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ゲームポットゲームポットゲームポットゲームポット「「「「ネットキャッシュネットキャッシュネットキャッシュネットキャッシュ

抽選抽選抽選抽選でででで、、、、最大最大最大最大 10,00010,00010,00010,000

オンラインゲームの開発・運営

以下ゲームポット）は、本日3 月

ティ・ティ・カードソリューション（本社

ンを開始いたします。 

 

「「「「ネットキャッシュネットキャッシュネットキャッシュネットキャッシュ

本日3 月11 日（月）14:00 より、

本キャンペーンでは、2013年3

CASH 決済にて対象コンテンツのゲーム

の、100 名様へ 1,000 円分の、10

 抽選は 1 週間に 1 度行われ、毎週当選

 お得なこの機会を、お見逃しなく

 

 

「「「「ネットキャッシュネットキャッシュネットキャッシュネットキャッシュ
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平成

会 社 名 株式会社ゲームポット

（URL http://www.gamepot.co.jp/

 

ネットキャッシュネットキャッシュネットキャッシュネットキャッシュ春休春休春休春休みみみみ特別還元特別還元特別還元特別還元キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン」」」」開催開催開催開催

10,00010,00010,00010,000 円分円分円分円分のののの NET CASHNET CASHNET CASHNET CASH がががが当当当当たるたるたるたる大大大大チャンスチャンスチャンスチャンス

運営を行う株式会社ゲームポット（東京都品川区、代表取締役社長

月11 日（月）より、 電子マネー「NET CASH」の発行元である

本社：東京都港区、代表取締役社長：浅田安茂）とのタイアップ

ネットキャッシュネットキャッシュネットキャッシュネットキャッシュ春休春休春休春休みみみみ特別還元特別還元特別還元特別還元キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン」」」」開催開催開催開催！！！！    

、「ネットキャッシュ春休み特別還元キャンペーン」を開催

3月11日（月）14:00から2013年4月15日（月）14：00までの

のゲーム内ポイントを購入された方の中から抽選で、200

10 名様へ 10,000 円分の NET CASH をプレゼントいたします

毎週当選のチャンス！ 

しなく！ 

ネットキャッシュネットキャッシュネットキャッシュネットキャッシュ春休春休春休春休みみみみ特別還元特別還元特別還元特別還元キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン」」」」特設特設特設特設ページページページページ        
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平成25 年3 月11 日 

ゲームポット 

http://www.gamepot.co.jp/） 

開催開催開催開催！！！！    

チャンスチャンスチャンスチャンス！！！！    

代表取締役社長：植田修平、

である株式会社エヌ・

タイアップキャンペー

 

開催いたします。 

までの期間中、NET 

200 名様へ 500 円分

をプレゼントいたします！ 

    



 

≪≪≪≪「「「「ネットキャッシュネットキャッシュネットキャッシュネットキャッシュ春休春休春休春休みみみみ特別還元特別還元特別還元特別還元

【【【【実実実実    施施施施    期期期期    間間間間】】】】        2013 年3 月11

 

【【【【実実実実    施施施施    内内内内    容容容容】】】】        抽選で 200 名様

抽選で 100 名様

抽選で 10 名様

 

期間中5 回に

毎週40 名様へ

の NET CASH

 

【【【【参加方法参加方法参加方法参加方法】】】】       購入時に表示される

当選連絡を受け

キャンペーンへの

ールが届きます

 

【【【【抽選期間抽選期間抽選期間抽選期間////当選者発表当選者発表当選者発表当選者発表】】】】    

 抽選期間 

3 月11 日(月)14:00～3 月17 日(日

3 月18 日(月)～3 月24 日(日) 

3 月25 日(月)～3 月31 日(日) 

4 月1 日(月)～4 月7 日(日) 

4 月8 日(月)～4 月15 日(月) 14:00

※当選したお客さまには、ご登録

 

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

「ファンタジーアース ゼロ」「スカッとゴルフ

「トリックスター」「Livly Island COR

  

【【【【注意事項注意事項注意事項注意事項】】】】    

※本キャンペーン期間中に行われるすべての

※本キャンペーンは 5 つの期間に

※決済した金額で当選確率が変動

※1 つの抽選期間内において決済

※登録のメールアドレスが誤っておりますと

※当選した場合、ご購入時に入力

※キャンペーン終了時点で決済が

 ご注意ください。 

※NET CASH、NET CASH ウォレットに

 株式会社エヌ・ティ・ティカードソリューションへ

 ・NET CASH お問い合わせ 

  http://net-cash.jp/inquiry/index.html

 

特別還元特別還元特別還元特別還元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≫≫≫≫    

    

11 日（月）14:00～2013 年4 月15 日（月）14：00 

名様へ 500 円分の NET CASH をプレゼント！  

名様へ 1,000 円分の NET CASH をプレゼント！  

名様へ 10,000 円分の NET CASH をプレゼント！  

に分けて抽選を行い、  

へ 500 円分、20 名様へ 1,000 円分、2 名様へ 10,000 円分

NET CASH をプレゼントいたします。 

される特設ページで、 

け取りたいメールアドレスをご入力ください。 

キャンペーンへの参加受付が完了いたしますと、ご登録のアドレスへお

きます。 

当選発表日 

日) 3 月21 日(木)までに発表 

3 月27 日(水) までに発表 

4 月3 日(水) までに発表 

4 月10 日(水) までに発表 

) 14:00 4 月18 日(木) までに発表 

登録いただいたメールアドレスにお知らせをお送りさせていただきます

スカッとゴルフ パンヤ」「CABAL ONLINE」「トキメキファンタジーラテール

COR」「Wizardry Online」「ペーパーマン」 

われるすべての NET CASH 決済が抽選の対象となります

に分かれており、各抽選期間ごとに抽選をいたします。

変動することはございません。 

決済した回数で、当選確率が変更することはございません

っておりますと、本キャンペーンへ参加する事ができません

入力いただいたメールアドレスあてにお知らせいたします

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

ウォレットに関するお問い合わせは、 

エヌ・ティ・ティカードソリューションへ直接お問い合わせください。 

cash.jp/inquiry/index.html 

円分 

のアドレスへお申し込み確認メ

りさせていただきます。 

トキメキファンタジーラテール」

となります。 

。 

することはございません。 

ができません。 

らせいたします。 

となりますので 



 

 

※運営上、予期せぬ理由によりキャンペーン

 公式サイトにてご連絡いたします

    

 

によりキャンペーン内容を変更・中止する場合には、 

いたします。 

     



 

株式会社株式会社株式会社株式会社ゲームポットについてゲームポットについてゲームポットについてゲームポットについて 
ゲームポットは2001年5月に設立した、オンラインゲーム

ント株式会社の連結子会社です。ゲームポットは

シップを擁しており、幅広く展開する戦略的

界のリーダーとしての地位を確立しております

（ 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    

Wizardry Online 

トキメキファンタジー ラテール 

スカッとゴルフ パンヤ    

CABAL ONLINE 

ペーパーマン 

ファンタジーアース ゼロ 

コンチェルトゲート フォルテ 

トリックスター 

Livly Island COR 

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 

童話スピリッツ（R）-魔法のﾄﾗﾝﾌﾟ- 

童話スピリッツ-海と空の島々- 

狩りとも 

わグルま！    

ラテール イリス物語 

蒼穹ドラゴンギルド 

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 

ゆるロボ製作所 

ゆるロボ製作所ふぃーばー 

 

 

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、現在、

ゲームポットは、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

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

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

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

http://www.latale.jp/ 

http://www.pangya.jp/    

http://www.cabal.jp/ 

http://www.paperman.jp/ 

http://www.fezero.jp/ 

http://www.cgf.jp/ 

http://www.trickster.jp/ 

http://www.livly.com/ 

http://company.gamepot.co.jp/special/douwa2/

http://company.gamepot.co.jp/special/douwa3/ 

http://company.gamepot.co.jp/special/karitomo/

http://www.waguruma.jp/ 

http://www.latale.jp/smartphone/index.html 

http://pf.mbga.jp/12010535 

http://yururobo.jp 

http://yururobo.jp 

、ソネットエンタテインメ

海外開発会社とのリレーション

日本のオンラインゲーム業

ホームページをご覧下さい。

http://company.gamepot.co.jp/special/douwa2/ 

co.jp/special/karitomo/ 

 


