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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』

「雪ミク「雪ミク「雪ミク「雪ミク 2014201420142014」の新衣装やコラボレーション限定イベント開催など盛りだくさん！」の新衣装やコラボレーション限定イベント開催など盛りだくさん！」の新衣装やコラボレーション限定イベント開催など盛りだくさん！」の新衣装やコラボレーション限定イベント開催など盛りだくさん！

オンラインゲームの開発・運営を行う

部直人、以下 GMO ゲームポット）は、

月6 日（木）にアップデートを行います。

 

『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

本日 2 月 6 日（木）定期メンテナンス終了後から、『スカッとゴルフ

ーションを開始いたします。 

 

 コラボレーション期間中、パンヤショップに

「初音ミク Gamepot ver.」の衣装

「初音ミク」や「鏡音リン・レン」等、

なく！ 

 

 

 

会 社 名 GMO ゲームポット

（URL http://www.gamepot.co.jp/

パンヤ』パンヤ』パンヤ』パンヤ』    『初音ミク』とのコラボレーションが新たに始動『初音ミク』とのコラボレーションが新たに始動『初音ミク』とのコラボレーションが新たに始動『初音ミク』とのコラボレーションが新たに始動

」の新衣装やコラボレーション限定イベント開催など盛りだくさん！」の新衣装やコラボレーション限定イベント開催など盛りだくさん！」の新衣装やコラボレーション限定イベント開催など盛りだくさん！」の新衣装やコラボレーション限定イベント開催など盛りだくさん！

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：

ゲームポット）は、Windows 用オンラインゲーム『スカッとゴルフ パンヤ』において、

日（木）にアップデートを行います。 

『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』×『初音ミク』夢のコラボレーション始動！×『初音ミク』夢のコラボレーション始動！×『初音ミク』夢のコラボレーション始動！×『初音ミク』夢のコラボレーション始動！

日（木）定期メンテナンス終了後から、『スカッとゴルフ パンヤ』にて『初音ミク』とのコラボレ

コラボレーション期間中、パンヤショップに「雪ミク 2014」の衣装が登場するほか、オリジナルデザインの

」の衣装が出現する「初音ミクコラボレーションボックス」も登場

「初音ミク」や「鏡音リン・レン」等、キャラクター・ボーカルシリーズの衣装も再登場。 この機会をお見逃し
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http://www.gamepot.co.jp/） 

『初音ミク』とのコラボレーションが新たに始動『初音ミク』とのコラボレーションが新たに始動『初音ミク』とのコラボレーションが新たに始動『初音ミク』とのコラボレーションが新たに始動    

」の新衣装やコラボレーション限定イベント開催など盛りだくさん！」の新衣装やコラボレーション限定イベント開催など盛りだくさん！」の新衣装やコラボレーション限定イベント開催など盛りだくさん！」の新衣装やコラボレーション限定イベント開催など盛りだくさん！    

区、代表取締役社長：服

パンヤ』において、2

×『初音ミク』夢のコラボレーション始動！×『初音ミク』夢のコラボレーション始動！×『初音ミク』夢のコラボレーション始動！×『初音ミク』夢のコラボレーション始動！    

    

』にて『初音ミク』とのコラボレ

」の衣装が登場するほか、オリジナルデザインの

登場いたします。さらに

この機会をお見逃し

 



 

 

 

 



 
コラボレーション特別イベントコラボレーション特別イベントコラボレーション特別イベントコラボレーション特別イベント

 

本日2 月6 日（木）定期メンテナンス終了後から

「みんなで音を奏でよう！」イベントを開催いたします。

本イベントでは、ゲームをプレイして音の欠片を集めることで、

持つ「初音ミク Gamepot ver.」の羽

とが可能です。 

音の欠片をたくさん集めて、コラボレーション限定アイテムを手に入れよう！

    

コラボレーション特設コラボレーション特設コラボレーション特設コラボレーション特設

http://www.pangya.jp/event/201402_miku/http://www.pangya.jp/event/201402_miku/http://www.pangya.jp/event/201402_miku/http://www.pangya.jp/event/201402_miku/

 

 

 

コラボレーション特別イベントコラボレーション特別イベントコラボレーション特別イベントコラボレーション特別イベント「みんなで音を奏でよう！」「みんなで音を奏でよう！」「みんなで音を奏でよう！」「みんなで音を奏でよう！」スタートスタートスタートスタート    

日（木）定期メンテナンス終了後から 2 月27 日（木）定期メンテナンス開始前までの期間中、

イベントを開催いたします。 

ゲームをプレイして音の欠片を集めることで、期間限定でインパクトゾーン拡大効果を

」の羽（レプリカ）をはじめとしたコラボレーション限定のアイテムを入手するこ

音の欠片をたくさん集めて、コラボレーション限定アイテムを手に入れよう！ 

コラボレーション特設コラボレーション特設コラボレーション特設コラボレーション特設サイトは下記サイトは下記サイトは下記サイトは下記 URLURLURLURL をご覧ください。をご覧ください。をご覧ください。をご覧ください。    

http://www.pangya.jp/event/201402_miku/http://www.pangya.jp/event/201402_miku/http://www.pangya.jp/event/201402_miku/http://www.pangya.jp/event/201402_miku/    

    

    

  

    

日（木）定期メンテナンス開始前までの期間中、

期間限定でインパクトゾーン拡大効果を

コラボレーション限定のアイテムを入手するこ

 



 
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 CASH×NET CASH×NET CASH×NET CASH×

2 月1 日から 3 月3 日(月)23：

ペーン」を開催中です。 

キャンペーン期間中、全国約 10

ポートで、3,000 円以上の NET CASH

Gamepot ver.」ゲーム内アイテム

NET CASH・NET CASH モバイル

Gamepot ver.」ゲーム内アイテムが使用できるゲームは『ペーパーマン』『トキメキファンタジー

『スカッとゴルフ パンヤ』の 3 種類となっております。

 

画面の向こうでプレイしているあの人は

ぜひこの機会をお見逃しなく！

 

キャンペーンの詳細はキャンペーンの詳細はキャンペーンの詳細はキャンペーンの詳細は

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

 

 

『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    

コラボレーションスタート記念キャンペーン開催！コラボレーションスタート記念キャンペーン開催！コラボレーションスタート記念キャンペーン開催！コラボレーションスタート記念キャンペーン開催！

2 月6 日（木）16:00 から 2 月28

ジー ラテール』『ペーパーマン』 

らえるキャンペーンを開催いたします。

「ゲームポットbyGMO ✕ 初音ミク」

とゲーム内アイテムをもれなくプレゼント！

ぜひご参加ください！ 

 

【プレゼント条件】 

スコア 39,000 点以上で、ゲーム内

39,000 点以上を取得すると、シリアルコードボタンが出現します。

 

 

 

NET CASH×NET CASH×NET CASH×NET 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×初音ミクキャンペーン」開催中×初音ミクキャンペーン」開催中×初音ミクキャンペーン」開催中×初音ミクキャンペーン」開催中

：59 までの期間中、「NET CASH ×ゲームポット byGMO

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

NET CASH または NET CASH モバイルをご購入いただいた方に

アイテムが入手できるシリアルコードをプレゼントいたします。

モバイルのご購入コースは 3,000 円・5,000 円・10,000 円の

アイテムが使用できるゲームは『ペーパーマン』『トキメキファンタジー

種類となっております。 

画面の向こうでプレイしているあの人は、もう手に入れたかも・・・！？ 

ぜひこの機会をお見逃しなく！ 

キャンペーンの詳細はキャンペーンの詳細はキャンペーンの詳細はキャンペーンの詳細は下記下記下記下記 URLURLURLURL よりご確認くださいよりご確認くださいよりご確認くださいよりご確認ください    

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

    パンヤ』『トキメキファンタジーパンヤ』『トキメキファンタジーパンヤ』『トキメキファンタジーパンヤ』『トキメキファンタジー    ラテール』『ペーパーマン』ラテール』『ペーパーマン』ラテール』『ペーパーマン』ラテール』『ペーパーマン』

コラボレーションスタート記念キャンペーン開催！コラボレーションスタート記念キャンペーン開催！コラボレーションスタート記念キャンペーン開催！コラボレーションスタート記念キャンペーン開催！    

 

28 日（金）13:00 までの期間中、『スカッとゴルフ パンヤ』『

 3 コンテンツのコラボレーション開始を記念して、ゲーム内アイテムがも

らえるキャンペーンを開催いたします。 

音ミク」コラボレーション特設サイトのフリーゲームにて、目標スコア

なくプレゼント！ 

点以上で、ゲーム内アイテムをプレゼント！ 

点以上を取得すると、シリアルコードボタンが出現します。 

×初音ミクキャンペーン」開催中×初音ミクキャンペーン」開催中×初音ミクキャンペーン」開催中×初音ミクキャンペーン」開催中    

    
byGMO×初音ミクキャン

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

いただいた方に、「初音ミク

が入手できるシリアルコードをプレゼントいたします。 

円の 3 コース。「初音ミク

アイテムが使用できるゲームは『ペーパーマン』『トキメキファンタジー ラテール』

ラテール』『ペーパーマン』ラテール』『ペーパーマン』ラテール』『ペーパーマン』ラテール』『ペーパーマン』    

パンヤ』『トキメキファンタ

ゲーム内アイテムがも

目標スコアを達成する



 

 

キャンペーンの詳細はキャンペーンの詳細はキャンペーンの詳細はキャンペーンの詳細は

 

『初音ミク』について『初音ミク』について『初音ミク』について『初音ミク』について 

http://piapro.net 

『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、

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。

 

『雪ミク』について『雪ミク』について『雪ミク』について『雪ミク』について 

http://snowmiku.com/ 

『雪ミク』とは「真っ白い『初音ミク』の雪像」をモチーフにデザインされた冬の北海道を応援するキャラ

クター仕様の『初音ミク』です。2010

ュアが登場したのがその始まりです。各方面で人気を博し、翌

てバージョンアップしたデザインが誕生いたしました。

ラボにて一般公募しております。

氏、魔法少女に欠かせない小さなペットは

で 5 周年を迎える『雪ミク』。魔法少女になった『雪ミク』が北海道にかける雪の魔法とは

 

© Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

 

 

 

キャンペーンの詳細はキャンペーンの詳細はキャンペーンの詳細はキャンペーンの詳細は下記下記下記下記 URLURLURLURL よりご確認くださいよりご確認くださいよりご確認くださいよりご確認ください    
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『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

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。 

『雪ミク』とは「真っ白い『初音ミク』の雪像」をモチーフにデザインされた冬の北海道を応援するキャラ

2010 年の「さっぽろ雪まつり」で雪像となる『雪ミク』を記念して、フィギ

ュアが登場したのがその始まりです。各方面で人気を博し、翌 2011 年にはマフラーなどを身につけ

てバージョンアップしたデザインが誕生いたしました。2012 年からは毎年衣装デザインをピアプロコ

ラボにて一般公募しております。2014 年は「雪ミク×魔法少女」をテーマに募集し、衣装は

氏、魔法少女に欠かせない小さなペットは nekosumi 氏のデザインに決定いたしました。今シーズン

周年を迎える『雪ミク』。魔法少女になった『雪ミク』が北海道にかける雪の魔法とは

illustration by 猫魚 

雪ミク 2014 衣装原案：dera_fury 

pton Future Media, INC. www.piapro.net  

  

 

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

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

『雪ミク』とは「真っ白い『初音ミク』の雪像」をモチーフにデザインされた冬の北海道を応援するキャラ

年の「さっぽろ雪まつり」で雪像となる『雪ミク』を記念して、フィギ

年にはマフラーなどを身につけ

年からは毎年衣装デザインをピアプロコ

魔法少女」をテーマに募集し、衣装は dera_fury

氏のデザインに決定いたしました。今シーズン

周年を迎える『雪ミク』。魔法少女になった『雪ミク』が北海道にかける雪の魔法とは……？ 



 
 

【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。
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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、好みのスタイルで手軽に遊ぶこと

ができるカジュアルゲームです。 
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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。 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

 

 



 
GMOGMOGMOGMO ゲームポット株式会社についてゲームポット株式会社についてゲームポット株式会社についてゲームポット株式会社について 

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

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 

トキメキファンタジー ラテール 

ペーパーマン 

Wizardry Online 

ファンタジーアース ゼロ 

Shadow of Eclipse 

Livly Island COR 

CORE MASTERS 

MIRROR WAR 

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 

Shadow of Eclipse(Android 版) 

わグルま★ 

    

 

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/ ） 
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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

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。 


