
 

 

各位 

『『『『狩りとも』狩りとも』狩りとも』狩りとも』××××ラーメンチェーンラーメンチェーンラーメンチェーンラーメンチェーン

限定オリジナルユニット限定オリジナルユニット限定オリジナルユニット限定オリジナルユニット

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

平 以下ゲームポット）は、株式会社ディー・エヌ・エー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：守安

が運営する「Mobage」 （URL：http://mbga.jp 

（本社：大阪市中央区 代表取締役：文野

ションキャンペーン“「よってこや」のラーメンを食べて、狩りに出よう！”

施することが決定いたしました。

 

オリジナルオリジナルオリジナルオリジナル

3 月1 日（木）より、ラーメンチェーン『よってこや』とのコラボレーションキャンペーン

ーメンを食べて、狩りに出よう！”を実施いたします。本キャンペーンでは、期間中に『よってこや』全店を

はじめとする販売店舗において、『狩りとも』コラボラーメンを販売し、『狩りとも』ゲーム内にはコラボレー

ション限定オリジナルユニット「よってこ娘」が登場いたします。

 

オリジナルユニット「よってこ娘」を登場させるには、イートアンド株式会社のラーメン店全店でご飲食

頂いた際に配布する「狩りとも×よってこや」コラボステッカー記載のシリアルナンバーが必要となります。

ラーメンを食べて限定ユニットを手に入れよう！

 

 

 

詳細に関しましては、下記サイトをご覧ください。

http://www.yottekoya.com/karitomo/

 

 

 

 

 

 

 

本社所在地 東京都品川区大崎

会 社 名  株式会社ゲームポット

代 表 者  代表取締役社長

電 話 番 号 03-5745-1450

（URL http://www.gamepot.co.jp/

 

ラーメンチェーンラーメンチェーンラーメンチェーンラーメンチェーン『よってこや』『よってこや』『よってこや』『よってこや』コラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション 3333 月月月月 1111 日（木）より日（木）より日（木）より日（木）より

限定オリジナルユニット限定オリジナルユニット限定オリジナルユニット限定オリジナルユニット「よってこ娘」「よってこ娘」「よってこ娘」「よってこ娘」が登場！が登場！が登場！が登場！    

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

は、株式会社ディー・エヌ・エー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：守安

http://mbga.jp ）にて提供中の『狩りとも』において、イートアンド株式会社

代表取締役：文野 直樹）が提供するラーメンチェーン『よってこや』とのコラボレー

“「よってこや」のラーメンを食べて、狩りに出よう！” を 2012 年 3

施することが決定いたしました。 

オリジナルオリジナルオリジナルオリジナルユニット「よってこ娘」を手に入れよう！ユニット「よってこ娘」を手に入れよう！ユニット「よってこ娘」を手に入れよう！ユニット「よってこ娘」を手に入れよう！    

    
日（木）より、ラーメンチェーン『よってこや』とのコラボレーションキャンペーン

ーメンを食べて、狩りに出よう！”を実施いたします。本キャンペーンでは、期間中に『よってこや』全店を

はじめとする販売店舗において、『狩りとも』コラボラーメンを販売し、『狩りとも』ゲーム内にはコラボレー

ユニット「よってこ娘」が登場いたします。 

ユニット「よってこ娘」を登場させるには、イートアンド株式会社のラーメン店全店でご飲食

頂いた際に配布する「狩りとも×よってこや」コラボステッカー記載のシリアルナンバーが必要となります。

ラーメンを食べて限定ユニットを手に入れよう！ ぜひご期待ください。 

詳細に関しましては、下記サイトをご覧ください。 

http://www.yottekoya.com/karitomo/ 

 

オリジナルユニット「よってこ娘」

平成24 年2 月13 日 

東京都品川区大崎2-1-1   

株式会社ゲームポット 

代表取締役社長 植田 修平 

1450 

http://www.gamepot.co.jp/ ） 

日（木）より日（木）より日（木）より日（木）より実施決定実施決定実施決定実施決定！！！！        

代表取締役社長：植田修

は、株式会社ディー・エヌ・エー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：守安 功）

、イートアンド株式会社

直樹）が提供するラーメンチェーン『よってこや』とのコラボレー

3 月 1 日（木）より実

日（木）より、ラーメンチェーン『よってこや』とのコラボレーションキャンペーン“「よってこや」のラ

ーメンを食べて、狩りに出よう！”を実施いたします。本キャンペーンでは、期間中に『よってこや』全店を

はじめとする販売店舗において、『狩りとも』コラボラーメンを販売し、『狩りとも』ゲーム内にはコラボレー

ユニット「よってこ娘」を登場させるには、イートアンド株式会社のラーメン店全店でご飲食

頂いた際に配布する「狩りとも×よってこや」コラボステッカー記載のシリアルナンバーが必要となります。

オリジナルユニット「よってこ娘」 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【開催内容】【開催内容】【開催内容】【開催内容】    

●「赤味スタミナラーメン」の販売

「よってこや」の「赤味らーめん」ベースの

骨付きチキンが入った真っ赤なラーメンです。

 

・販売期間： 2012 年3 月1 日～

・販売店舗： 「よってこや」「ラーメン食堂

全店（日本坂PA

 

●「狩りとも」に「よってこや」オリジナルユニット登場

ソーシャルゲーム「狩りとも」内に「よってこや」オリジナルユニット「よってこ娘」が登場。

このオリジナルユニットは「狩りとも×よってこや」コラボステッカーに記載されたシリアル

ナンバーを入力することでゲットすることができます。ステッカーは下記期間中に配布店舗にて

ご飲食をされた際に配布いたします。

 

・オリジナルユニット配布期間：

・ステッカ ー配 布 期 間： 

・ステッカ ー配 布 店 舗： 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

『狩りとも』とは、「巨大モンスター

巨大モンスターと戦い、最高のハンターランクを目指すソーシャル

プレイヤーはハンター部隊の隊長となり、ユニットと呼ばれる部隊を集め、モンスターを討伐します

ユニットは合成できることが特徴で

に上ります。 

    

■■■■    基本情報基本情報基本情報基本情報    

・ タイトル： 『狩りとも』 

・ 提供開始日： 2011 年5 月12

・ 利用料金： 基本プレイ無料、アイテム課金制

・ URL：http://pf.mbga.jp/12004264

     http://sp.pf.mbga.jp/12004264

・ 対応機種： docomo/au/SoftBank

・ 利用条件： 「Mobage」への無料会員登録後、利用可能

 

（c）Gamepot Inc, All rights Reserved.

 

※記載されている社名、製品ソフトウェア名、ブランド名、サービス名は、すべて各社の商標または登録

商標です。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

コラボレーションキャンペーンコラボレーションキャンペーンコラボレーションキャンペーンコラボレーションキャンペーン概要概要概要概要    

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●「赤味スタミナラーメン」の販売 

「よってこや」の「赤味らーめん」ベースの “狩り” にちなんだ “カリー味” の 

骨付きチキンが入った真っ赤なラーメンです。 

日～5 月31 日 （キャンペーンは 3 月31 日まで） 

「よってこや」「ラーメン食堂 よってこや」 

PA 売店、大井競馬場売店を除く 25 店舗） 

●「狩りとも」に「よってこや」オリジナルユニット登場 

ソーシャルゲーム「狩りとも」内に「よってこや」オリジナルユニット「よってこ娘」が登場。

このオリジナルユニットは「狩りとも×よってこや」コラボステッカーに記載されたシリアル

ナンバーを入力することでゲットすることができます。ステッカーは下記期間中に配布店舗にて

ご飲食をされた際に配布いたします。 

期間：2012 年 3 月1 日～3 月31 日  

 2012 年3 月 1 日～3 月31 日（ステッカーなくなり次第終了）

 「よってこや」「ラーメン食堂 よってこや」「太陽のトマト麺」

「俺たち越後や！」「炎のモツ魂」 全店 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

『狩りとも』『狩りとも』『狩りとも』『狩りとも』    概要概要概要概要    

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

『狩りとも』とは、「巨大モンスター VS 僕達全員」をコンセプトに、他プレイヤーたちと協力して

巨大モンスターと戦い、最高のハンターランクを目指すソーシャル RPGです。 

プレイヤーはハンター部隊の隊長となり、ユニットと呼ばれる部隊を集め、モンスターを討伐します

ユニットは合成できることが特徴で、見た目が変化するクラスチェンジの組み合わせは

12日(木) 

基本プレイ無料、アイテム課金制 

http://pf.mbga.jp/12004264（フィーチャーフォン版） 

http://sp.pf.mbga.jp/12004264（スマートフォン版） 

docomo/au/SoftBank/AndroidOS/iOS 、FlashLite1.1対応機種（一部対応除く）

」への無料会員登録後、利用可能 

Gamepot Inc, All rights Reserved. 

記載されている社名、製品ソフトウェア名、ブランド名、サービス名は、すべて各社の商標または登録

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    

ソーシャルゲーム「狩りとも」内に「よってこや」オリジナルユニット「よってこ娘」が登場。 

このオリジナルユニットは「狩りとも×よってこや」コラボステッカーに記載されたシリアル 

ナンバーを入力することでゲットすることができます。ステッカーは下記期間中に配布店舗にて 

日（ステッカーなくなり次第終了） 

「太陽のトマト麺」 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    

僕達全員」をコンセプトに、他プレイヤーたちと協力して 

プレイヤーはハンター部隊の隊長となり、ユニットと呼ばれる部隊を集め、モンスターを討伐します。

見た目が変化するクラスチェンジの組み合わせは 20,000 通り以上

対応機種（一部対応除く）   

記載されている社名、製品ソフトウェア名、ブランド名、サービス名は、すべて各社の商標または登録



 

 

 

イートアンド株式会社についてイートアンド株式会社についてイートアンド株式会社についてイートアンド株式会社について    

【会社概要】 

商 号： イートアンド株式会社 

所在地： (本社)〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町

代表者： 代表取締役 文野 直樹 

設 立： 1977 年8 月(創業 1969 年9

資本金： 4 億3,717 万円 

U R L： http://www.eat-and.jp/ 

 

＜事業内容＞ 

「大阪王将」FC 本部の運営、ラーメン専門店「よってこや」

中国創作料理「シノワーズ厨花」の運営

全国の生協・量販店向けの商品の製造及び販売

    

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

ネットエンタテインメントのグループ会社となりました。

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 

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！ 

ワイルドレーシング MAX 

バトルゴルフ パンヤ 

童話スピリッツ（R）-魔法のﾄﾗﾝﾌﾟ- 

    

    

 

大阪府大阪市中央区南久宝寺町2-1-5 

9 月) 

ラーメン専門店「よってこや」FC 本部の運営、太陽の恵み味「太陽のトマト麺」本部の運営

中国創作料理「シノワーズ厨花」の運営、パン屋カフェ「コートロザリアン」の運営、加盟店向けの食材の製造・卸及び販売

全国の生協・量販店向けの商品の製造及び販売  

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

会社となりました。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/ ） 

http://www.pangya.jp/    

http://www.cabal.jp/ 

http://www.paperman.jp/ 

http://www.latale.jp/ 

http://www.fezero.jp/ 

http://www.cgf.jp/ 

http://buraho.jp/ 

http://mebius-online.jp/ 

http://www.livly.com/ 

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

http://www.alteil.jp/ 

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

http://www.theshogun.jp/ 

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

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

http://yahoo-mbga.jp/43086316/diary/823168547

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

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

http://www.waguruma.jp/ 

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

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

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

        

太陽の恵み味「太陽のトマト麺」本部の運営、 

加盟店向けの食材の製造・卸及び販売、 

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、2008 年 9 月にソ

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、

 

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

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

mbga.jp/43086316/diary/823168547 

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

 

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

 



 

 

    

リリース画像に関してリリース画像に関してリリース画像に関してリリース画像に関して    

本リリースで使用しております画像や写真に関しては、以下の

誌など、印刷に利用するための高解像度写真につきましては、別途下記お問い合わせ先までご連絡下さいますよう、お願

い申し上げます。 

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

    

本件に関する報道関係お問い合わせ先本件に関する報道関係お問い合わせ先本件に関する報道関係お問い合わせ先本件に関する報道関係お問い合わせ先

〒141-6005 東京都品川区大崎2-1-1ThinkPark Tower 5F

株式会社ゲームポット 

マーケティンググループ 

Tel:03-5745-1450 Fax:03-5745-1452 

Mail: publicity@gamepot.co.jp 

 

本リリースで使用しております画像や写真に関しては、以下のURLよりダウンロードし、ご利用頂くことが可能です。なお雑

誌など、印刷に利用するための高解像度写真につきましては、別途下記お問い合わせ先までご連絡下さいますよう、お願

リリース画像（ZIP ファイル） 

http://www.gamepot.co.jp/press_material/120213karitomo.zip 

本件に関する報道関係お問い合わせ先本件に関する報道関係お問い合わせ先本件に関する報道関係お問い合わせ先本件に関する報道関係お問い合わせ先    

1ThinkPark Tower 5F 

  

よりダウンロードし、ご利用頂くことが可能です。なお雑

誌など、印刷に利用するための高解像度写真につきましては、別途下記お問い合わせ先までご連絡下さいますよう、お願


