
 

 

平成 23 年 10 月 19 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』』』』本日本日本日本日 10101010 月月月月 19191919 日日日日（（（（水水水水）『）『）『）『帰帰帰帰ってきたってきたってきたってきた鷹鷹鷹鷹のののの爪団爪団爪団爪団！』！』！』！』をををを開始開始開始開始！！！！    

『『『『秘密結社秘密結社秘密結社秘密結社    鷹鷹鷹鷹のののの爪爪爪爪』』』』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 MAPMAPMAPMAP がががが新登場新登場新登場新登場！！！！    

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 10 月 19 日（水）定期メンテナンス終了後より「帰ってきた鷹の爪団！」を開始いたしました。 

 

帰帰帰帰ってきたってきたってきたってきた鷹鷹鷹鷹のののの爪団爪団爪団爪団！！！！    

    

本日 10 月 19 日（水）定期メンテナンス終了後より、11 月 16 日（水）定期メンテナンス開始前まで

の期間中、『秘密結社 鷹の爪』コラボレーション「帰ってきた鷹の爪団！」を実施いたします。 

期間中、『秘密結社 鷹の爪』コラボレーションMAP「鷹の爪団秘密基地」や、「鷹の爪団秘密基地」

視察イベント、コラボレーション武器の再販売などを行います。 

期間限定のコラボレーションをみんなで楽しもう！ この機会をお見逃しなく！ 

 

『『『『ペーパーマンペーパーマンペーパーマンペーパーマン』』』』××××「「「「帰帰帰帰ってきたってきたってきたってきた鷹鷹鷹鷹のののの爪団爪団爪団爪団！！！！」」」」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特設特設特設特設サイトサイトサイトサイト URLURLURLURL 

htthtthtthttp://www.paperman.jp/event/2011p://www.paperman.jp/event/2011p://www.paperman.jp/event/2011p://www.paperman.jp/event/201110101010takanotsumetakanotsumetakanotsumetakanotsume    

    



 

 

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 MAPMAPMAPMAP「「「「鷹鷹鷹鷹のののの爪団秘密基地爪団秘密基地爪団秘密基地爪団秘密基地」」」」がががが登場登場登場登場！！！！    

    

本日 10 月 19 日（水）定期メンテナンス終了後より、11 月 16 日(水)定期メンテナンス開始前までの

期間中、『秘密結社 鷹の爪団』コラボレーション MAP「鷹の爪団秘密基地」を実装いたします。 

大人気アニメ「秘密結社 鷹の爪」に登場する「鷹の爪団秘密基地」を充実に再現した MAP です。 

ぜひお楽しみください！ 

 

【実装期間】 

2011 年 10 月 19 日（水）定期メンテナンス終了後～11 月 16 日（水）定期メンテナンス開始前 

 



 

 

 



 

 

「「「「鷹鷹鷹鷹のののの爪団秘密基地爪団秘密基地爪団秘密基地爪団秘密基地」」」」視察視察視察視察イベントイベントイベントイベントをををを開催開催開催開催！！！！    

    

本日 10 月 19 日（水）定期メンテナンス終了後より、11 月 16 日（水）定期メンテナンス開始前まで

の期間中、「鷹の爪団秘密基地」視察イベントを開催いたします。 

こちらのイベントでは、期間中コラボレーション MAP「鷹の爪団秘密基地」をプレイした回数に応じ

て、「吉田くんボム」や「総統の帽子」など素敵なコラボレーションアイテムがもらえます！ 

この機会に「鷹の爪団秘密基地」視察イベントに挑戦し、ここでしか手に入らない限定アイテムを

ゲットしてください！ 

 

【開催期間】 

2011 年 10 月 19 日（水）定期メンテナンス終了後～11 月 16 日（水）定期メンテナンス開始前 

 

【プレゼント商品一覧】 

・5 戦プレイした方：視察に役に立つ「吉田くんボム（1 日）」 

・10 戦プレイした方：「総統の帽子」と「福袋（☆）」 

・20 戦プレイした方：コラボレーション称号「鷹の爪団戦闘員」と「武器袋秋スキン」 

 

 



 

 

コラボレーションアイテムをコラボレーションアイテムをコラボレーションアイテムをコラボレーションアイテムを再販売再販売再販売再販売！！！！    

  

本日 10 月 19 日（水）定期メンテナンス終了後より、11 月 2 日（水）定期メンテナンス開始前までの

期間中、「鷹の爪袋」、コラボレーション武器を販売いたします。 

「鷹の爪袋」の大当たりアイテムは「総統の制服」「吉田くんの顔」「レオナルド博士のお面」「レオナ

ルド博士の着ぐるみ」「DX ファイターのヘルメット」のいづれか一つがランダムで、それ以外はランダ

ムで「1,000PG～10,000PG」が入っています。 

さらに期間中、コラボレーション武器「吉田くん Bizon」と「吉田くんボム」を再販売いたします。 

「吉田くん Bizon」は円筒形の弾倉を銃身と平行に装着しているのが特徴で弾数も多く、リロード時

などにオリジナルの吉田くんボイスが聞ける限定アイテムです。「吉田くんボム」は、ピンを抜くとリズ

ミカルに動くため思わず見とれてしまう無期限で使用可能な投擲武器です。 

この機会に限定アイテムを手に入れましょう！ 

 

【販売期間】 

2011 年 10 月 19 日（水）定期メンテナンス終了後～2011 年 11 月 2 日(水)定期メンテナンス開始前 

 



 

 

アートデザインアートデザインアートデザインアートデザインのののの武器武器武器武器がランダムでゲットできるがランダムでゲットできるがランダムでゲットできるがランダムでゲットできる！！！！    「「「「武器袋武器袋武器袋武器袋アートアートアートアートスキンスキンスキンスキン」」」」をををを追加追加追加追加！！！！ 

本日10月19日(水)定期メンテナンス終了後より、アートスキンの武器が当たる「武器袋アートスキ

ン」を追加いたします！ 「武器袋アートスキン」はランダムで当たる福袋と同じ仕様で、購入後プレ

ゼント BOX に送られた袋を開封するとランダムでアイテムを獲得する事ができます！ 

「武器袋アートスキン」の大当たりは「P90(Graffiti Arts)」、｢FAMAS F1(Graffiti Arts)｣、｢USAS-12 

（Graffiti Arts）｣となっております。 

アートをイメージしたメイン武器を、この機会にぜひ手に入れてください！ 

   

P90(Graffiti Arts) FAMAS F1(Graffiti Arts) USAS-12(Graffiti Arts) 

    

    

「「「「M14 EBR (M14 EBR (M14 EBR (M14 EBR (アジアアジアアジアアジア古風古風古風古風))))」」」」    「「「「MP5 SD6MP5 SD6MP5 SD6MP5 SD6（（（（DotDotDotDot）」）」）」）」    「「「「Stechkin APSStechkin APSStechkin APSStechkin APS」」」」などをなどをなどをなどを追加追加追加追加！！！！ 

本日 10 月 19 日（水）定期メンテナンス終了後より、新しい武器を追加いたします！ 

今回は、高い威力を誇る EBR に古風なペインティングを施したアサルトライフル「M14 EBR（アジア

古風）」、レベル 15 以上で購入することができるドットサイトが特徴的なサブマシンガン「MP5 SD6

（Dot）」、連射可能なサブ武器である「Stechkin APS」などが新登場！ 

この機会に新しい武器を手に入れて戦いを有利に進めましょう！ 

 
  

M14 EBR (アジア古風) MP5 SD6 (Dot) Stechkin APS 

 



 

 

ペーパチペーパチペーパチペーパチ PGPGPGPG をををを更新更新更新更新！！！！    各種各種各種各種アイテムアイテムアイテムアイテムをををを追加追加追加追加！！！！    

本日 10 月 19 日（水）定期メンテナンス終了後より、ペーパチ PG 当たりアイテムの更新を行いまし

た。 今回のペーパチ PG 大当たりアイテムは安定した能力を持つ 99 式軽機関銃を銀色にコーティ

ングした「99 式軽機関銃（シルバー）」です！  

また、ペーパチ PG レアアイテムにはガンマンになりきれる「ガンマンヘア」や、ハロウィンにぴった

りな、「ジャックランタンセット」が登場！ 

さらに、通常販売には「ハロウィンボム」を追加いたしました！ ぜひチェックしてみてください！ 

  

99 式軽機関銃（シルバー） 

  

ハロウィンボム 

 

ガンマンヘア ＋ ガンマンセット 

 

ハロウィンかぼちゃ ＋ ジャックランタンセット 

『『『『ペーパーマンペーパーマンペーパーマンペーパーマン』』』』公式公式公式公式サイトサイトサイトサイト    

http://www.paperman.jp/http://www.paperman.jp/http://www.paperman.jp/http://www.paperman.jp/  



 

 

■『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、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/ 

ウィローズ http://www.weros.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/ 

 


