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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

さらにさらにさらにさらに新登場新登場新登場新登場のののの

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

『『『『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

本日9月27日（木）定期メンテナンス

『らんま1/2』とのコラボレーションを

会をお見逃しなく！ 

 

『らんま 1/2』のキャラクターに

スコットをはじめとしたコラボレーションアイテムが

1/2』のキャラクターになりきれるアイテムとなっております

 

また、コラボレーションを記念したログインプレゼントも

ムにログインすると、『らんま1/2

スターも無料で受け取ることができますので

『らんま 1/2』のキャラクターになりきって
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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』』』』××××『『『『らんまらんまらんまらんま 1/21/21/21/2』』』』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開始開始開始開始

ののののレアアイテムレアアイテムレアアイテムレアアイテムやマックスのやマックスのやマックスのやマックスの誕生日誕生日誕生日誕生日イベントをイベントをイベントをイベントを開催開催開催開催

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。 

    

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』』』』××××『『『『らんまらんまらんまらんま 1/21/21/21/2』』』』コラボレーションスタートコラボレーションスタートコラボレーションスタートコラボレーションスタート

メンテナンス終了後から10月11日（木）定期メンテナンス開始前

とのコラボレーションを実施いたします。コラボレーションは2週間の期間限定

のキャラクターに変身！ WEB ショップに「乱馬」衣装や「シャンプー」衣装

スコットをはじめとしたコラボレーションアイテムが多数登場いたします。髪型から服

のキャラクターになりきれるアイテムとなっております。ぜひチェックしてみて下さい

したログインプレゼントも開催いたします。コラボレーション

1/2』の称号やスロットがもらえます。さらに、WEBショップにいくと

ることができますので、ぜひ WEB ショップをのぞいてみてください

のキャラクターになりきって、パンヤを楽しもう♪ 

 

平成24 年9 月27 日 

ゲームポット 

http://www.gamepot.co.jp/） 

開始開始開始開始！！！！        

開催開催開催開催！！！！        

代表取締役社長：植田修平、

において、9 月 27 日（木）メ

コラボレーションスタートコラボレーションスタートコラボレーションスタートコラボレーションスタート！！！！    

    

開始前までの期間中、

期間限定です！ この機

衣装、「P ちゃん」のマ

服まで、全身『らんま

さい！ 

コラボレーション期間中にゲー

ショップにいくと、限定のポ

ショップをのぞいてみてください。 
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ガチャッとポンタにガチャッとポンタにガチャッとポンタにガチャッとポンタに

9 月27 日（木）定期メンテナンス

「エレメンタルクラブセット」「セシリア・マックス・ネルのタトゥー

 

▼ダークエンジェルリング 

堕天使の力が込められた、妖しい

コントロール＋1 にくわえ、アイテム

注目です。 
 
▼エレメンタルクラブセット 

四精霊（火・水・土・風）の力を宿し

スロットとあわせて、クラブセット

でなく、徐々に色が変わる独特な

 
▼セシリア・マックス・ネルのタトゥー

各キャラクターのイメージにぴったりな

さらに、スピン+1 やパンヤゲージの

 
盛り沢山のアイテムを手に入れて

 

 

＜らんま 1/2 特設ページ＞ 
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＜WEB ショップ＞ 
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ガチャッとポンタにガチャッとポンタにガチャッとポンタにガチャッとポンタに新新新新レアアイテムレアアイテムレアアイテムレアアイテム 3333 種種種種登場登場登場登場！！！！    

メンテナンス終了より、ガチャッとポンタに新レアアイテム「ダークエンジェルリング

セシリア・マックス・ネルのタトゥー」が登場します。 

しい輝きを放つリング。 
アイテム使用時やパワーショット時にもパンヤコンボゲージが

し、パワーに特化したクラブセット。 
ラブセット初のパワー+17 となる非常に強力なアイテムです。また

な発色や、オリジナルのパンヤショット時のロゴも魅力的

セシリア・マックス・ネルのタトゥー 
キャラクターのイメージにぴったりな、おしゃれなタトゥー。 

パンヤゲージの最大値を+1 にしてくれる頼もしいアイテムです！ 

れて、『スカッとゴルフ パンヤ』をお楽しみください！ 

 

 

ダークエンジェルリング」

にもパンヤコンボゲージが貯まる能力にも

また、エフェクトだけ

魅力的なポイントです！ 

 

 



 

    

    

 

 

 

 

    

    

    

        

 

 

 



 

マックスおマックスおマックスおマックスお

9 月17 日はマックスのお誕生日

ナンス終了後から 10 月11 日(木
ベントに参加して、マックスの誕生日

 
【開催期間】 
9 月27 日（木）定期メンテナンス

 
 
▼▼▼▼ビンゴイベントビンゴイベントビンゴイベントビンゴイベント開催開催開催開催 
ミッションをクリアするとビンゴのマスが

見事列が揃えば「マックスの新衣装

のミッションをクリアして、マックスの

 
▼▼▼▼ログインプレゼントログインプレゼントログインプレゼントログインプレゼント 
期間中ログインすると、マックスが

レゼントしてくれます。 
毎日ログインして、豪華アイテムをゲット

 

 
▼おおおお誕生日誕生日誕生日誕生日グッズグッズグッズグッズ販売販売販売販売＆＆＆＆割引販売割引販売割引販売割引販売

パンヤショップではお誕生日をお

割引販売を実施！ （一部アイテムは

さらに今年はなんと「マックス」本人

 
この機会にぜひマックスを手に入

 

 

    

マックスおマックスおマックスおマックスお誕生日誕生日誕生日誕生日おめでとうおめでとうおめでとうおめでとう！！！！    誕生日誕生日誕生日誕生日イベントイベントイベントイベント開催開催開催開催！！！！    

誕生日でした！ マックスの誕生日を記念して、本日9 月27
木)定期メンテナンス開始前までの期間、楽しいイベントを

誕生日をお祝いしてください！ 

メンテナンス終了～10 月11 日（木）定期メンテナンス開始 

ミッションをクリアするとビンゴのマスが埋まっていきます！ 
新衣装」をはじめとした、様々なアイテムを手に入れることができます

マックスの衣装を揃えましょう！ 

マックスが誕生日をお祝いしてくれる皆さんに感謝をこめて、以下

アイテムをゲットしよう！ 

●ログインアイテム一覧 
＜マックスアズテック＞10個 

＜ラッキーチョコ＞20個 
＜タイムブースター＞20個 

割引販売割引販売割引販売割引販売 
をお祝いする三角帽子やシールが販売されます！ マックスの

アイテムは割引対象外となります） 
本人が 50％off になります！ 

入れて、たくさんお祝いしよう！ 

 

27 日(木)定期メンテ

しいイベントを用意しました！イ

れることができます。全て

以下のアイテムをプ

マックスの衣装は 20％



 

    

    

 

 

        

 



 
【【【【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. 

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    

Wizardry Online 

トキメキファンタジー ラテール 

スカッとゴルフ パンヤ    

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.wizardry-online.jp/ 

http://www.latale.jp/ 

http://www.pangya.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/ 

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

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