
 

 

平成23 年11 月24 日 

各位 

会 社 名 株式会社ゲームポット 

（URL http://www.gamepot.co.jp/） 

『『『『メビウスオンラインメビウスオンラインメビウスオンラインメビウスオンライン』』』』××××『ペーパーマン』コラボレーション開始！『ペーパーマン』コラボレーション開始！『ペーパーマン』コラボレーション開始！『ペーパーマン』コラボレーション開始！    

さらにさらにさらにさらに人気声優川澄綾子さんのボイスも登場！人気声優川澄綾子さんのボイスも登場！人気声優川澄綾子さんのボイスも登場！人気声優川澄綾子さんのボイスも登場！        

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®用チーム連携型オンラインアクションゲーム『メビウスオンライ

ン』において、本日11 月24 日（木）定期メンテナンス終了後よりアップデートを行います。 

 

『ペーパーマン』との夢のコラボレーションを楽しもう『ペーパーマン』との夢のコラボレーションを楽しもう『ペーパーマン』との夢のコラボレーションを楽しもう『ペーパーマン』との夢のコラボレーションを楽しもう！！！！    

    
本日11月24日（木）定期メンテナンス終了後より、『ペーパーマン』とのスペシャルコラボレーション

を開始いたします。スペシャルコラボレーションでは、『ペーパーマン』の人気ＭＡＰが『メビウスオンラ

イン』に登場！ この機会にぜひお楽しみください！ 

 

≪コラボ≪コラボ≪コラボ≪コラボレーション概要≫レーション概要≫レーション概要≫レーション概要≫    

    

◆コラボレーション内容◆コラボレーション内容◆コラボレーション内容◆コラボレーション内容    

①コラボステージ「京都」 

 『メビウスオンライン』に『ペーパーマン』の人気ＭＡＰが登場！ 



 

 

 
 

 

②コラボアバター「テリシアオーディション衣装」 

 『メビウスオンライン』に『ペーパーマン』のキャラクターテリシアのオーディション衣装が登場！ 

 

 

 

 

◆横断キャンペーン◆横断キャンペーン◆横断キャンペーン◆横断キャンペーン    

2 つのゲームを遊んでコラボアイテムをゲットしよう！ 

メビウス×ペーパーマン 横断キャンペーン開催！ 

 

・キャンペーン期間 

11 月24 日(木)メンテナンス後～12 月11 日(日)24：00 

 

・キャンペーン内容 

メビウスとペーパーマンがミッションを出題！ 

ミッションをクリアすると、コラボ限定アイテムをプレゼント！ 

 



 

 

・ミッション 

メビウスオンライン：「今日の調律」3 回クリア 

ペーパーマン：「チームサバイバル」3 戦 

 

・もらえるアイテム 

ミッションを 1 つクリア 

メビウスオンライン：エンチャントセット 

ペーパーマン：投擲武器「マタンボム」(7 日間) 

 

ミッションを 2 つクリア 

メビウスオンライン：コラボアバター「テリシア かぶりもの」 

ペーパーマン：近接武器「カジキ」(7 日間) 

 

    

◆「京都で◆「京都で◆「京都で◆「京都で 1,01,01,01,000000000 戦」イベント戦」イベント戦」イベント戦」イベント    

    
「フェイスチェンジ券」をゲットできるチャンス！ コラボステージ「京都」開催数1,000戦を目指そう！ 

 

・イベント期間 

11 月24 日(木)メンテナンス後～12 月8 日(木)メンテナンス前 

 

・イベント内容 

ペーパーマンコラボステージ「京都」が期間中に 1,000 回以上開催されると、 

期間中に「京都」ステージをプレイしたアカウントに「フェイスチェンジ券」をプレゼント！ 

    

    

    



 

 

新衣装登場！新衣装登場！新衣装登場！新衣装登場！    

    
今回のアップデートにて、期間限定でギアーズマーケットに新アイテムを追加いたします。 

破れセーラーセットや虎柄の肌着、声優川澄綾子さんが演じる NPC「黒師団事務：茎・黒」のボイスな

ど、バラエティに富んだ様々なアイテムが登場！ 期間限定での販売となっておりますので、この機

会をお見逃しなく！ 

 

・販売期間  

11 月24 日(木)メンテナンス後～1 月12 日(木)メンテナンス前 

 

・販売内容 

◆「破れセーラーセット」 

激戦を繰り広げた乙女たちの衣装がついに登場！ 

 

◆「肌着 寅柄 ホワイト」 

奇抜な柄でありながら、落ち着いた色合いで妖艶さを醸し出す肌着が登場！ 

 

◆「秋冬物 ベージュ セット」 



 

 

寒くなって来た季節にぴったりなカジュアル衣装が登場！ 

 

 

◆ボイス「黒師団事務：茎・黒」 

人気声優川澄綾子さん演じるＮＰＣのボイスが登場！ 

    
    

    

新髪型新髪型新髪型新髪型 8888 種種種種登場！登場！登場！登場！さらに新アイテムも！さらに新アイテムも！さらに新アイテムも！さらに新アイテムも！    

今回のアップデートにて、男性、女性、少女、少年それぞれ 2種類ずつ、計 8種類の新髪型を追加

いたします。髪型は「フェイスチェンジ券」を使用した場合のみ選択できます。 

また、今回は新アイテム「合成リトライ券」が登場！ 「合成リトライ券」は、合成に失敗した場合に、

新たに素材を使うことなくその合成にリトライできるようになる特殊なアイテムです。合成リトライ券を

使用して合成した場合、最大 10％成功率が上昇します。成功率は、続けてリトライ券を使用して再挑

戦するごとに加算されていきます。 

ぜひゲーム内でチェックしてみてください！ 



 

 

 

 

 

 

新ステージや期間限定ステージが再登場！新ステージや期間限定ステージが再登場！新ステージや期間限定ステージが再登場！新ステージや期間限定ステージが再登場！    

    
本日11 月24 日（木）定期メンテナンス終了後より、下記新ステージを追加いたします。 

今回は新ソロステージや期間限定で遊べるステージなど盛りだくさん！ さらに期間限定ステージ

であった「スコア戦 ブリガドーンシティ:中部(昼)」、「スコア戦 クラブコースト:ファクトリー(夜)」の2種類

のステージを常設決定！ ぜひこの機会にお楽しみください。 

  

≪登場ステージ一覧≫≪登場ステージ一覧≫≪登場ステージ一覧≫≪登場ステージ一覧≫    

◆新ソロステージ「遠戦」 

 

◆期間限定ステージ「15XX コンテナ埠頭(夕)」 

 

◆期間限定ステージ「20XX ヴィンセン島(昼)」 

 

◆常設化「スコア戦 ブリガドーンシティ:中部(昼)」 

 

◆常設化「スコア戦 クラブコースト:ファクトリー(夜)」 



 

 

 

様々なキャンペーンが目白押し！様々なキャンペーンが目白押し！様々なキャンペーンが目白押し！様々なキャンペーンが目白押し！    

本日より下記キャンペーンを開始いたします。今回は新アイテム「合成リトライ券」が手に入る「一致

団結イベント！～クランで協力し、新アイテムを手に入れよう～！」や、獲得スコア・獲得ドロップが

50％アップする「スコア 50％アップ＆ドロップ 50％アップ」など様々なキャンペーンが開催されます。 

ぜひこの機会に参加して『メビウスオンライン』をお楽しみください。 

 

≪キャンペーン一覧≫≪キャンペーン一覧≫≪キャンペーン一覧≫≪キャンペーン一覧≫    

◆一◆一◆一◆一致団結イベント！～クランで協力し、新アイテムを手に入れよう～致団結イベント！～クランで協力し、新アイテムを手に入れよう～致団結イベント！～クランで協力し、新アイテムを手に入れよう～致団結イベント！～クランで協力し、新アイテムを手に入れよう～    

クランの仲間と協力して、新アイテム「合成リトライ券」をゲットしよう！ 

 
・イベント期間 

11 月24 日（木）メンテナンス後～12 月8 日（木）メンテナンス前 

 

・イベント内容 

①期間中、所属しているクランのメンバー全員の「今日の調律」クリア回数が 

累計30 回以上になると、「合成リトライ券」を 1枚プレゼント！ 

 

②期間中、所属しているクランのメンバー全員の「今日の調律」クリア回数が 

累計60 回以上になると、「合成リトライ券」を 2枚プレゼント！ 

 

◆◆◆◆1111 週間限定！「クリスでポン！週間限定！「クリスでポン！週間限定！「クリスでポン！週間限定！「クリスでポン！2222 枚でポン！」枚でポン！」枚でポン！」枚でポン！」    

・キャンペーン期間 

11 月24 日(木)メンテナンス後～12 月1 日(木)メンテナンス前 

 

・キャンペーン内容 

期間中、クリスでポン！のプレイに必要なクロムギアの枚数が減少します。 

通常クロムギア 3枚のところ、期間中はクロムギア 2枚でプレイ出来るようになります。 

 

◆「スコア◆「スコア◆「スコア◆「スコア 50505050％アップ＆ドロップ％アップ＆ドロップ％アップ＆ドロップ％アップ＆ドロップ 50505050％アップ」％アップ」％アップ」％アップ」    

・キャンペーン期間 

11 月24 日(木)メンテナンス後～12 月1 日(木)メンテナンス前 

 

・キャンペーン内容 

獲得スコア 50％アップ、獲得ドロップ 50％アップを同時開催します。 

 



 

 

◆「チャージでギアーズレアゲット」◆「チャージでギアーズレアゲット」◆「チャージでギアーズレアゲット」◆「チャージでギアーズレアゲット」レアアイテムの受け取り開始レアアイテムの受け取り開始レアアイテムの受け取り開始レアアイテムの受け取り開始    

5,000円以上チャージすると過去のレアアイテムからお好きなセットを 1 品プレゼントする 

「チャージでギアーズレアゲット」の、アイテム受け取りを開始します。 

 

ギアーズマーケットから、お好きなセットを 1 品選んで受け取る事ができます。 

 

・キャンペーン期間 

チャージ対象期間：11 月10 日（木）メンテナンス後～12 月1 日（木）メンテナンス前 

アイテム受取期間：11 月24 日（木）メンテナンス後～12 月8 日（木）メンテナンス前 

 

・キャンペーン内容 

チャージ対象期間中に 5,000円以上チャージすると、9月以前に登場したレアアイテムの中から 

お好きなセットを 1 品選んで受け取る事ができます。 

 



 

 

『『『『メビウスオンラインメビウスオンラインメビウスオンラインメビウスオンライン』』』』とはとはとはとは 

『メビウスオンライン』とは、仲間たちと共に剣や弓、銃などの武器を手にモン

スターと戦うチーム連携型オンラインアクションゲームです。 

武器以外にも 60 億通り以上のキャラクターカスタマイズや 700 種類以上の衣

装など、多彩なバリエーションが用意されており、思い通りのプレイスタイルを追

求することができます。 

個性的な仲間たちと共に、チーム連携型オンラインアクションをお楽しみくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

©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    

メビウスオンライン http://mebius-online.jp/ 

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/ 

Livly Island COR http://www.livly.com/ 

アルテイルネット http://www.alteil.jp/ 

アヴァロンの鍵ONLINE http://www.avalon-online.jp/ 

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

THE SHOGUN http://www.theshogun.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/ 

 


