
 

 

平成27 年6 月15 日 

各位 

 

会 社 名 GMO ゲームポット株式会社 

（URL http://www.gamepot.co.jp/） 

 

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「14141414 周年記念だョ！周年記念だョ！周年記念だョ！周年記念だョ！    ゲームポットゲームポットゲームポットゲームポット    うき☆うき♪夢のくじうき☆うき♪夢のくじうき☆うき♪夢のくじうき☆うき♪夢のくじ」開催中」開催中」開催中」開催中    

当選当選当選当選発表発表発表発表はははは 6666 月月月月 19191919 日（金）日（金）日（金）日（金）19:0019:0019:0019:00 からのからのからのからの「「「「生コン生コン生コン生コン放送局放送局放送局放送局スペシャルスペシャルスペシャルスペシャル」」」」で実施で実施で実施で実施    

この放送も見逃せないこの放送も見逃せないこの放送も見逃せないこの放送も見逃せない！！！！    

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、6 月 10 日から 6 月 17 日（水）10：00 までの期間中、設立 14 周年を

記念したキャンペーンを開催中です。さらにキャンペーンの抽選発表を 6 月19 日（金）19:00 から放送予定

の「生コン放送局スペシャル」で実施することをお知らせいたします。  

    

いつもゲームポットのコンテンツでお楽しみいただきありがとうございますいつもゲームポットのコンテンツでお楽しみいただきありがとうございますいつもゲームポットのコンテンツでお楽しみいただきありがとうございますいつもゲームポットのコンテンツでお楽しみいただきありがとうございます    

「「「「14141414 周年だ周年だ周年だ周年だョ！ョ！ョ！ョ！    ゲームポットゲームポットゲームポットゲームポット    うき☆うき♪夢のくじ」キャンペーン実施中うき☆うき♪夢のくじ」キャンペーン実施中うき☆うき♪夢のくじ」キャンペーン実施中うき☆うき♪夢のくじ」キャンペーン実施中    

    

6月10日から6月17日（水）10：00 までの期間中、「14周年だョ！ゲームポットうき☆うき♪夢のくじ」キ

ャンペーンを開催中です。 

 

ゲームポットは今年、設立14 周年を迎えました。いつもご利用いただいている皆さまに心より感謝申し

上げます。 

 

感謝の気持ちをたくさんこめて、14 周年記念キャンペーンを開催中です。キャンペーン期間中に一定額

以上の有料ポイントをご利用いただいた方の中から抽選で、特典をプレゼントいたします。キャンペーン

終了まで残りわずか！ 詳細は各タイトルのお知らせよりご確認ください。 

なお各タイトルの特典の抽選結果については、2015年6月19日（金）19:00から放送を予定している「生

コン放送局」内にて発表いたしますので、お見逃しなく！ 

 

        



 

 

■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    

キャンペーン期間中にパンヤショップにて、一定額以上のCPを消費された方の中から抽選で下記の特典

をプレゼントいたします。 

等級等級等級等級    対象条件対象条件対象条件対象条件    抽選本数抽選本数抽選本数抽選本数    特典ランク特典ランク特典ランク特典ランク    

1 1,000CP 以上消費 3 名 ガチャポンタ抽選券10 枚 

2 500CP 消費 5 名 ガチャポンタ抽選券5 枚 

3 250CP 消費 10 名 

リアルグッズ賞リアルグッズ賞リアルグッズ賞リアルグッズ賞 

キャラクターのぼり（1 キャラ分） 

＆ 

クリアファイル 

4 100CP 消費 10 名 ガチャポンタ抽選補助券5 枚 

5 50CP 消費 20 名 タイムブースター300 個 

※ゲームポット ID・外部ID をご利用の方のみが対象です。 

※3 等のキャラクターのぼりは、過去に実施したオフラインイベントで使用したものとなります。 
 

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    パンヤのキャンペーン詳細については、下記パンヤのキャンペーン詳細については、下記パンヤのキャンペーン詳細については、下記パンヤのキャンペーン詳細については、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.pangya.jp/board_notice_view.aspx?seq=13134&cat=1http://www.pangya.jp/board_notice_view.aspx?seq=13134&cat=1http://www.pangya.jp/board_notice_view.aspx?seq=13134&cat=1http://www.pangya.jp/board_notice_view.aspx?seq=13134&cat=1    

    

    

■トキメキファンタジー■トキメキファンタジー■トキメキファンタジー■トキメキファンタジー    ラテールラテールラテールラテール    

キャンペーン期間中に LP ショップにて一定額以上の LP を消費された方の中から抽選で下記の特典をプ

レゼントいたします。 

等級等級等級等級    対象条件対象条件対象条件対象条件    抽選本数抽選本数抽選本数抽選本数    特典ランク特典ランク特典ランク特典ランク    

1 1,000LP 以上消費 3 名 
お好きなペットどれでも 1 つ 

サマーバケーション衣装セット 

2 500LP 消費 5 名 
ダーツ 25 本セット 

サマーバケーション衣装セット 

3 250LP 消費 3 名 
リアルグッズ賞 

サマーバケーション衣装セット 

4 100LP 消費 10 名 
妙薬・新薬3 個セット 

サマーバケーション衣装セット 

5 50LP 消費 20 名 サマーバケーション衣装セット 

※ゲームポット ID・外部ID をご利用の方のみが対象です。 

※1 等級の「お好きなペットどれでも 1 つ」にはコラボアイテムは含みません。 

※1 等級の「お好きなペットどれでも 1 つ」には、スペシャルボックスⅠ～Ⅲから獲得できるペットも含まれ

ます。 

 

トキメキファンタジートキメキファンタジートキメキファンタジートキメキファンタジー    ラテールのキャンペーン詳細については下記ラテールのキャンペーン詳細については下記ラテールのキャンペーン詳細については下記ラテールのキャンペーン詳細については下記 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.latale.jp/notice/notice_newsview.ashttp://www.latale.jp/notice/notice_newsview.ashttp://www.latale.jp/notice/notice_newsview.ashttp://www.latale.jp/notice/notice_newsview.aspx?seq=2063px?seq=2063px?seq=2063px?seq=2063    

    

        



 

 

■ペーパーマン■ペーパーマン■ペーパーマン■ペーパーマン    

キャンペーン期間中にCASHショップにて一定額以上のCASHを消費された方の中から抽選で、下記の特

典をプレゼントいたします。 

等級等級等級等級    対象条件対象条件対象条件対象条件    抽選本数抽選本数抽選本数抽選本数    特典ランク特典ランク特典ランク特典ランク    

1 1,000CASH 以上消費 3 名 お好きなアバターセット 1 種(コラボ品除く) 

2 500CASH 消費 5 名 お好きな武器1 種(コラボ品・FAMAS(CosmosCustom)除く) 

3 250CASH 消費 3 名 リアルグッズ賞 

4 100CASH 消費 10 名 
武器袋ゴールド(G15)、武器袋ゴールド(G16)、 

武器袋ゴールド(G17) 

5 50CASH 消費 20 名 ボムつめ合わせセット 

※ゲームポット ID・外部ID をご利用の方のみが対象です。 

※1 等級の「お好きなアバターセット 1 種(コラボ品除く)」にはコラボアイテムは含みません。 

 

ペーパーマンペーパーマンペーパーマンペーパーマンのキャンペーン詳細については下記のキャンペーン詳細については下記のキャンペーン詳細については下記のキャンペーン詳細については下記 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.paperman.jp/notice_newsview.aspx?seq=2962http://www.paperman.jp/notice_newsview.aspx?seq=2962http://www.paperman.jp/notice_newsview.aspx?seq=2962http://www.paperman.jp/notice_newsview.aspx?seq=2962    

 

 

■■■■Wizardry OnlineWizardry OnlineWizardry OnlineWizardry Online    

キャンペーン期間中にロイヤルショップにて一定額以上のRGをご利用いただいた方の中から抽選で下記

の特典をプレゼントいたします。 

等級等級等級等級    対象条件対象条件対象条件対象条件    抽選本数抽選本数抽選本数抽選本数    特典ランク特典ランク特典ランク特典ランク    

1 1,000RG以上のご利用 3 名 ソウルパートナー「セバスチャン・アフロ」 

2 500RG 以上のご利用 5 名 ナーデルの強化保護石（2 個） 

3 250RG 以上のご利用 7 名 
リアルグッズ賞 

※グッズ内容は、2015 年6 月19 日19:00 からの放送内で発表いたします。 

4 100RG 以上のご利用 10 名 LV5 鍛錬石セット（3 セット） 

5 50RG 以上のご利用 20 名 ディメント褒章（7 日） 

※ゲームポット ID・外部ID をご利用の方のみが対象です。 

    

Wizardry OnlineWizardry OnlineWizardry OnlineWizardry Online キャンペーン詳細については下記キャンペーン詳細については下記キャンペーン詳細については下記キャンペーン詳細については下記 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.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardry----online.jp/info/?seq=1951online.jp/info/?seq=1951online.jp/info/?seq=1951online.jp/info/?seq=1951    

    

 

        



 

 

■■■■Wizardry Online LiberalWizardry Online LiberalWizardry Online LiberalWizardry Online Liberal    

キャンペーン期間中にロイヤルショップにて一定額以上のRGをご利用いただいた方の中から抽選で下記

の特典をプレゼントいたします。 

等級等級等級等級    対象条件対象条件対象条件対象条件    
抽選本抽選本抽選本抽選本

数数数数    
特典ランク特典ランク特典ランク特典ランク    

1 1,000RG以上のご利用 3 名 ソウルパートナー「セバスチャン・アフロ」 

2 500RG 以上のご利用 5 名 ナーデルの強化保護石（2 個） 

3 250RG 以上のご利用 7 名 
リアルグッズ賞 

※グッズ内容は、2015 年6 月19 日19:00 からの放送内で発表いたします。 

4 100RG 以上のご利用 10 名 LV5 鍛錬石セット（3 セット） 

5 50RG 以上のご利用 20 名 ディメント褒章（7 日） 

※ゲームポット ID・外部ID をご利用の方のみが対象です。 

    

Wizardry OnlineWizardry OnlineWizardry OnlineWizardry Online    LiberalLiberalLiberalLiberal キャンペーン詳細については下記キャンペーン詳細については下記キャンペーン詳細については下記キャンペーン詳細については下記 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://liberal.wizardryhttp://liberal.wizardryhttp://liberal.wizardryhttp://liberal.wizardry----online.jp/info/?seq=144online.jp/info/?seq=144online.jp/info/?seq=144online.jp/info/?seq=144    

    

    

■■■■Wizardry SchemaWizardry SchemaWizardry SchemaWizardry Schema    

キャンペーン期間中に規定額以上 RG 消費した方に下記特典をプレゼントいたします。さらに、期間中の

100RG 消費を応募1 口として抽選で 10 名様にグロリス★（遺伝特性：野心家）をプレゼントいたします。 

等級等級等級等級    対象条件対象条件対象条件対象条件    特典ランク特典ランク特典ランク特典ランク    

1 1,000RG 以上消費特典 ツィスカ★（光の弓装備） 

2 500RG 以上消費特典 
上級神の武器鍛錬石×3 個 

上級神の防具鍛錬石×5 個 

3 100RG 以上消費特典 レア確率5 倍・解除＋1×5 個 

※500RG 以上消費した場合、100RG 以上消費特典も貰えます。 

※1000RG 以上消費した場合、500RG 以上消費特典と 100RG 以上消費特典も貰えます。 

 

★100RG 消費を応募1 口として 

抽選で 10 名様に、メイキングキャラにはない遺伝特性野心家を持つグロリス★（DRU）をプレゼント！ 

遺伝特性：野心家 

・[良]アイテムドロップ率20％アップ 

・[良]パーティ全員のアクティブ魔法スキル再使用ターン－1 

・[良]自身のアクティブ魔法スキル再使用ターンをさらに－1 

 

Wizardry SchemaWizardry SchemaWizardry SchemaWizardry Schema ののののキャンペーン詳細については下記キャンペーン詳細については下記キャンペーン詳細については下記キャンペーン詳細については下記 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.wizhttp://www.wizhttp://www.wizhttp://www.wiz----s.jp/info.php?seq=124s.jp/info.php?seq=124s.jp/info.php?seq=124s.jp/info.php?seq=124    

    

    

タイトルによってキャンペーンの内容が異なりますので、ご注意ください。 

 

  



 

 

6666 月月月月 19191919 日（金）日（金）日（金）日（金）19:0019:0019:0019:00 より「生コンより「生コンより「生コンより「生コン放送局放送局放送局放送局スペシャル」放送決定！スペシャル」放送決定！スペシャル」放送決定！スペシャル」放送決定！    

 

6 月19 日（金）19:00 より、「生コン放送局スペシャル」を放送いたします。 

現在開催中の「14 周年だョ！ゲームポットうき☆うき♪夢のくじ」キャンペーンの当選発表や、その他プ

レゼント企画など盛りだくさんの内容でお送りいたします。 

ぜひ、放送でしか得られない情報をゲットしてください。 

 

■生コン放送局とは 

生コン放送局とは、毎週金曜日に GMO ゲームポットの中の人がゆる～くお送りする「公式生放送」番組

です。様々なゲームタイトルの GM イベントの実況はもちろん、ここでしか聞けない最新情報もこっそり公

開！？ 

GMO ゲームポットのゲームがさらに楽しくなるような放送です。 

 

詳細は下記詳細は下記詳細は下記詳細は下記 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://live.nicovideo.jp/gate/lv224065387http://live.nicovideo.jp/gate/lv224065387http://live.nicovideo.jp/gate/lv224065387http://live.nicovideo.jp/gate/lv224065387    

    

 

  



 

 

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/ ） 

 

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 http://www.pangya.jp/ 

ファンタジーアース ゼロ http://www.fezero.jp/ 

ペーパーマン http://www.paperman.jp/ 

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

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

フロンティアタクティクス http://yahoo-mbga.jp/game/12021183/play 

戦国武将姫 MURAMASA乱  http://yahoo-mbga.jp/game/12021838/play 

  

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/ 

Wizardry Schema http://www.wiz-s.jp/ 

    


