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『スカッとゴルフ パンヤ』世界大会を
パンヤ』世界大会を記念した新キャディ
世界大会を記念した新キャディ「ガネーシャポンタ」
記念した新キャディ「ガネーシャポンタ」登場！
「ガネーシャポンタ」登場！
さらに「ザ・ドル拓」イベントや『
さらに「ザ・ドル拓」イベントや
『Livly Island COR』
COR』タイアップを実施！
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
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
平、以下ゲームポット）は、Windows®
Windows®用オンラインゲーム『スカッとゴルフ パンヤ』において、
において、1 月 12 日
（木）メンテナンス終了後よりアップデートを行いま
メンテナンス終了後よりアップデートを行います。
第 2 回 PWC 記念ガネーシャポンタ登場
記念ガネーシャポンタ登場！
ガネーシャポンタ登場！ こげポンも再販売！
こげポンも再販売！

1 月 14 日（土）にタイにて第 2 回 PWC（PangyaWorldChampionship）が開催されます。
）が開催されます。この大会を記念し
て、1 月 12 日（木）定期メンテナンス後より
日（木）定期メンテナンス
PWC クラブセットのレプリカやアズテックなどを再販売いたし
クラブセットのレプリカやアズテックなど
ます。今回は、タイでの開催に合わせ記念ポンタ
、タイでの開催に合わせ記念ポンタ「ガネーシャポンタ」が販売！ さらにこのポンタの登
さらに
場に合わせ、過去に販売された人気キャディ
過去に販売された人気キャディ「こげポン」も再販売開始いたします。 ぜひゲーム内でチ
ェックしてみてください。
現在 PWC 日本代表への応援コメントを Twitter で募集するキャンペーンも実施中！
するキャンペーンも実施中！ この応援コメント
の数によって、日本代表が PWC 団体戦で優勝した際、日本パンヤユーザー全てに「グローリークラウン」
日本パンヤユーザー全てに「グローリークラウン」
を期間限定で貸与いたします。みんなで日本代表選手を応援しよう！
また、PWC の模様は 1 月 15 日（日）より特設サイトにて動画配信を予定しております。
ぜひご覧ください。
PWC 特設サイト
http://pangya.gametree.co.kr/events/PWC_WorldPage/

巨大なドルフを釣り上げよう！「ザ・ドル拓」イベント開始！
巨大なドルフを釣り上げよう！「ザ・ドル拓」イベント開始
！

本日 1 月 12 日（木）定期メンテナンス終了後から 1 月 26 日(木)定期メンテナンス開始
定期メンテナンス開始までの期間中、
イベント「ザ・ドル拓」がスタートいたします。
がスタートいたします。
本イベントは様々なアイテムを持った
本イベントは様々なアイテムを持ったドルフを「キャンディ」を使って釣り上げ、ゲーム内アイテムを手
ゲーム内アイテムを手
に入れることができます。貴重なレアアイテムを持った
貴重なレアアイテムを持ったドルフも！？
この機会にたくさんのドルフを釣り上げて、
この機会にたくさんのドルフを釣り上げて、レアアイテムを手に入れてください！
また、特定の「キャンディ」で釣り上げたドルフは重量測定され、累計重量ランキングに載せることがで
また、特定の「キャンディ」で釣り上げたドルフは重量測定され、
ランキングに載せることがで
きます。ランキング TOP10 までに入ると豪華アイテムがプレゼントされるイベントも同時開催
までに入ると豪華アイテムがプレゼントされ イベントも同時開催しておりま
すので、ぜひランクイン目指してみてはいかがでしょうか？
【開催期間】
1 月 12 日（木）メンテナンス終了後～1
日（木）メンテナンス終了後～ 月 26 日（木）メンテナンス開始まで

【参加方法】
ゲーム内エントランスからアイコンをクリックすると専用ページに移動し、イベントに参加することができ
エントランスからアイコンをクリックすると専用ページに移動し、イベントに参加することができ
ます。

『Livly Island COR』とのタイアップ実施！
COR』とのタイアップ実施！

本日 1 月 12 日（木）定期メンテナンス終了後から、1
日（木）定期メンテナンス終了後から、 月 26 日（木）定期メンテナンス開始前までの期間
中、『スカッとゴルフ パンヤ×Livly
×Livly Island COR』タイアップを実施いたします。
COR
本タイアップでは、実施期間中にログインした方にもれなく称号やアズテックをプレゼント！ さらに
『Livly Island COR』ゲーム内にも大人気コース「
』ゲーム内にも大人気コース「Blue Lagoon」をイメージして作られたパンヤ島やポンタ
」をイメージして作られたパンヤ島やポンタ
のぬいぐるみが登場！
どのアイテムも見逃せないレアアイテムになること間違いなし
どのアイテムも見逃せないレアアイテムになること間違いなし！
ぜひゲーム内でチェックしてみてく
ださい。
【実施期間】
2012 年 1 月 12 日（木）定期メンテナンス終了後～1
日（木）定期メンテナンス終了
月 26 日（木）定期メンテナンス開始まで
日（木）定期メンテナンス開始
【実施内容】
●『スカッとゴルフ パンヤ』
タイアップ実施期間中にログインした方に、もれなく下記アイテムを全てプレゼントいたします。
（アイテムは 1 回のみ受け取り可能です。）
・称号「リヴリーアイランド」
・フレーム「リヴリーフレーム」
・シール「リヴリーシール」
・アズテック「ネオピグミーアズテック」（ 個）
・アズテック「ネオピグミーアズテック」（50
記念アイテムを手に入れて、『Livly
Livly Island COR』とのタイアップをお楽しみください。

●『Livly Island COR』
COR』
「リヴリーアイランド」内にも「Blue
Blue Lagoon」をイメージして作られた「パンヤ島」や「ポンタのぬいぐるみ」
Lagoon
や「ポンタのぬいぐるみ」
が登場いたします。
こちらも無料で手に入れることができますので、ぜひ
こちらも無料で手に入れることができますので、ぜひ『Livly
Island COR』内のパンヤ島で自分好みの
内のパンヤ島で自分好みの「リ
ヴリー」を飼ってみてください。

【スカッとゴルフ 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対戦ができるオンラインゲームです。 身近な
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
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。 http://www.gamepot.co.jp/ ）
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
スカッとゴルフ パンヤ

http://www.pangya.jp/

CABAL ONLINE

http://www.cabal.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/

ファンタジーアース ゼロ

http://www.fezero.jp/

コンチェルトゲート フォルテ

http://www.cgf.jp/

ブラウザ封神演義

http://buraho.jp/

ハウリングソード

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

ウィローズ

http://www.weros.jp/

メビウスオンライン

http://mebius-online.jp/

Livly Island COR

http://www.livly.com/

アヴァロンの鍵 ONLINE

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

アルテイルネット

http://www.alteil.jp/

Wizardry Online

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

THE SHOGUN

http://www.theshogun.jp/

ソーシャルゲーム
童話スピリッツ

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

狩りとも

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

ミニチュアガーデン

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

Alteil バトル RPG

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

ネイビーウォーズ

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

わグルま！

http://www.waguruma.jp/

青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ

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

