
 

平成23 年9 月7 日 

各位 

会 社 名 株式会社ゲームポット 

（URL http://www.gamepot.co.jp/） 

本日本日本日本日 9999 月月月月 7777 日（水）日（水）日（水）日（水）16161616 時より時より時より時より『『『『劇場版魔法先生ネギま！劇場版魔法先生ネギま！劇場版魔法先生ネギま！劇場版魔法先生ネギま！ANIME FINALANIME FINALANIME FINALANIME FINAL』×『ゲームポット』』×『ゲームポット』』×『ゲームポット』』×『ゲームポット』    

人気人気人気人気 4444 タイトルタイトルタイトルタイトル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ついに開始ついに開始ついに開始ついに開始！！！！    さらにさらにさらにさらにタイトルをタイトルをタイトルをタイトルを横断横断横断横断するとアイテムがするとアイテムがするとアイテムがするとアイテムが    

もらえる「もらえる「もらえる「もらえる「WWWW ミッシミッシミッシミッションキャンペーン」ョンキャンペーン」ョンキャンペーン」ョンキャンペーン」開催開催開催開催！！！！    

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、本日9月7日（水）『劇場版魔法先生ネギま！ANIME FINAL』とのコラボレーシ

ョンを開始いたしました。 

夢の夢の夢の夢の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がついに始動がついに始動がついに始動がついに始動！！！！    

  

  

× 
 

本日9月7日（水）16：00より、『劇場版魔法先生ネギま！ANIME FINAL』とゲームポットの人気4タイト

ルとのコラボレーションを開始いたしました。 『劇場版魔法先生ネギま！ANIME FINAL』コラボレーショ

ンでは、各タイトルの限定コラボレーションアイテム販売や、限定コラボレーションアイテムが無料で手

に入るイベント、『ペーパーマン』、『メビウスオンライン』を横断すると限定アイテムが手に入る「W ミッシ

ョンキャンペーン」などボリューム満点の内容で実施いたします！ 

限定アイテムを手に入れるチャンス！ ぜひお楽しみください。 

 

 

＜＜＜＜各タイトル各タイトル各タイトル各タイトルコラボレーション概要＞コラボレーション概要＞コラボレーション概要＞コラボレーション概要＞ 

 

◆◆◆◆『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』  

     ・・・・実装実装実装実装アイテムアイテムアイテムアイテム    

                第一弾として下記アイテムが登場！ 今後も続々とコラボレーションアイテムを追加予定です。 

    『劇場版魔法先生ネギま！ANIME FINAL』に登場するキャラクターのボイスクラブセットも 

登場予定！ 

・販売期間：9 月7 日（水）16：00～10 月27 日（木）定期メンテナンス開始前 

 



 

・麻帆良学園中等部制服（エリカ） 

・麻帆良学園中等部通学靴（エリカ） 

 

・神楽坂明日菜ワンピース（エリカ） 

・神楽坂明日菜シューズ（エリカ） 

 

・ネギ先生スーツ（ケン）・ 

・ネギ先生スラックス（ケン） 

・ネギ先生皮靴（ケン） 

・ネギ先生グラス（ケン） 

・ネギ先生ヘアスタイル（ケン） 

            

    

・販・販・販・販売スケジュール（予定）売スケジュール（予定）売スケジュール（予定）売スケジュール（予定）    

日付 内容 

2011 年9 月15 日（木） クー、カズ衣装登場予定 

2011 年9 月22 日（木） セシリア、ルーシア衣装登場予定 

2011 年9 月29 日（木） アリン、ネル衣装登場予定 

2011 年10 月6 日（木） マスコット、ボイスクラブセット登場予定 

    



 

    

    ・開催イベント・開催イベント・開催イベント・開催イベント    

        コラボレーション限定アズテックがもらえるイベントを開催！ 

   ・開催期間：9 月7 日（水）16 時～10 月27 日（木）定期メンテナンス開始前 

   ・開催内容：上記開催期間中にログインした方全員に）『劇場版魔法先生ネギま！ANIME FINAL』 

ロゴが入った限定アイテム「ネギま！アズテック」プレゼントいたします。 

 

                    

・・・・特設サイト特設サイト特設サイト特設サイト URLURLURLURL 

http://www.pangya.jp/event/201109_negima/ 

    

◆◆◆◆『ペーパーマン』『ペーパーマン』『ペーパーマン』『ペーパーマン』   

・・・・実装実装実装実装アイテムアイテムアイテムアイテム    

（1）ペーパチ CASH レアアイテムに、ネギ先生や生徒になりきれる衣装が登場！ 

・販売期間：9 月7 日（水）16：00～10 月5 日（水）定期メンテナンス開始前 

・ネギの服（ハヤテ/ガイ/サイラス/ドッドン/フッド/ヴァン） 

・ネギヘア（ハヤテ/ガイ/サイラス/ドッドン/フッド/ヴァン） 

  

・麻帆良学園中等部制服（ティナ/ミリィ/テリシア/アルル/リカ） 

・神楽坂明日菜ヘア（ティナ） 

  

 

 



 

・エヴァンジェリンヘア（ミリィ）     

  

・桜咲刹那ヘア（テリシア） 

  

・宮崎のどかヘア（アルル） 

  

・近衛木乃香ヘア（リカ） 

  

 

   



 

 （2）ゲーム内ショップに限定コラボレーション武器などが登場！ 

・販売期間：9 月7 日（水）16：00～10 月5 日（水）定期メンテナンス開始前 

・アクセサリ ちびせつなヘアピン 

  

・メイン武器 L96 A1(エヴァンジェリン) 

   

・近接武器 明日菜のハマノツルギ 

   

・投擲武器 このかボム 

    

    



 

    ・開催イベント・開催イベント・開催イベント・開催イベント    

        新規キャラクター作成でコラボレーション限定アイテムがもらえるイベントを開催！ 

・開催期間：9 月7 日（水）16 時～10 月5 日（水）定期メンテナンス開始前 

    ・開催内容：上記開催期間中に新規キャラクターを作成した方にもれなく限定コラボレーション 

アイテム「ちびせつなヘアピン」をプレゼントいたします。 

  

 

・・・・特設サイト特設サイト特設サイト特設サイト URLURLURLURLhttp://www.paperman.jp/event/201109negima 

 

◆◆◆◆『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』  

・・・・実装実装実装実装アイテムアイテムアイテムアイテム    

限定コラボレーション衣装が登場！ 

第一弾として下記アイテムが登場！ 今後も続々とコラボレーションアイテムを追加予定です。 

・販売期間：9 月7 日（水）16：00～10 月6 日（木）定期メンテナンス開始前 

・ネギ・スプリングフィールド 戦闘服 

 

 

 

・神楽坂明日菜 戦闘服 

    

    

    

    



 

・神楽坂明日菜セット(髪飾り、肌着上下) 

        

    

    

    

・絡繰茶々丸 耳パーツ 

 

    

・後日登場予定アイテム・後日登場予定アイテム・後日登場予定アイテム・後日登場予定アイテム 

・近衛木乃香 ナース服 

 

・桜咲刹那 メイド服    

                            

    

・開催イベント・開催イベント・開催イベント・開催イベント    

        新規登録すると限定コラボレーションアイテムを手に入れることができるキャンペーン開催！ 



 

・開催期間：9 月7 日（水）16 時～10 月6 日（木）定期メンテナンス開始前 

 

・開催内容：上記期間中新規登録し、ゲームにログインした方にもれなく限定コラボレーション 

アイテム「ネギ・スプリングフィールド眼鏡」、「神楽坂明日菜セット 

(髪飾り、肌着上下)」、「フェイスチェンジ券」をプレゼントいたします。 

                    

    ・・・・特設サイト特設サイト特設サイト特設サイト URLURLURLURL    

http://mebius-online.jp/event/2011negima/ 

 

◆◆◆◆『アルテイルネット』『アルテイルネット』『アルテイルネット』『アルテイルネット』  

・・・・実装実装実装実装アイテムアイテムアイテムアイテム    

（1）限定コラボレーションアバターが登場！ 

期間：9 月7 日（水）16：00～10 月5 日（水）定期メンテナンス開始前 

アイテム： 

・「ネギの杖」アバター（手持ち武器） ・「雷天大壮」アバター（背景）  

  

 

・「カモくん」アバター（サポーター） ・「さよちゃん」アバター（本体）   

  

 

・「エクサルマティオー！」アバター（吹き出し） 

 



 

 

 

（2）限定コラボレーションカードが登場！ 

 ・ネギま！くじ 

８種のカードの中からランダムで選ばれた１枚が出現します。低確率で「エヴァンジェリン＆

茶々丸」カードが出現いたします。 

 

 ・ネギま！スペシャルボックス 

８種のカードが３枚ずつ計２４枚入ったスペシャルボックス。さらに、ボックス購入特典として、 

「エヴァンジェリン＆茶々丸」カードを 3枚プレゼント！ 

 

 

    

    

・開催イベント・開催イベント・開催イベント・開催イベント    

    ログインするだけでコラボレーション限定アイテムがもらえるイベントや、限定カードがもらえる 

イベントを開催！ 

 

 (1)ログインキャンペーン 

・開催期間：9 月7 日（水）16 時～10 月5 日（水）定期メンテナンス開始前 

・開催内容：上記開催期間中にログインした方にもれなく限定コラボレーション 

アバターアイテム「ネギ先生」（本体アバター）をプレゼントいたします。 

                                                                                                                

 



 

(2)魔法陣を集めよう！イベント 

・開催期間：9 月7 日（水）16 時～10 月5 日（水）定期メンテナンス開始前 

    ・開催内容：上記開催期間中、トレジャーバトルから一定の確率で「魔方陣」カードが出現します。

また、「1 日1回引けるくじ」にも「魔方陣」カードが 1枚ついてきます。 

「魔法陣」カードは 6種類あり、1枚ずつ集めると、イベント限定の「木乃香＆刹那」

カードをプレゼントいたします。3 枚ずつ集めると、2 枚目の「木乃香＆刹那」カード

をプレゼントいたします！ 

                                                                                                                

    

（3）ラカンを撃破せよ！イベント 

・開催期間：9 月7 日（水）16 時～10 月5 日（水）定期メンテナンス開始前    

・開催内容：上記開催期間中、コンピュータ対戦アリーナに「ラカン（小手調べ）」と「ラカン（超本

気）」が現れます。「ラカン（超本気）」と対戦して、見事撃破したお客様には、3 枚目

の「木乃香＆刹那」カードをプレゼントいたします！ 

    

    

    

（4）バトルミッション！イベント 

・開催期間：9 月7 日（水）16 時～10 月5 日（水）定期メンテナンス開始前    

・開催内容：上記開催期間中、アルテイル 2 で対戦をした回数に応じて「アスナ＆アーニャ」カー

ドをプレゼントいたします。 

・プレゼント内容：  

10戦 アスナ＆アーニャ（浴衣）×1枚 

20戦 アスナ＆アーニャ（浴衣）×1枚 

30戦 アスナ＆アーニャ（浴衣）×1枚 

40戦 アスナ＆アーニャ（水着）×1枚 

50戦 アスナ＆アーニャ（水着）×1枚 

60戦 アスナ＆アーニャ（水着）×1枚 

※30戦すると、合計3枚の「アスナ＆アーニャ（浴衣）」カードをプレゼント！60戦すると、合計3

枚の「アスナ＆アーニャ（水着）」カードをプレゼント！ 

    

・イベント賞品プレゼント日時（予定） 

 (1) 新規登録のお客様は登録と同時に自動的に追加されています。その他の方は、10 月 11 日（火）

の定期メンテナンス時にプレゼントいたします。 

 （2）（3）（4）のプレゼントは、10 月11 日（火）の定期メンテナンス時にプレゼントいたします。 

    

    



 

・特設サイト・特設サイト・特設サイト・特設サイト URLURLURLURL    

http://www.alteil.jp/campaign/110907_negi.php 

    

＜＜＜＜WWWW ミッションキャンペーンミッションキャンペーンミッションキャンペーンミッションキャンペーン概要＞概要＞概要＞概要＞    

 

・開催期間：9 月7 日（水）16 時～10 月5 日（水）24 時 

・開催内容：『ペーパーマン』、『メビウスオンライン』が下記ミッションを出題し、 

そのミッションをクリアするごとに限定コラボレーションアイテムをプレゼントいたします。 

・ミッション：『ペーパーマン』5戦 

        『メビウスオンライン』協力ステージ 3勝 

 ・プレゼントアイテム： 

『ペーパーマン』  

           ・ミッション 1つクリア：称号「麻帆良学園3-A」、アクセサリ「カモヘアピン」 

・ミッション 2つクリア：近接武器「ネギの杖」  

 

『メビウスオンライン』  

・ミッション 1つクリア：麻帆良学園中等部制服（ハイソックス、ローファー） 

・ミッション 2つクリア：麻帆良学園中等部制服 （ブレザー、スカート） 

         

    

・注意事項： 2つのミッションは必ず同じアカウントでクリアして頂きますようお願いいたします。    

    

    

    

＜コピーライト＞＜コピーライト＞＜コピーライト＞＜コピーライト＞    

Ⓒ赤松健・講談社/新ネギま部 

 

Ⓒ2004 Ntreev Soft Co.,Ltd. All Rights Reserved. 
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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    

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/ 

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/ 

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/ 

    


