
 

 

平成27 年12 月24 日 

各位 

会 社 名 GMO ゲームポット株式会社 

（URL http://www.gamepot.co.jp/） 

 

『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』ガチャッとポンタにガチャッとポンタにガチャッとポンタにガチャッとポンタに新レアアイテム「和装シリーズ」が新レアアイテム「和装シリーズ」が新レアアイテム「和装シリーズ」が新レアアイテム「和装シリーズ」が登場！登場！登場！登場！    

さらに年末年始を楽しく過ごすイベントも始まります！さらに年末年始を楽しく過ごすイベントも始まります！さらに年末年始を楽しく過ごすイベントも始まります！さらに年末年始を楽しく過ごすイベントも始まります！ 

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、Windows 用オンラインゲーム『スカッとゴルフ パンヤ』において、12

月24 日（木）定期メンテナンスにてアップデートを行います。 

    

ガチャッとポンタに新レアアイテムガチャッとポンタに新レアアイテムガチャッとポンタに新レアアイテムガチャッとポンタに新レアアイテム    

この時期にピッタリなこの時期にピッタリなこの時期にピッタリなこの時期にピッタリな「「「「和装シリーズ和装シリーズ和装シリーズ和装シリーズ」」」」がががが登場登場登場登場    

    

本日12 月24 日（水）定期メンテナンス終了後より、ガチャッとポンタに「和装シリーズ」が登場します。 

女性キャラクターは巫女服、男性キャラクターはそれぞれ「和」に関係した非常に特徴的な衣装となって

います。 

年末年始はぜひ、「和装シリーズ」を着てパンヤをお楽しみください！ 

 

  



 

 

  

  

  

  



 

 

 

 

    

    

一足先にお正月気分をお届け一足先にお正月気分をお届け一足先にお正月気分をお届け一足先にお正月気分をお届け    

年末年始もイベント盛りだくさん年末年始もイベント盛りだくさん年末年始もイベント盛りだくさん年末年始もイベント盛りだくさん！！！！    

 

本日12 月24 日（木）定期メンテナンス終了後から 2016 年1 月14 日（木）メンテナンス開始前までの期

間中、数々の「お正月イベント」を開催いたします。 

 

■その■その■その■その 1111    年末年始すごろくイベント！年末年始すごろくイベント！年末年始すごろくイベント！年末年始すごろくイベント！    

【開催期間】 

2015 年12 月24 日（木）定期メンテナンス終了後～ 2016 年1 月14 日（木）定期メンテナンス開始前 

 

年末年始と言えば「こたつ」に「パンヤ」、そして「すごろく」です。 

ゲームをプレイしてサイコロをゲット、集めたサイコロを振ってコマを進めよう！特定のマスに止まったり、

1 周すると色んなアイテムが手に入ります。 

周回すればするほどアイテムがたくさんもらえますので、何周できるかぜひ挑戦してみてください！ 

 

 

 



 

 

 

 

■その■その■その■その 2222    ポンタの福袋ポンタの福袋ポンタの福袋ポンタの福袋2016201620162016 販売＆キャンペーン＆ナンバーズ！販売＆キャンペーン＆ナンバーズ！販売＆キャンペーン＆ナンバーズ！販売＆キャンペーン＆ナンバーズ！    

【販売期間】 

2016 年1 月1 日（金）0：00 ～ 1 月14 日（木）定期メンテナンス開始前 

  

毎年恒例！「ポンタの福袋2016」をパンヤショップにて販売します。 

販売開始は、2016 年1 月1 日0：00 です。年明けとともにショップへ GO！ 

福袋は通常価格より 1～2 割もお得な消耗品CP アイテムが詰まっているだけでなく、 

2014 年12 月～2015 年11 月に登場したレアアイテムがゲットできる可能性もあります。 

人気の「鳳凰とフェニックスの翼セット」や「マガベニブルーム」も福袋のラインナップに入っています。 

 

 

 

 

 

 

← 2016 年の干支「さる」のデザイン。 

販売開始日時をお間違えなく！ 

  

また、「ポンタの福袋2016」を20個購入するごとに、「ポンタの福袋2016」から出現する、現在所持していな

いレアアイテムを、ランダムで必ず 1 個プレゼントする「ポンタの初売りプレゼント」を実施します。 

 

さらに、「ポンタの福袋 2016」をご購入された方に豪華景品が抽選で当たる「福袋お年玉ナンバーズ」を進

呈！福袋を購入後にナンバーズを発行することができますので、ぜひ発行して景品をゲットしてください。 

 

1 等／クロポン【5 本】 

2 等／メモリアルコイン（プレミアム）×20 個【10 本】 

3 等／50 万PP【15 本】 

4 等／メモリアルコイン（ノーマル）×20 個【下3 桁】 

5 等／2016PP【下2 桁】 

 

「ポンタの初売りプレゼント」と「福袋お年玉ナンバーズ」はゲーム内から参加できます。お忘れなく。 



 

 

 

【注意事項】 

※個数に上限はありませんが、全てのレアアイテムを所持していた場合は、ガチャポンタ抽選券 11 枚が

プレゼントされます。 

 

■■■■そのそのそのその 3333    年末年始は一週間毎日年末年始は一週間毎日年末年始は一週間毎日年末年始は一週間毎日なにかがなにかがなにかがなにかが倍倍倍倍にににに！！！！！！！！    

【開催期間】 

2015 年12 月28 日（月）0：00 ～ 1 月4 日（月）0：00 

 

年末年始は、獲得経験値や獲得PP などが倍になるイベントを 1 週間毎日実施します。 

【スケジュール】 

12 月28 日／獲得PP2 倍 

12 月29 日／獲得経験値2 倍 

12 月30 日／クラブ熟練度2 倍 

12 月31 日／獲得PP2 倍、獲得経験値2 倍、降水確率6 倍 

1 月1 日／獲得PP2 倍、獲得経験値2 倍、クラブ熟練度3 倍、ピピンポイント 5 倍 

1 月2 日／獲得PP2 倍、降水確率6 倍 

1 月3 日／獲得経験値2 倍、クラブ熟練度2 倍 

 

さらにアズテックやお年玉がもらえるログインプレゼントも実施！ 

年始年末もぜひパンヤをお楽しみください。 

 

 

■■■■そのそのそのその 4444    チャージボーナスチャージボーナスチャージボーナスチャージボーナス 2222 倍キャンペーン実施！倍キャンペーン実施！倍キャンペーン実施！倍キャンペーン実施！    

【キャンペーン期間】 

2015 年12 月24 日（木）定期メンテナンス終了後 ～ 2016 年1 月7 日（木）定期メンテナンス開始前 

 

【キャンペーン対象】 

・プリペイド型の電子マネー、携帯電話をご利用の場合 

3,000 円（税込）  291CP＋15CP →  291CP＋30CP 

5,000 円（税込）  486CP＋30CP →  486CP＋60CP 

10,000 円（税込）  972CP＋70CP → 972CP＋140CP 

 

・各種クレジットカードをご利用の場合 

3,086 円（税込）  300CP＋15CP →  300CP＋30CP 

5,143 円（税込）  500CP＋30CP →  500CP＋60CP 

10,286 円（税込） 1,000CP＋70CP → 1,000CP＋140CP 

 

※ゲームポットおよび外部 ID の方（Yahoo! JAPAN、Google、Twitter、Facebook、mixi の各 ID を利用して

『スカッとゴルフ パンヤ』をプレイしている方）が対象となります。 

 

この機会に CP をチャージして、お得に「ポンタの福袋」をご購入ください！ 

 

 

 



 

 

 

■■■■そのそのそのその 5555    正月限定アイテム販売！正月限定アイテム販売！正月限定アイテム販売！正月限定アイテム販売！    

【販売期間】 

2016 年1 月1 日（金）0：00 ～ 1 月14 日（木）定期メンテナンス開始前 

 

2016 年は「申年」ということで、「さるアズテック」と「福入りアズテック」を販売します。 

さるアズテックは 12 年に 1 度しか登場しない貴重なアズテックです。 

特別なアズテックを使用して、新年をお祝いしましょう！ 

 

 

 

 

 

■■■■そのそのそのその 6666    初打ち初打ち初打ち初打ち GMGMGMGM 大会開催！大会開催！大会開催！大会開催！    

【開催時間】 

2016 年1 月1 日（金）0：05 ごろ 

 

GM と一緒に新年をお祝いしませんか？ 

初詣に出掛ける前のひと時、時間のご都合が合いましたら、ぜひご参加ください！ 

参加してくださった方にはプレゼントが！？ 

    

    

年末年始も『スカッとゴルフ パンヤ』を楽しもう！ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

【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】    

性別・年齢問わず、簡単なゲームシステムで誰もが楽しめる"本当にカワイイ"爽快ゴルフゲームです。 

幻想的なコースやたくさんの魅力的なキャラクター達があなたを迎えてくれます。 

キャラクターの衣装は全部でなんと数千種類！着せ替えも思いのままに楽しめます。 

"あなただけ"のキャラクターでパンヤの世界をお楽しみください！ 

 

    

(c)2004 Ntreev Soft Co.,Ltd. All Rights Reserved. 

Pangya is registered trademark of Ntreev Soft Co.,Ltd 

(c)2004 GMO Gamepot Inc. All Rights Reserved. 

  

  

  



 

 

GMOGMOGMOGMOゲームポット株式会社ゲームポット株式会社ゲームポット株式会社ゲームポット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ください。（ 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/ 

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/ 

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

Wizardry Online †LIBERAL† http://liberal.wizardry-online.jp/ 

 

ブラウザゲームブラウザゲームブラウザゲームブラウザゲーム 

 

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

フロンティアタクティクス 

戦国武将姫 MURAMASA 乱 

ヴァルキリーアイゼン 

 

http://yahoo-mbga.jp/game/12021183/play 

http://yahoo-mbga.jp/game/12021838/play 

http://yahoo-mbga.jp/game/12023362/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 

姫王と最後の騎士団 

Wizardry Schema 

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

http://www.wiz-s.jp 

  

    

 


