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新新新新アップデートアップデートアップデートアップデート

オンラインゲームの開発・運営

以下ゲームポット）は、Windows®

ンテナンス終了後よりアップデートを

新新新新アップデートアップデートアップデートアップデート

本日9 月20 日（木）定期メンテナンス

ます。「Pangya PowerTomahawk」

この機会にぜひお楽しみください

 

5 月に実装された「Pangya Tomahawk

ンバトルの上級をはじめ、様々なコンテンツが

 

●●●●「「「「ホールインワンバトルホールインワンバトルホールインワンバトルホールインワンバトル    ((((上級上級上級上級

「Pangya Tomahawk」で登場した「

既存の「ホールインワンバトル」（

 

1）カップインの度に他の島に移動

2）島に傾斜が存在 

3）1 ゲームのプレイ時間 

4）ホールインワンバトルポイントイベントの

5）ジャックポットの獲得量 
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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』』』』本日本日本日本日 9999 月月月月 20202020 日日日日（（（（木木木木））））    

アップデートアップデートアップデートアップデート「「「「Pangya Pangya Pangya Pangya PowerPowerPowerPowerTomahawkTomahawkTomahawkTomahawk」」」」実装実装実装実装！！！！    

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

Windows®用オンラインゲーム『スカッとゴルフ パンヤ』において

アップデートを行います。 

    

アップデートアップデートアップデートアップデート「「「「Pangya PowerTomahawkPangya PowerTomahawkPangya PowerTomahawkPangya PowerTomahawk」」」」実装決定実装決定実装決定実装決定！！！！    

メンテナンス終了後より新アップデート「Pangya PowerTomahawk

」では下記の新要素が盛りだくさん！  

しみください。 

Pangya Tomahawk」よりさらにパワーアップした今回のアップデートではホールインワ

なコンテンツが登場します。 

上級上級上級上級))))」」」」登場登場登場登場    

「ホールインワンバトル」に上級が登場します。 

」（中級）に比べて難易度が高いバージョンとなり、下記

移動 

ホールインワンバトルポイントイベントの獲得得点 

平成24 年9 月20 日 

ゲームポット 

http://www.gamepot.co.jp/） 

代表取締役社長：植田修平、

において、9 月 20 日（木）メ

 

Tomahawk」を実装いたし

のアップデートではホールインワ

下記が違う点となります。 



 

 

 

●●●●クラブクラブクラブクラブ用用用用カードスロットカードスロットカードスロットカードスロット登場登場登場登場    

「Pangya PowerTomahawk」では新

このアイテムを使用することにより

 

カードを装着することによるステータスの

特殊能力の組み合わせが増え、

 

 

 

新アイテム「クラブカードパッチャー」が登場します。 

することにより、クラブセットにカードを装着することができます。 

ステータスの上限突破により、今まで実現できなかった能力値

、ゲームの戦略性がより拡大するようになります。 

 

 

能力値への調整や、

 



 
●●●●「「「「シングルプレイモードシングルプレイモードシングルプレイモードシングルプレイモード    1111 ホールホールホールホール

「Pangya PowerTomahawk」で登場

この機能は同じホールを繰り返し

ホールを集中的に練習することができます

 

さらに、風速・風向き・天気を固定

トします！ 

 

    

    

●●●●「「「「セルフデザインアイテムセルフデザインアイテムセルフデザインアイテムセルフデザインアイテム」」」」ににににワンピースワンピースワンピースワンピース

セルフデザインアイテムにワンピースが

ワンピースは今までのアイテムより

セルフデザインで作成できるアイテムの

 

    

    

●●●●新新新新キャディキャディキャディキャディ「「「「ゴールデンポンタゴールデンポンタゴールデンポンタゴールデンポンタ

レジェンドランク以上のプレイヤーのみが

プに登場します。 

金色に輝くボディをもつこのキャディは

ジの初期値が+33 になるキャディ

 

 

ホールホールホールホール反復機能反復機能反復機能反復機能」」」」登場登場登場登場    

登場したシングルプレイモードに新しい機能が追加されます

し練習できるもので、自分の不得意なホールや、よりスコアを

することができます。 

固定できる便利機能も実装され、スコア上昇を目指した練習

 

ワンピースワンピースワンピースワンピース追加追加追加追加    

セルフデザインアイテムにワンピースが追加されます。 

までのアイテムより細かくデザインを描けるようになり、より繊細な表現

できるアイテムの幅が広がること間違いなしです。 

 

ゴールデンポンタゴールデンポンタゴールデンポンタゴールデンポンタ（（（（18181818ｋ）」ｋ）」ｋ）」ｋ）」登場登場登場登場    

のプレイヤーのみが購入できる新キャディ「ゴールデンポンタ（18

くボディをもつこのキャディは、見た目だけでなく、能力値も非常に優秀です。

になるキャディ衣装も登場！是非あわせて使用してハイスコアを狙ってみてください

されます。 

よりスコアを伸ばしたい

練習を強力にサポー

 

表現が可能となります。 

 

18ｋ）」がパンヤショッ

。さらにコンボゲー

ってみてください！ 



 

    

    

●●●●実装記念実装記念実装記念実装記念イベントイベントイベントイベント開催開催開催開催！！！！    

1111）「）「）「）「ホールインワンポイントイベントホールインワンポイントイベントホールインワンポイントイベントホールインワンポイントイベント

 

【開催期間】 

9 月20 日（木）メンテナンス終了後

 

「ホールインワンバトル」を使ったイベントを

う！「ホールインワンバトル」は中級

にチャレンジしてみてください。 

 

▼▼▼▼ホールインワンポイントとアイテムをホールインワンポイントとアイテムをホールインワンポイントとアイテムをホールインワンポイントとアイテムを

イベント期間中にためたホールインワンポイントは

イウィング」などのアイテムに応募

さらに今回のイベントでは期間性

クウィング」は大きな黒い羽が特徴的

った場合、2 ホール連続で雨が降

モーションができます。 

 

たくさんポイントをためて、好きなアイテムに

 

    

    

 

 

ホールインワンポイントイベントホールインワンポイントイベントホールインワンポイントイベントホールインワンポイントイベント」」」」    

終了後 ～ 10 月4 日(木）メンテナンス開始前 

ったイベントを再び開催します！ ポイントをためて豪華アイテムをゲットしよ

中級に比べ、上級の方が多くのポイントを獲得できます

 

ホールインワンポイントとアイテムをホールインワンポイントとアイテムをホールインワンポイントとアイテムをホールインワンポイントとアイテムを交換交換交換交換しようしようしようしよう！！！！ 

にためたホールインワンポイントは様々なアイテムと交換する事ができ

応募することもできます。 

性のアイテム「ゾディアックダークウィング」が初登場！「

特徴的なアイテムで、インパクトゾーンが増加し、さらにゲーム

降る能力を持っています。さらにチャットルーム、エントランスで

きなアイテムに交換・応募してみてください！ 

 

        

 

アイテムをゲットしよ

できます。この機会に上級

ができ、「ゾディアックハ

！「ゾディアックダー

さらにゲーム中に雨が降

エントランスで「羽ばたく」

 



 
2222））））新新新新アズテックログインプレゼントアズテックログインプレゼントアズテックログインプレゼントアズテックログインプレゼント

 

【開催期間】 

9 月20 日（木）メンテナンス終了後

 

「Pangya PowerTomahawk」アップデートでは

 

このアズテックは様々な色に変化

した全員に ボーナスPPが加算

フィールドアイテムを獲得しやすくなる

 

このアズテックを期間中ログインするだけで

ぜひ毎日ログインして新アイテムを
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アズテックログインプレゼントアズテックログインプレゼントアズテックログインプレゼントアズテックログインプレゼント    

終了後 ～ 10 月4 日(木）メンテナンス開始前 

アップデートでは、新しいアズテック「ネオンアズテック」が登場

変化する不思議なアズテックで、パンヤショット成功時に自分

加算されます。（対戦のみ）（over Parでのショットを除く）さらにグリーン

しやすくなる優れもの！ 

ログインするだけで、毎日20個ずつプレゼントします！ 

アイテムを手に入れてください！ 

 

そのそのそのその他他他他アップデートのアップデートのアップデートのアップデートの詳細詳細詳細詳細にににに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、    

下記特設下記特設下記特設下記特設サイトをごサイトをごサイトをごサイトをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。    
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登場します。 

自分と一緒にプレイ

さらにグリーン周辺の

 



 
    

【【【【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】】】】    

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

達とワイワイとプレイしたり、大会

操ってチャットをしたり、好きな衣装

砂漠、氷の上などのリゾート感や

ができるカジュアルゲームです。
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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

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

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

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

。 

 

 

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

Pangya is registered trademark of Ntreev Soft Co.,Ltd 

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

ができるオンラインゲームです。 身近な友

かわいいキャラクターを

しんだりすることもできます。南国風や

みのスタイルで手軽に遊ぶこと

 

 



 
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、

メント株式会社の連結子会社です。ゲームポットは

ンシップを擁しており、幅広く展開する戦略的

業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    

スカッとゴルフ パンヤ    

Wizardry Online 

トキメキファンタジー ラテール 

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 

メビウスオンライン 

Livly Island COR 

THE SHOGUN 

お宝発掘 ホリキング 

トリックスター 

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 

わグルま！    

童話スピリッツ（R）-魔法のﾄﾗﾝﾌﾟ-

ゾンビハンターズ by 狩りとも 

ラテール イリス物語 

特殊戦隊クロニクル 

戦姫★クライシス＠アクエリアンエイジ

ゆるロボ製作所 

萌妖★クライシス 

 

 

、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、

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.pangya.jp/    

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

http://www.latale.jp/ 

http://www.cabal.jp/ 

http://www.paperman.jp/ 

http://www.fezero.jp/ 

http://www.cgf.jp/ 

http://mebius-online.jp/ 

http://www.livly.com/ 

http://www.theshogun.jp/ 

http://horiking.jp/entrance/ 

http://www.trickster.jp/ 

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

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

http://www.waguruma.jp/ 

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

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

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

http://tksc.docs.social-games.jp/support/gp_tksc/index.html

アクエリアンエイジ    http://company.gamepot.co.jp/special/senki/

http://company.gamepot.co.jp/social/yururobo/

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

現在、ソネットエンタテイン

海外開発会社とのリレーショ

、日本のオンラインゲーム

ホームページをご覧下さい。

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

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