
 

 

平成27 年8 月3 日 

各位 

 

会 社 名 GMO ゲームポット株式会社 

（URL http://www.gamepot.co.jp/） 

 

この世でこの世でこの世でこの世でたたたたったったったった 1111 枚の純金製カードがあなたの手に！枚の純金製カードがあなたの手に！枚の純金製カードがあなたの手に！枚の純金製カードがあなたの手に！    

「「「「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    x x x x WebMoneyWebMoneyWebMoneyWebMoney    夏の大抽選キャンペーン夏の大抽選キャンペーン夏の大抽選キャンペーン夏の大抽選キャンペーン」」」」開催開催開催開催    

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、本日8月3日（月）より、 電子マネー「WebMoney」の発行元である株

式会社ウェブマネー（本社：東京都港区、代表取締役社長：塚田俊文）とのタイアップキャンペーンを開始い

たします。 

    

3333種の種の種の種の「「「「夏の大抽選キャンペーン夏の大抽選キャンペーン夏の大抽選キャンペーン夏の大抽選キャンペーン」本日」本日」本日」本日同時スタート！同時スタート！同時スタート！同時スタート！    

    

    
    

本日8 月3 日（月）15：00 より、「GMO ゲームポット x WebMoney 夏の大抽選キャンペーン」を開催しま

す。 

本キャンペーンでは、同時に 3 つのキャンペーンを実施いたします。 

2015年8月3日（月）15：00から8月31日（月）15：00までの期間中、累計5,000円以上のゲーム内ポイ

ントを WebMoney を使用してご購入いただいた方の中から抽選で 100 名様に WebMoney1,000 円分を、累

計10,000 円以上のゲーム内ポイントを WebMoney を使用してご購入いただいた方の中から抽選で、この

世に 1 枚しかない純金製オリジナル WebMoney カードを各コンテンツそれぞれ 1 名様にプレゼントいたし

ます。また、対象コンテンツ内でゲーム内ポイントを一定額消費すると、抽選で特典アイテムが当たるキャ

ンペーンも同時に開催いたします。 

 

見逃せない特典満載なキャンペーン！ この機会にぜひ WebMoney をご利用ください。 

 

「「「「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    x WebMoney x WebMoney x WebMoney x WebMoney 夏の大抽選キャンペーン夏の大抽選キャンペーン夏の大抽選キャンペーン夏の大抽選キャンペーン」」」」特設ページ特設ページ特設ページ特設ページ        

http://www.gamepot.co.jp/campaign/150803webmoney_campaign/http://www.gamepot.co.jp/campaign/150803webmoney_campaign/http://www.gamepot.co.jp/campaign/150803webmoney_campaign/http://www.gamepot.co.jp/campaign/150803webmoney_campaign/        



 

 

≪≪≪≪「「「「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    x x x x WebMoneyWebMoneyWebMoneyWebMoney    夏の大抽選キャンペーン夏の大抽選キャンペーン夏の大抽選キャンペーン夏の大抽選キャンペーン」」」」概要≫概要≫概要≫概要≫    

    

【実【実【実【実    施施施施    期期期期    間】間】間】間】        

2015 年8 月3 日（月）15：00 ～ 2015 年8 月31 日（月）15：00 

 

【実【実【実【実    施施施施    内内内内    容】容】容】容】        

＜キャンペーン①＞ 

キャンペーン期間中、累計5,000円分以上のゲーム内ポイントをWebMoneyでご購入いただいた方の中か

ら、抽選で 100 名様に WebMoney1,000 円分をプレゼントいたします。 

 

＜キャンペーン②＞ 

キャンペーン期間中、累計 10,000 円分以上のゲーム内ポイントを WebMoney でご購入いただいた方の中

から、抽選で各コンテンツそれぞれ 1 名様に純金製オリジナル WebMoney カード 5,000 円分をプレゼント

いたします。 

 

※Wizardry Online の当選者はアルバロア・エゼルシャーン・†Liberal†あわせて 1 名です。 

 

＜キャンペーン③＞ 

キャンペーン期間中、対象コンテンツにて一定額以上のゲーム内ポイントを消費された方の中から、抽選

で下記の特典アイテムをプレゼントいたします。 

 

■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    

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 500CP 以上消費 5 名 パンヤの日カードパッケージ 2015 5 個 

2 300CP 消費 10 名 パンヤボックス 2015 5 個 

3 100CP 消費 20 名 ガチャッとポンタ抽選券5 枚 

※ゲームポット ID・外部ID をご利用の方のみが対象です。 

 

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=13283&cat=1http://www.pangya.jp/board_notice_view.aspx?seq=13283&cat=1http://www.pangya.jp/board_notice_view.aspx?seq=13283&cat=1http://www.pangya.jp/board_notice_view.aspx?seq=13283&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    

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 500LP 以上消費 1 名 ブランケット 

2 300LP 消費 5 名 パーティシリアルカード 

3 100LP 消費 10 名 ラテールオリジナルサウンドトラック 

※ゲームポット ID・外部ID をご利用の方のみが対象です。 

 

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.aspx?seq=2097http://www.latale.jp/notice/notice_newsview.aspx?seq=2097http://www.latale.jp/notice/notice_newsview.aspx?seq=2097http://www.latale.jp/notice/notice_newsview.aspx?seq=2097    

    

        



 

 

■ペーパーマン■ペーパーマン■ペーパーマン■ペーパーマン    

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 500CASH 以上消費 5 名 お好きなアバターセット 1 種(コラボ品除く) 

2 300CASH 消費 10 名 

ボイス武器福袋1×1 

ボイス武器福袋2×1 

武器袋スルルセレクション vol.1×1 

武器袋スルルセレクション vol.2×1 

3 100CASH 消費 20 名 
武器袋スルルセレクション vol.1×1 

武器袋スルルセレクション vol.2×1 

※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=2994http://www.paperman.jp/notice_newsview.aspx?seq=2994http://www.paperman.jp/notice_newsview.aspx?seq=2994http://www.paperman.jp/notice_newsview.aspx?seq=2994    

 

■■■■Wizardry OnlineWizardry OnlineWizardry OnlineWizardry Online、、、、Wizardry Online Wizardry Online Wizardry Online Wizardry Online ††††LiberalLiberalLiberalLiberal††††    

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 500RG 以上のご利用 5 名 2,000,000,000 ゴールド 

2 300RG 以上のご利用 10 名 ハーサント鍛錬石G1【CP】（3 セット） 

3 100RG 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。 

※当選者はアルバロア、エゼルシャーン、†Liberal†の中からランダムで選ばれます。 

    

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。    

＜アルバロア・エゼルシャーン＞＜アルバロア・エゼルシャーン＞＜アルバロア・エゼルシャーン＞＜アルバロア・エゼルシャーン＞    

http://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardry----online.jp/info?seq=1989online.jp/info?seq=1989online.jp/info?seq=1989online.jp/info?seq=1989    

＜†＜†＜†＜†LiberalLiberalLiberalLiberal†＞†＞†＞†＞    

http://liberal.wizardryhttp://liberal.wizardryhttp://liberal.wizardryhttp://liberal.wizardry----online.jp/info?seq=177online.jp/info?seq=177online.jp/info?seq=177online.jp/info?seq=177    

    

【対象コンテンツ】【対象コンテンツ】【対象コンテンツ】【対象コンテンツ】    

＜キャンペーン①及び②＞ 

『ファンタジーアース ゼロ』『スカッとゴルフ パンヤ』『Wizardry Online（†Liberal†サーバー含む）』『ペーパ

ーマン』『トキメキファンタジー ラテール』『Livly Island COR』    

    

＜キャンペーン③＞ 

『スカッとゴルフ パンヤ』『Wizardry Online（†Liberal†サーバー含む）』『ペーパーマン』『トキメキファンタジ

ー ラテール』 

    

【参加方法】【参加方法】【参加方法】【参加方法】    

＜キャンペーン①及び②＞ 

キャンペーン期間内に対象コンテンツにて累計 5,000 円分または 10,000 円分以上のゲーム内ポイントを

WebMoney で購入することでご参加いただけます。 

 

  



 

 

＜キャンペーン③＞ 

キャンペーン期間内に対象コンテンツにて一定額のゲーム内ポイントを消費することでご参加いただけま

す。 

 

また、当選するためには抽選番号の発行が必要です。 

各コンテンツから掲載されるお知らせにて、抽選番号発行ページへ移動することが可能です。 

発行された抽選番号は当選発表まで大事に取っておいてください。 

 

【当選発表】【当選発表】【当選発表】【当選発表】    

抽選結果は 9 月4 日（金）19：00 より放送を行う、生コン放送局にて発表する予定です。 

放送内容の詳細については 8 月5 日（水）以降、生コン放送局のチャンネルページにてお知らせします。 

 

＜生コン放送局 チャンネルページ＞ 

http://ch.nicovideo.jp/namacon 

 

【注意事項】【注意事項】【注意事項】【注意事項】    

※本キャンペーンはゲームポット ID および外部ID をご利用のお客さまのみが対象です。ハンゲームや

AGE ゲームス、ニコニコアプリのお客様は対象外となります。ご了承ください。 

※キャンペーン期間中に行われる全ての WebMoney が抽選の対象となります。 

※キャンペーン①②③とも、上位条件を満たしたお客様は自動的に下位賞品の抽選対象となります。 

例1)キャンペーン期間中に、累計10,000 円分のゲーム内ポイントを WebMoney でご購入いただいた場合 

→キャンペーン②に加え、キャンペーン①の抽選対象です。 

例2）キャンペーン期間中に、パンヤで累計500CP 分のゲーム内アイテムをご購入いただいた場合 

→キャンペーン③の、1 等～3 等すべての抽選対象です。ただし、重複当選はございません。 

キャンペーン③の 1 等に当選した場合、キャンペーン①②および③の 2 等、3 等は当選いたしません。 

※ご購入金額による当選確率の変更はありません。 

※キャンペーン終了時点で決済が完了していない場合、キャンペーン対象外となりますのでご注意くださ

い。 

※キャンペーン③は期間内に【一定額以上のコンテンツポイントの消費】と【抽選番号の発行】が必要です。

抽選番号は各コンテンツのお知らせから、抽選番号発行サイトにログインすると自動的に発行・表示され

ます。 

※WebMoney に関するお問い合わせは、株式会社ウェブマネーへ直接お問い合わせください。 

＜WebMoney お問い合わせ＞ http://www.webmoney.jp/utility/help.html 

※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、特設サイトにてご連絡いた

します。 http://www.gamepot.co.jp/campaign/150803webmoney_campaign/    

        



 

 

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/ 

    


