンタジー ラテール＞  

・「初音ミク Gamepot ver. マスコット」マント 

・ペット用不老草 1 個 

 ＜スカッとゴルフ パンヤ＞ 

   ・「初音ミク Gamepot ver. T シャツ」 

   ・クローバーアズテック 50 個 

 

 

■NET CASH 10,000 円券 

 ＜ペーパーマン＞ 



 

・「初音ミク GP ver. マスコット」アクセサリーアバター 

・武器袋スルルセレクション vol.1 

・武器袋スルルセレクション vol.2 

・武器袋ゴールド（G15） 

 ＜トキメキファンタジー ラテール＞  

・「初音ミク Gamepot ver. マスコット」マント 

・ペット用不老草 1 個 

・トキメキダーツ 3 本 

＜スカッとゴルフ パンヤ＞ 

   ・「初音ミク Gamepot ver. T シャツ」 

   ・クローバーアズテック 120 個 

 

ペーパーマン トキメキファンタジー ラテール 

「初音ミク GP ver. マスコット」 

アクセサリーアバター 

「初音ミク Gamepot ver. マスコット」 

マント 

  

スカッとゴルフ パンヤ 

「初音ミク Gamepot ver. T シャツ」 

 

 

  



 

【アイテム入手方法】 

(1) Fami ポートで NET CASH または NET CASH モバイルを購入の際、レジにてお支払い後に発行される

“プリペイド番号通知票”の NET CASH または NET CASH モバイルの ID の下に記載されている、「NET 

CASH×ゲームポット byGMO×初音ミクキャンペーン」のシリアルコードをご確認ください。  

(2) 各コンテンツのシリアル入力画面より、シリアルコードを入力してください。 

※シリアルコードは各コンテンツにて一回ずつ使用可能です。 

※シリアルコードを入力するにはGamepot IDの登録、及び各コンテンツにてキャラクターの作成が必要

です。 

 

 ■ペーパーマン 

（1） 「ゲームポット byGMO×初音ミク」コラボレーション特設サイトへアクセスします。 

（2） 『キャンペーン』タブを開いていただき、『ペーパーマン・プレゼントアイテム』内の 

『シリアルコードの入力』を開きます。 

（3） シリアルコードを正しく入力してください。 

（4） 正しく入力した後に「送信する」ボタンを押していただくことでアイテムを取得することができます。 

取得したアイテムはプレゼントボックスに送られます。 

※『ペーパーマン』の場合、ゲーム内キャラクター1 人に対して同じ「アクセサリーアバター」を 

重複して所持することはできません。ご了承ください。 

※『ペーパーマン』のシリアル入力ページは＜こちら＞よりご確認ください。 

 

■トキメキファンタジー ラテール 

（1） ゲーム内にログインします。 

（2） 画面右下の『ショップ』をクリックします。 

（3） 画面右下の『クーポン』をクリックし、正しいシリアルコードを入力してください。 

（4） 正しく入力した後に「確認」ボタンを押していただくことでアイテムを取得することができます。 

取得したアイテムは、各都市にいる物品保管所NPC（プレゼント）からお受け取りください。 

各都市の物品保管所NPC：ベロス都市のアンネ、エリアス都市のシズ又はラフィ、 

龍京都市のキョン、アオイチ都市のユラ、エルパ都市のイゼット、ベス都市のサティ 

※シリアルコードを入力すると各特典アイテムと交換できるチケットが獲得できます。 

チケットを所持した状態のキャラクターでベロス都市のトキメキ広場の NPC ベリーを訪ねると 

アイテムと交換してもらえるクエストが受諾できます。 

 

■スカッとゴルフ パンヤ 

（1） ゲーム内にログインします。 

（2） 下部メニューを拡張し、右から二番目の『パンヤセンター』のアイコンをクリックします。 

（3） 『初音ミクコラボキャンペーン』を選択します。 

（4） シリアルナンバーの入力フォームに正しいシリアルコードを入力します。 

（5） 正しく入力した後に「送信」ボタンを押していただくことで、アイテムを取得することができます。 

取得したアイテムは、ゲーム内の『POST』に送られます。 

※『スカッとゴルフ パンヤ』の場合、1 つのアカウントに対して同じ「衣装」を重複して所持することはで

きません。ご了承ください。 

 

【シリアルコード有効期限】 

2014 年2 月1 日（土）～3 月31 日（月）23：59 



 

 

【注意事項】 

※シリアルコードは、『ペーパーマン』『トキメキファンタジー ラテール』『スカッとゴルフ パンヤ』のみ有効

です。 

※シリアルコードは各コンテンツそれぞれ一回ずつ使用可能です。 

※シリアルコードには有効期限がございます。有効期限が切れた場合、シリアルコードは無効となります

ので、ご了承ください。 

※本キャンペーンはファミリーマートのマルチメディア端末Fami ポートで購入した 3,000 円以上の NET 

CASH と NET CASH モバイルのみが対象となります。 

※万が一シリアルコードを無くしてしまった場合、新しいシリアルコード配布などのご対応はできません。

あらかじめご了承ください。 

※NET CASH、NET CASH モバイル、NET CASH ウォレットに関するお問い合わせは、株式会社NTT カー

ドソリューションへ直接お問い合わせください。 

※運営上、予期せぬ理由によりキャンペーン内容を変更・中止する場合には、本ページにてご連絡させて

いただきます。 

 

====================================================================== 

＜＜＜＜初音ミクコラボレーション特設初音ミクコラボレーション特設初音ミクコラボレーション特設初音ミクコラボレーション特設サイトサイトサイトサイトはこちらはこちらはこちらはこちら＞＞＞＞    

http://www.gamepot.co.jp/miku/http://www.gamepot.co.jp/miku/http://www.gamepot.co.jp/miku/http://www.gamepot.co.jp/miku/        

====================================================================== 

    

====================================================================== 

＜＜＜＜ミニゲームミニゲームミニゲームミニゲーム「初音ミク「初音ミク「初音ミク「初音ミク Gamepot ver.Gamepot ver.Gamepot ver.Gamepot ver.    MMMMascot Factoryascot Factoryascot Factoryascot Factory」」」」も絶賛実施中！＞も絶賛実施中！＞も絶賛実施中！＞も絶賛実施中！＞    

http://www.gamepot.co.jp/miku/http://www.gamepot.co.jp/miku/http://www.gamepot.co.jp/miku/http://www.gamepot.co.jp/miku/game/game/game/game/        

====================================================================== 

    

『初音ミク』とは？『初音ミク』とは？『初音ミク』とは？『初音ミク』とは？    

『初音ミク』とは、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が、2007年8月に企画・発売した「歌を歌うソフ

トウェア」であり、ソフトウェアのパッケージに描かれた「キャラクター」です。発売後、たくさんのクリエイタ

ーがソフトウェア『初音ミク』を使い、音楽を制作して、インターネットに公開していきました。また音楽だけ

でなく、イラストや動画など様々なジャンルのクリエイターも、同社の許諾するライセンスのもと『初音ミク』

をモチーフとした創作に加わり、インターネットに公開するようになりました。現在では、3D 映像技術を駆

使した『初音ミク』のコンサートが国内外で行われるなど、その人気は世界レベルで広がりを見せておりま

す。 

    

WEBWEBWEBWEB サイトサイトサイトサイト    

http://piapro.nethttp://piapro.nethttp://piapro.nethttp://piapro.net        

        



 

GMOGMOGMOGMOゲームポットゲームポットゲームポットゲームポット株式会社株式会社株式会社株式会社についてについてについてについて    

GMO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、GMO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    

ペーパーマン http://www.paperman.jp/ 

トキメキファンタジー ラテール http://www.latale.jp/ 

スカッとゴルフ パンヤ    http://www.pangya.jp/    

ファンタジーアース ゼロ http://www.fezero.jp/ 

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

Livly Island COR http://www.livly.com/ 

Shadow of Eclipse http://shadowofeclipse.jp/ 

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！    http://www.waguruma.jp/ 

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★    http://star.waguruma.jp/ 

Shadow of Eclipse(Android版) http://shadowofeclipse.jp/ 

    


