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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（東京都品川区、代表取締役社長：植田修平、

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行います。
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本日 4 月 19 日（木）定期メンテナンス終了後より

今回は黒いカラーがスタイリッシュな「コンバット衣装」！

ン、ルーシア、ネルの 6 キャラクター専用の衣装で

また、今回はシークレットアイテムとして

  

さらにダブルチャンス「チェックポイントでアイテムゲット」も同時開催！

ガチャポンタ抽選補助券がもらえ、

(※シークレットアイテムを選択することはできません。

ぜひ新衣装を手に入れて『スカッと
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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、

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。 

ガチャッとポンタに新レアアイテム「コンバット衣装」登場ガチャッとポンタに新レアアイテム「コンバット衣装」登場ガチャッとポンタに新レアアイテム「コンバット衣装」登場ガチャッとポンタに新レアアイテム「コンバット衣装」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に新レアアイテムが登場いたします。

スタイリッシュな「コンバット衣装」！ 「コンバット衣装」はエリカ、セシリア、クー、アリ

キャラクター専用の衣装で、小道具にまでこだわった作りが魅力の衣装です。

また、今回はシークレットアイテムとしてエリカとクーには手の甲のタトゥーが出現します！

さらにダブルチャンス「チェックポイントでアイテムゲット」も同時開催！ 一定回数ガチャをプレイすると

ガチャポンタ抽選補助券がもらえ、50 回プレイすると必ずレアアイテムがもらえちゃいます！

※シークレットアイテムを選択することはできません。) 

スカッとゴルフ パンヤ』をお楽しみください！ 
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において、4 月 19 日（木）メ

    

    

新レアアイテムが登場いたします。 

エリカ、セシリア、クー、アリ

魅力の衣装です。 

エリカとクーには手の甲のタトゥーが出現します！  

一定回数ガチャをプレイすると

回プレイすると必ずレアアイテムがもらえちゃいます！ 
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本日4月19日（木）定期メンテナンス終了後から
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日（木）定期メンテナンス終了後から5月10日（木）定期メンテナンス開始前までの期間中、

～おかわり～」イベントを開催いたします。 

本イベントでは、エリカの誕生日をお祝いした追加イベントを開催！ みんなでエリカをお祝いしよう！

 

 

 

 

日（木）定期メンテナンス開始前までの期間中、

みんなでエリカをお祝いしよう！ 



 
≪「エリカの誕生日 ～おかわり～」開催概要≫

 

【開催期間】 

4 月19 日（木）定期メンテナンス終了後

 

【開催内容】 

（1） エリカの誕生日 ～おかわり～

大会・対戦モードで 18 ホールを完走するとコースに

もらえるアイテムはプレイに役立つアイテムや、

色々なコースを回りアイテムを手に入れて、エリカをお祝いしてあげてください！

 

【報酬アイテム一覧】 

コース アイテム 

PinkWind マジカルプリンセスリボン

WizWiz マジカルプリンセスドレス（ケープ付）

BlueWater ラブラブキャンディ

BlueMoon タイムブースター

WestWiz ガチャポンタ抽選補助券

Easternvalley エリカアズテック

IceCannon PP 袋（3,000PP） 

ShiningSand ドロップキャンディ

SepiaWind ガチャポンタ PP

WindHill シルバーカードチケット

 

（2）新衣装販売、割引延長 

パンヤショップにイベントでもらえる衣装から肩のケープを外した衣装が

さらに今週までを予定していた販売アイテムの

 

※一部アイテムは割引対象外となります。

 

    

 

～おかわり～」開催概要≫ 

日（木）定期メンテナンス終了後～5 月10 日（木）定期メンテナンス開始 

～おかわり～ 

ホールを完走するとコースに対応したアイテムを獲得することができます。

プレイに役立つアイテムや、エリカの誕生日を記念した特別衣装も

色々なコースを回りアイテムを手に入れて、エリカをお祝いしてあげてください！ 

マジカルプリンセスリボン 

マジカルプリンセスドレス（ケープ付） 

ラブラブキャンディ 20個 

タイムブースター20個 

ガチャポンタ抽選補助券1枚 

エリカアズテック 10個 

 

ドロップキャンディ 20個 

PP プレイチケット 10枚 

シルバーカードチケット 1枚 

イベントでもらえる衣装から肩のケープを外した衣装が並びます！ 

販売アイテムの 20％割引も延長となります。 

※一部アイテムは割引対象外となります。 

 

    

    

    

することができます。 

も！ 
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  4 月 26 日（木）より、『スカッとゴルフ

ンを行うことが決定いたしました！

 

コラボレーションに先駆けて、本日

します。 

ティザーサイトでは、イカ娘の声を担当している声優金元寿子さんのカウントダウンボイスや、アイテム

情報を毎日更新！ 毎日チェックしてコラボレーションにそなえよう！

 

ずーっと真夏の侵略コメディ『侵略！？イカ娘』に侵略される特別な１ヶ月

 

http:// www.pangya.jp/event/201204_ikamusume/
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より、『スカッとゴルフ パンヤ』とあの大人気アニメ「侵略！？イカ娘」との

を行うことが決定いたしました！ 

コラボレーションに先駆けて、本日4月19日（木）定期メンテナンス終了後よりティザーサイトを公開いた

ティザーサイトでは、イカ娘の声を担当している声優金元寿子さんのカウントダウンボイスや、アイテム

毎日チェックしてコラボレーションにそなえよう！ 

ずーっと真夏の侵略コメディ『侵略！？イカ娘』に侵略される特別な１ヶ月をお見逃しなく！

【特設サイト】 

http:// www.pangya.jp/event/201204_ikamusume/    
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アニメ「侵略！？イカ娘」とのコラボレーショ

日（木）定期メンテナンス終了後よりティザーサイトを公開いた

ティザーサイトでは、イカ娘の声を担当している声優金元寿子さんのカウントダウンボイスや、アイテム
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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。

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

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- 

ゾンビハンターズ by 狩りとも 

ラテール イリス物語 

聖戦サザンクロス 
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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/ 

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

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

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

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

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/ 

 

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


