
 

 

平成24 年2 月29 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』    2222 月月月月 29292929 日（水）会員数累計日（水）会員数累計日（水）会員数累計日（水）会員数累計 80808080 万人突破記念イベント開催万人突破記念イベント開催万人突破記念イベント開催万人突破記念イベント開催！！！！    

記念称号やオリジナルグッズが当たるキャンペーンなどイベントが目白押し！記念称号やオリジナルグッズが当たるキャンペーンなどイベントが目白押し！記念称号やオリジナルグッズが当たるキャンペーンなどイベントが目白押し！記念称号やオリジナルグッズが当たるキャンペーンなどイベントが目白押し！    

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2月29

日（水）定期メンテナンス終了後より「80 万人突破記念イベント」を開催いたします。 

 

会員数累計会員数累計会員数累計会員数累計80808080 万人突破万人突破万人突破万人突破！！！！    

    

本日2月29日（水）定期メンテナンス終了後より、「80万人突破記念イベント」を開催いたします。本イベ

ントでは、もれなく称号が貰える『称号「80 万分の 1」』や、『8 ミッションイベント』、オリジナルグッズが当た

る『W キャンペーン』など、様々なイベントが目白押し！ 『ペーパーマン』にログインしてアイテムをゲット

しよう！ お見逃しなく！ 

80808080 万人突破記念イベントの特設サイト万人突破記念イベントの特設サイト万人突破記念イベントの特設サイト万人突破記念イベントの特設サイト    

http://www.paperman.jp/event/20120280http://www.paperman.jp/event/20120280http://www.paperman.jp/event/20120280http://www.paperman.jp/event/20120280////    

    

≪「≪「≪「≪「80808080 万人記念イベント」概要≫万人記念イベント」概要≫万人記念イベント」概要≫万人記念イベント」概要≫    

 

【開催期間】【開催期間】【開催期間】【開催期間】    

2 月29 日(水)メンテナンス終了後 ～ 3 月14 日(水)メンテナンス開始前まで 

 

【開催内容】【開催内容】【開催内容】【開催内容】    

（（（（1111）称号「）称号「）称号「）称号「80808080 万分の万分の万分の万分の 1111」プレゼント」プレゼント」プレゼント」プレゼント    

期間中、ゲームに 1 度チャンネルログインし、特設サイトにて「受け取る」ボタンを押

した方にもれなく称号「80 万分の 1」をプレゼント！ 

 

    

    

    

    



 

 

（（（（2222））））8888 ミッションイベントミッションイベントミッションイベントミッションイベント    

8つのミッションの中から1日1つ好きなミッションを選んでクリアした方に、お得なアイテムをプレゼント！ 

 

ミッション内容ミッション内容ミッション内容ミッション内容    報酬報酬報酬報酬    

ミッション１ 

ゲームのチャンネルにログインしよう！ 

AIR BOMB+(1 日)、メインマガジン 20%増加(7 日) 

  

ミッション 2 

個人戦モードを 1 回プレイしよう！ 

クッションボム+(1 日)、サブマガジン 20%増加(7 日) 

 

ミッション 3 

チームサバイバルモードを1回プレイしよう！ 

MUSHROOM BOMB+(1 日)、EXP+50%UP(7 日) 

 

ミッション 4 

パルプ＆ロールモードを 1 回プレイしよう！ 

FIRE BOMB+(1 日)、戦国セット 1 日 

 

ミッション 5 

チーム戦術モードを 1 回プレイしよう！ 

ウサギボム+(1 日)、耐久度軽減(小)(7 日) 

 

ミッション 6 

爆破ミッションモードを 1 回プレイしよう！ 

LIQUID BOMB+(1 日)、リスポーン短縮(普)(50 個) 

 

ミッション７ 

スチールモードを 1 回プレイしよう！ 

サッカーボム+(1 日)、クロスヘア固定ベーシック(7 日) 

 

ミッション 8 

試合に 1 戦参加しよう！ 

スチームボム+(1 日) PG+50%UP(7 日) 

 

 



 

 

さらに、上記から 5 つ以上のミッションをクリアした方には 8,000PG をもれなくプレゼント！ 

 

 

 

 

 

オリジナルグッズが当たるチャンス！オリジナルグッズが当たるチャンス！オリジナルグッズが当たるチャンス！オリジナルグッズが当たるチャンス！    

本日2月29日（水）に「Wキャンペーン」を開催いたします。本キャンペーンでは、CASHチャージ額に応

じてゲーム内マネーPG をプレゼント！ さらに、期間中のチャージ金額総額に応じてオリジナルグッズを

抽選でプレゼントいたします！ お得なこの期間をぜひご利用ください、 

 

≪「≪「≪「≪「WWWW キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン」開催内容≫」開催内容≫」開催内容≫」開催内容≫    

    

・・・・WWWW キャンペーンそのキャンペーンそのキャンペーンそのキャンペーンその 1111    

下記キャンペーン対象期間中に、『ペーパーマン』有料課金ポイント「CASH」の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。 

キャンペーン対象期間が 2 回あり、両方のキャンペーンに参加するとチャージした金額によって最大

「40,000PG」を獲得することができます！ 

 

【キャンペーン対象期間】【キャンペーン対象期間】【キャンペーン対象期間】【キャンペーン対象期間】    

・第1 回：2 月29 日(水)メンテナンス終了後～3 月7 日(水)メンテナンス開始前 

・第2 回：3 月7 日(水)メンテナンス終了後～3 月14 日(水)メンテナンス開始前 

 

【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】    

キャンペーン期間中に CASH チャージ金額に応じて 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1 回：3 月14 日(水)メンテナンス時 

・第2 回：3 月21 日(水)メンテナンス時 

 

【ご注意】【ご注意】【ご注意】【ご注意】    

 

・各キャンペーン対象期間につき 1 回のみPG を受け取ることができます。 

 

・・・・WWWW キャンペーンそのキャンペーンそのキャンペーンそのキャンペーンその 2222    

下記キャンペーン対象期間中に CASH チャージした総額によって最大5 回のオリジナルグッズが当たる 

プレゼントキャンペーンに応募できます！ 

 

【キャンペーン対象期間】【キャンペーン対象期間】【キャンペーン対象期間】【キャンペーン対象期間】    

2 月29 日(水)メンテナンス終了後～3 月14 日(水)メンテナンス開始前 

 



 

 

 

【チャンス【チャンス【チャンス【チャンス 1111】】】】    

 

 

総額1,000円以上チャージしたお客様の中から抽選で500名様に

PMC クリアファイルをプレゼント！ 

 

 
【チャンス【チャンス【チャンス【チャンス 2222】】】】 

 

 

総額3,000円以上チャージしたお客様の中から抽選で100名様に

PMC2012年カレンダーをプレゼント！ 

 

 
【チャンス【チャンス【チャンス【チャンス 3333】】】】    

 

 

総額 5,000円以上チャージしたお客様の中から抽選で 50名様に

PMC Tシャツをプレゼント！ 

 

 
【チャンス【チャンス【チャンス【チャンス 4444】】】】 

 

 

 

総額 7,000円以上チャージしたお客様の中から抽選で 30名様に

アートスピーカーをプレゼント！ 

 

 

※画像は実物と異なる場合がございます。 



 

 

 

【チャンス【チャンス【チャンス【チャンス 5555】】】】    

 

 

 

 

総額10,000円以上チャージしたお客様の中から抽選で10名様に特

大ペーパズルをプレゼント！ 

（1000ピース  500mmＸ750mm） 

 
※画像は実物と異なる場合がございます。 

 

【ご注意】【ご注意】【ご注意】【ご注意】    

・キャンペーン期間のチャージ総額で応募することができます。 

・10,000円チャージした方はチャンス 1～チャンス 5全てのキャンペーンに応募できます。 

・プレゼントへの応募は特設ページの「応募ボタン」を押すことにより応募完了となります。 



 

 

■『ペーパーマン』とは■『ペーパーマン』とは■『ペーパーマン』とは■『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。 
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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/ 

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/ 

ソーシソーシソーシソーシャルゲームャルゲームャルゲームャルゲーム 

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/ 

ワイルドレーシングMAX http://company.gamepot.co.jp/special/wrmax/ 

バトルゴルフ パンヤ http://company.gamepot.co.jp/special/battlegolfpangya/ 

童話スピリッツ（R）-魔法のﾄﾗﾝﾌﾟ- http://company.gamepot.co.jp/special/douwa2/ 

ゾンビハンターズ by 狩りとも http://company.gamepot.co.jp/special/zombie 

ラテール イリス物語 http://www.latale.jp/smartphone/index.html 

    

 


