
 

 

 

平成23 年11 月30 日 

各位 

会 社 名 株式会社ゲームポット 

（URL http://www.gamepot.co.jp/） 

    

『ペーパーマン』『ペーパーマン』『ペーパーマン』『ペーパーマン』オフラインイベント『オフラインイベント『オフラインイベント『オフラインイベント『PaperMan ChampionshipPaperMan ChampionshipPaperMan ChampionshipPaperMan Championship    2011201120112011』ゲストや』ゲストや』ゲストや』ゲストや来場者特典、来場者特典、来場者特典、来場者特典、    

会場販売グッズ公開！会場販売グッズ公開！会場販売グッズ公開！会場販売グッズ公開！        

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 用オンラインシューティングゲーム『ペーパーマン』において、本日

11 月30 日（水）定期メンテナンスにてアップデートを行いました。 

 

12121212 月月月月 10101010 日（土）日（土）日（土）日（土）PMC2011PMC2011PMC2011PMC2011 情報公開情報公開情報公開情報公開！！！！    

    

12月10日（土）東京ファッションタウンビル2階TFTホール(東京・有明)にて『PaperMan Champiomship 

2011』を開催いたします。本日は『PaperMan Champiomship 2011』に出演するゲストや、来場者特典、会

場で販売するグッズなどを大公開！ 当日は声優檜山修之さんや長谷川明子さん、水橋かおりさんが

登壇し様々なトークを繰り広げるコーナーや、携帯ストラップ、オリジナルブランケットなどが販売される

会場販売コーナーなど、楽しいイベントが目白押し！ 

12 月10 日（土）は TFT ホールに集まろう！ ぜひご期待ください！ 

 

『『『『PaperManPaperManPaperManPaperMan    Champiomship 2011Champiomship 2011Champiomship 2011Champiomship 2011』特設サイト』特設サイト』特設サイト』特設サイト URLURLURLURL    

http://www.paperman.jp/event/pmc2011/http://www.paperman.jp/event/pmc2011/http://www.paperman.jp/event/pmc2011/http://www.paperman.jp/event/pmc2011/    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

≪≪≪≪『『『『PaperManPaperManPaperManPaperMan    Champiomship 20Champiomship 20Champiomship 20Champiomship 2011111111』概要』概要』概要』概要≫≫≫≫    

 【日時】 

2011 年12 月10 日（土）   

 【場所】 

東京ファッションタウンビル 2 階TFT ホール 

  

【来場者特典】 

・ペーパーマン特製ネックストラップ（シリアルカード付き） 

・称号「帰還兵V」 

・爆弾セット各７日間 

（DEMOLITTION/FLASHBOMB/FIREBOMB/AIRBOMB/ 

LIQUIDBOMB/MUSHROO MBOMB/ウサギボム/サッカーボム） 

・福袋（☆）  

・オリジナルクリアファイル 

【タイムスケジュール】（予定） 

時間時間時間時間    内容内容内容内容    

11：00 開場 

12：30 オープニング 

12：40 

決勝トーナメント（Karma VS Prontezza） 

決勝トーナメント（わが町GINIA VS Esperanza） 

決勝トーナメント（３位決定戦） 

14：30 休憩 

15：00 運営チーム 展開発表 

15：20 スペシャルゲストトーク 

15：40 決勝トーナメント（決勝戦） 

17：10 エキシビジョン 

17：40 じゃんけんミニイベント 

18：00 終了 

 

【来場ゲスト】（敬称略） 

檜山 修之 

（ペーパーマン ガイ役） 

 

 

主な出演作品： 

勇者王ガオガイガー（獅子王凱） 

仮面ライダーフォーゼ（ナレーション） 

 

 



 

 

長谷川 明子 

（ペーパーマン ミリィ役） 

 

 

主な出演作品： 

祝福のカンパネラ（ガーネット） 

アイドルマスター シリーズ（星井美希） 

 

 

水橋 かおり 

（ペーパーマン フッド役） 

 

 

主な出演作品： 

魔法少女まどか☆マギカ（巴マミ） 

ひだまりスケッチ(宮子) 

 

 

 

【会場販売】（一部） 

TTTT シャツシャツシャツシャツ    

 

プレイヤーにはお馴染みのアイコンたちが、 

おしゃれなグレーの T シャツになって登場！ 

バックプリントにも注目。 

 

サイズ:S/M/L 価格：2,000円  

 

マフラータオルマフラータオルマフラータオルマフラータオル    

 

「僕だってやれるも～ん！」 

フッドののほほんとした顔が癒しの 

マフラータオル。 

首から下げてお使いください。 

もちろん綿100%！ 

 

価格：1,300円   



 

 

ブランケットブランケットブランケットブランケット    

 

キャラクターが大集合のブランケット！ 

寒い季節のお供にいかがですか？ 

膝を暖めてペーパーマンをプレイしよう！ 

 

限定50枚 

価格：3,000円  

 

  

詳細に関しましては、下記特設サイトをご覧ください。 

http://www.paperman.jp/event/pmc2011/ 

 

他にも沢山のグッズを会場販売しておりますので、お楽しみに！ 

 

 

ボイス袋「ファンタジーボイス袋「ファンタジーボイス袋「ファンタジーボイス袋「ファンタジー3333」再販売開始！」再販売開始！」再販売開始！」再販売開始！    

本日 11 月 30 日(水)定期メンテナンス終了後より、大人気袋アイテム「ボイス袋ファンタジー3」の再販

売を開始いたしました。「ボイス袋 ファンタジー3」はファンタジー世界がコンセプトのボイスです。キャラ

クター達が戦士や商人などの職業になりきっている人気のボイスを再び手に入れるチャンス！ この機

会に人気のボイスを手に入れましょう！ 

 

「「「「今年も残りわずか！今年も残りわずか！今年も残りわずか！今年も残りわずか！    CASHCASHCASHCASH チャージでチャージでチャージでチャージで PGPGPGPG を貰おう」を貰おう」を貰おう」を貰おう」キャンペーン開催！キャンペーン開催！キャンペーン開催！キャンペーン開催！    

 

本日 11 月 30 日(水)定期メンテナンス終了後より、CASH チャージ金額に応じて PG が貰える「今年も

残りわずか！ CASH チャージで PG を貰おう」キャンペーンを開催いたします。 

キャンペーン対象期間は、「11 月 30 日（水）定期メンテナンス終了時から 12 月 7 日（水）定期メンテナ

ンス開始前まで」と「12月7日（水）定期メンテナンス終了時から12月14日（水）定期メンテナンス開始前

まで」の 2回あり、最大で「40,000PG」を獲得することができるお得なキャンペーンとなっております！ 

 この機会をお逃しなく！ 

 



 

 

≪「≪「≪「≪「今年も今年も今年も今年も残りわずか残りわずか残りわずか残りわずか！！！！    CASHCASHCASHCASH チャージでチャージでチャージでチャージで PGPGPGPG を貰おう」を貰おう」を貰おう」を貰おう」キャンペーン概要≫キャンペーン概要≫キャンペーン概要≫キャンペーン概要≫    

 

【キャンペーン開催期間】【キャンペーン開催期間】【キャンペーン開催期間】【キャンペーン開催期間】 

・第・第・第・第 1111 回回回回 

 2011 年11 月30 日(水)メンテナンス終了後 ～ 12 月7 日(水)定期メンテナンス開始前まで 

・第・第・第・第 2222 回回回回 

 2011 年12 月7 日(水)メンテナンス終了後 ～ 12 月14 日(水)定期メンテナンス開始前まで 

 

【キャンペーン内容】【キャンペーン内容】【キャンペーン内容】【キャンペーン内容】 

上記期間中、『ペーパーマン』有料課金ポイント「CASH」をチャージして頂いた方に、チャージ金額に応じ

てゲーム内マネー「PG」をプレゼントいたします。 

  

チャージ金額チャージ金額チャージ金額チャージ金額    プレゼントプレゼントプレゼントプレゼント PGPGPGPG    

500円以上、1,000円未満 5,000PG 

1,000円以上、3,000円未満 10,000PG 

3,000円以上 20,000PG 

    

【【【【PGPGPGPG 配布日】配布日】配布日】配布日】 

・第・第・第・第 1111 回回回回 

 2011 年12 月14 日(水)定期メンテナンス終了後 

・第・第・第・第 2222 回回回回 

 2011 年12 月21 日(水)定期メンテナンス終了後 

 

    

１日１日１日１日 1111 回ゲームにログインしてアイテムをゲットしよう！回ゲームにログインしてアイテムをゲットしよう！回ゲームにログインしてアイテムをゲットしよう！回ゲームにログインしてアイテムをゲットしよう！    

本日 11 月 30 日（水）定期メンテナンス終了後から 12 月 7 日（水）定期メンテナンス前までの期間中、

「日替わりログイン」イベントを開催いたします。このイベントでは 1 日 1回ゲームのチャンネルへログイ

ンした方に、様々なアイテムをプレゼント！  

プレゼントアイテムは毎日変わりますので、ぜひチェックしてみてください！ 

 

≪≪≪≪「日替わりログイン」「日替わりログイン」「日替わりログイン」「日替わりログイン」イイイイベントベントベントベント概要≫概要≫概要≫概要≫    

    

【イベント期間】【イベント期間】【イベント期間】【イベント期間】 

2011 年11 月30 日(水)定期メンテナンス後～2011 年12 月7 日(水)定期メンテナンス前まで 

 

    

    

    

    

    



 

 

【プレゼントアイテム】【プレゼントアイテム】【プレゼントアイテム】【プレゼントアイテム】 

対象日にゲームのチャンネルへログインすると受け取り可能になります 

・11 月 30 日(水) ウサギボム+(1 日) 

・12 月  1 日(木) AIR BOMB+(1 日) 

・12 月  2 日(金) LIQUID BOMB+(1 日) 

・12 月  3 日(土) MUSHROOM BOMB+(1 日) 

・12 月  4 日(日) クッションボム+(1 日) 

・12 月  5 日(月) スチームボム+(1 日) 

・12 月  6日(火) 雪玉爆弾+(1 日) 

・12 月  7 日(水) サッカーボム+(1 日) 

 

【注意事項】【注意事項】【注意事項】【注意事項】 

※１日の切り替えは 0:00～23:59となっております。 

※日付をまたいでのゲームのチャンネルログインはカウントされませんので、必ず再ログインを 

行ってください。 

※各報酬は１度のみ受け取ることができます。 

※各報酬はプレゼントボックスへ配布されます。 

 

「ペーパーマン「ペーパーマン「ペーパーマン「ペーパーマン    NETNETNETNET    CASHCASHCASHCASH キャンペーン」開始キャンペーン」開始キャンペーン」開始キャンペーン」開始！！！！ 

 

本日11 月30 日（水）定期メンテナンス終了後から 12 月14 日（水）定期メンテナンス開始前までの期

間中、「ペーパーマン NET CASH キャンペーン」を開催いたします。 

キャンペーン期間中、NET CASH 決済を利用しチャージを行った方の中から抽選で 100名様に 500円

分の NET CASH をプレゼント！ お得なこの機会をお見逃しなく！！ 

 

詳細に関しましては、下記特設サイトをご覧ください。詳細に関しましては、下記特設サイトをご覧ください。詳細に関しましては、下記特設サイトをご覧ください。詳細に関しましては、下記特設サイトをご覧ください。    

http://www.paperman.jp/event/20111130netcash/http://www.paperman.jp/event/20111130netcash/http://www.paperman.jp/event/20111130netcash/http://www.paperman.jp/event/20111130netcash/    

 

≪「ペーパーマン≪「ペーパーマン≪「ペーパーマン≪「ペーパーマン    NET CASHNET CASHNET CASHNET CASH キャンペーン」概要≫キャンペーン」概要≫キャンペーン」概要≫キャンペーン」概要≫    

 

【開催期間】【開催期間】【開催期間】【開催期間】    

2011 年11 月30 日（水）定期メンテナンス終了後～12 月14 日（水）定期メンテナンス開始前 

    



 

 

    

【開催内容】【開催内容】【開催内容】【開催内容】    

キャンペーン開催期間中に、NET CASH 決済を利用してチャージを行った方の中から 

抽選で 100名様に、500円分の NET CASH をプレゼントいたします。 

 

【注意事項】【注意事項】【注意事項】【注意事項】    

・アカウントに登録されているメールアドレスへ送付いたします。 

（メールアドレスの変更は https://ic.gamepot.co.jp/my より行う事が出来ます。） 

・抽選・当選者へのメール送信は、次回定期メンテナンス前までに行う予定です。 

・発表は当選者への通知をもって代えさせて頂きます。 



 

 

 

■『ペーパーマン』とは 

ペーパーマンは、「紙」のキャラクターによるオンライン

シューティングゲームです。 

プレイキャラクターが「紙」で出来ていることが最大の特

徴であり、横を向くと線上になり、撃たれれば穴が開き、爆

弾で相手を燃やしてしまうなど、ゲーム内には「紙」ならで

はの演出が多数盛り込まれています。さらに、キャラクター

ボイスには人気声優が出演し、ゲームをさらに盛り上げま

す。 

 

また、多数のアバターアイテムにより、キャラクターの髪

型や衣装などを自分好みにアレンジでき、様々なキャラク

ターメイキングが楽しめます。 

 

 

  

  

©Gamepot Inc, All rights Reserved. 



 

 

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/ ） 

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    

ペーパーマン http://www.paperman.jp/ 

スカッとゴルフ パンヤ    http://www.pangya.jp/    

CABAL ONLINE http://www.cabal.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/ 

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/ 

THE SHOGUN http://www.theshogun.jp/ 

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

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    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 

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/ 

 


