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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』

エントリー開始エントリー開始エントリー開始エントリー開始！！！！    さらにさらにさらにさらに

オンラインゲームの開発・運営を行う株式会社ゲームポット（東京都品川

平、以下ゲームポット）は、Windows®

（木）メンテナンス終了後にてアップデートを行います。

 

「クラブトーナメントマッチグランプリ」エントリー開始「クラブトーナメントマッチグランプリ」エントリー開始「クラブトーナメントマッチグランプリ」エントリー開始「クラブトーナメントマッチグランプリ」エントリー開始

『スカッとゴルフ パンヤ』にて、

ことが急遽決定！ 本日 12 月 8

します。 

オンライン予選を勝ち上がってきた上位

で激突いたします。 

上位チームには永久使用可能

ぜひエントリーして「クラブトーナメントマッチグランプリ」をお楽しみください。

 

スケジュール・賞品など詳しい情報は「スカッと
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パンヤ』パンヤ』パンヤ』パンヤ』最強クラブを決定する「クラブトーナメントマッチグランプリ」最強クラブを決定する「クラブトーナメントマッチグランプリ」最強クラブを決定する「クラブトーナメントマッチグランプリ」最強クラブを決定する「クラブトーナメントマッチグランプリ」

さらにさらにさらにさらにガチャッとポンタガチャッとポンタガチャッとポンタガチャッとポンタ PPPPPPPP にににに新レアアイテム登場新レアアイテム登場新レアアイテム登場新レアアイテム登場

オンラインゲームの開発・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：植田修

Windows®用オンラインゲーム『スカッとゴルフ パンヤ』において、

メンテナンス終了後にてアップデートを行います。 

「クラブトーナメントマッチグランプリ」エントリー開始「クラブトーナメントマッチグランプリ」エントリー開始「クラブトーナメントマッチグランプリ」エントリー開始「クラブトーナメントマッチグランプリ」エントリー開始！！！！    

パンヤ』にて、最強クラブを決定する「クラブトーナメントマッチグランプリ」を

8 日（木）より、「クラブトーナメントマッチグランプリ」エントリーを開始いた

オンライン予選を勝ち上がってきた上位 4 チームが、12 月 25 日（日）に秋葉原にて開催される決勝戦

永久使用可能な「ゴールデンツインフェザークラブ」など、豪華賞品

ぜひエントリーして「クラブトーナメントマッチグランプリ」をお楽しみください。 

スケジュール・賞品など詳しい情報は「スカッとゴルフ パンヤ」公式サイトをご覧ください。
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新レアアイテム登場新レアアイテム登場新レアアイテム登場新レアアイテム登場！！！！！！！！    

区、代表取締役社長：植田修

において、12 月 8 日

    

最強クラブを決定する「クラブトーナメントマッチグランプリ」を開催する

日（木）より、「クラブトーナメントマッチグランプリ」エントリーを開始いた

日（日）に秋葉原にて開催される決勝戦

など、豪華賞品をプレゼント！  

パンヤ」公式サイトをご覧ください。 



 

ガチャッとポンタガチャッとポンタガチャッとポンタガチャッとポンタ

本日12月8日（木）定期メンテナンス終了後より、

ます。 

 

今回登場するアイテムは全キャラ分の「情熱の赤いバラ

わえるもので、コーディネートで華やかさを演出するにはぴったりの

 

見た目だけでなく能力値もついている

チャレンジしてみてください！ 

    

12121212 月月月月 1111 日はダイスケの誕生日日はダイスケの誕生日日はダイスケの誕生日日はダイスケの誕生日

本日12月8日（木）定期メンテナンス終了後から

ダイスケの誕生日を記念したイベントをスタートいたします。

本イベントでは、スタートボタンを押して

ることができます。1週間限定イベントとなっております

しましょう！ 

 

 

    

ガチャッとポンタガチャッとポンタガチャッとポンタガチャッとポンタ PPPPPPPP に新レアアイテム登場！に新レアアイテム登場！に新レアアイテム登場！に新レアアイテム登場！    

日（木）定期メンテナンス終了後より、ガチャッとポンタ PPに新レアアイテムが登場いたし

全キャラ分の「情熱の赤いバラ」と「清純の白いバラ」。このアイテムは

わえるもので、コーディネートで華やかさを演出するにはぴったりのアイテムとなっております。

見た目だけでなく能力値もついているお得なアイテムですので、ぜひこの機会にガチャッとポンタ

 

 

 

日はダイスケの誕生日日はダイスケの誕生日日はダイスケの誕生日日はダイスケの誕生日でしたでしたでしたでした！！！！    誕生日イベント開催！誕生日イベント開催！誕生日イベント開催！誕生日イベント開催！

日（木）定期メンテナンス終了後から12月15日（木）定期メンテナンス開始まで

ダイスケの誕生日を記念したイベントをスタートいたします。 

本イベントでは、スタートボタンを押して経験値を20溜めるとダイスケマスクや他のアイテムをゲットす

イベントとなっておりますので、マスクを集めてダイスケの誕生日をお祝い

 

に新レアアイテムが登場いたし

。このアイテムは口にく

アイテムとなっております。 

にガチャッとポンタ PP に

 

誕生日イベント開催！誕生日イベント開催！誕生日イベント開催！誕生日イベント開催！    

 

日（木）定期メンテナンス開始までの期間中、

ダイスケマスクや他のアイテムをゲットす

ダイスケの誕生日をお祝い



 
    

報酬アイテム一覧報酬アイテム一覧報酬アイテム一覧報酬アイテム一覧    

ダイスケマスク（ケン・エリカ）

ダイスケマスク（マックス・アリン）

ダイスケマスク（ルーシア・カズ）

ガチャポンタ抽選時補助券

 

    

ブルーラグーンとアイススパにもスピンキューブやブルーラグーンとアイススパにもスピンキューブやブルーラグーンとアイススパにもスピンキューブやブルーラグーンとアイススパにもスピンキューブや

本日12 月8 日（木）定期メンテナンス終了後より、

「WizCity」で登場した「スピンキューブ

 

また、「スピンキューブ」を開封した際に獲得できるアイテムを追加し、開封後の箱「

キューブ」を一定個数集めてマジックボックスで合成すると

になりました。「スピンキューブ」

ラグーン」、「アイススパ」でも遊んでみては如何でしょうか！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダイスケマスク（ケン・エリカ） ダイスケマスク（ダイスケ・セシリア）

ダイスケマスク（マックス・アリン） ダイスケマスク（クー・ネル）

ダイスケマスク（ルーシア・カズ） キャディたちの祝福

ガチャポンタ抽選時補助券1枚 ゴールドカードチケット
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日（木）定期メンテナンス終了後より、「ブルーラグーン」、「アイススパ」のフ

スピンキューブ」、「PP コイン」が出現します。 

を開封した際に獲得できるアイテムを追加し、開封後の箱「

を一定個数集めてマジックボックスで合成すると過去のガチャレアアイテムが獲得できるよう

」をたくさん集めてアイテムゲットのチャンス！ ぜひこの機会に「ブルー

ラグーン」、「アイススパ」でも遊んでみては如何でしょうか！ 

ダイスケマスク（ダイスケ・セシリア） 

ダイスケマスク（クー・ネル） 

キャディたちの祝福1 個 

ゴールドカードチケット 1枚 

 

コインが登場！コインが登場！コインが登場！コインが登場！    

 

「ブルーラグーン」、「アイススパ」のフィールドにも

を開封した際に獲得できるアイテムを追加し、開封後の箱「オープンドスピン

過去のガチャレアアイテムが獲得できるよう

ぜひこの機会に「ブルー



 
スピンキューブの中身一覧

クロポン 

すけポン newnewnewnew

デビルイヤー（全部キャラクター）

プロミスリング

ガチャポンタ抽選補助券

100万PP 

2,000PP 

経験値袋（経験値

 

 

 

 

 

 

 

スピンキューブの中身一覧  オープンドスピンキューブ

  ゴールデンハンマークラブセット

newnewnewnew  BIGポンタ

デビルイヤー（全部キャラクター）newnewnewnew  スノーフラワーセット（ケン）

プロミスリング  スノーフラワーセット

ガチャポンタ抽選補助券  スノーフラワーセット（ダイスケ）

  スノーフラワーセット（セシリア）

  スノーフラワーセット

経験値袋（経験値5)  スノーフラワーセット（クー）

 スノーフラワーセット（アリン）

 スノーフラワーセット

 スノーフラワーセット（ルーシア）

    

オープンドスピンキューブ合成アイテムリスト 

ゴールデンハンマークラブセット 

ポンタ 

スノーフラワーセット（ケン） 

スノーフラワーセット(エリカ) 

スノーフラワーセット（ダイスケ） 

スノーフラワーセット（セシリア） 

スノーフラワーセット(マックス) 

スノーフラワーセット（クー） 

スノーフラワーセット（アリン） 

スノーフラワーセット(カズ) 

スノーフラワーセット（ルーシア） 
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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。

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

ぶことができるカジュアルゲームです。
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株式会社ゲームポットについて株式会社ゲームポットについて株式会社ゲームポットについて株式会社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、オンラインゲーム等を開発・運営するサービスプロバイダーで、現在、ソネットエンタテインメント

株式会社の連結子会社です。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。

 

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    

CABAL ONLINE 

ペーパーマン 

トキメキファンタジー ラテール 

ファンタジーアース ゼロ 

コンチェルトゲート フォルテ 

ブラウザ封神演義 

ハウリングソード 

ウィローズ 

メビウスオンライン 

Livly Island COR 

アヴァロンの鍵ONLINE 

アルテイルネット 

Wizardry Online 

THE SHOGUN 

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    

狩りとも 

ミニチュアガーデン 

Alteil バトル RPG 

ネイビーウォーズ 

わグルま！    

青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ
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http://yahoo-mbga.jp/43086316/diary/823168547

http://www.alteil.jp/mobile/ 

http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/navy/

http://www.waguruma.jp/ 

全国ハモネプリーグ http://company.gamepot.co.jp/special/hamonepu/
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