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本日1 月9 日(水)に、『劇場版 

しました。 

1月16日(水)定期メンテナンス

ーマン』の世界に登場！ ペーパーマンを

れるのか？ 後日詳細を公開いたします
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代表取締役社長：植田修平 

において、 本日1月9

いたしました。 
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今今今今だけのだけのだけのだけの

ゲームをプレイしてゲームをプレイしてゲームをプレイしてゲームをプレイして

本日1 月9 日(水)定期メンテナンス

ペーパーマンをご利用の皆様に

なんと、キャンペーン期間中にゲームをプレイしたお

す！！ 

この機会にお友達も誘って、一緒

ぜひ、キャンペーンへご参加ください

  

【対象】 

1 月9 日(水)メンテナンス前までに

  

【イベント期間】 

第1 回：1 月9 日(水)メンテナンス

第2 回：1 月16 日(水) メンテナンス

  

【CASH 配布日】 

第1 回：1 月16 日(水)メンテナンス

第2 回：1 月23 日(水)メンテナンス

  

【注意事項】 

※ゲームのプレイは、戦闘参加秒数

 ゲーム終了後、待機ルーム画面

※30CASH のプレゼントは、第1

 

だけのだけのだけのだけの特大特大特大特大サービスサービスサービスサービス！！！！    「「「「おおおお年玉年玉年玉年玉キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン」」」」 

ゲームをプレイしてゲームをプレイしてゲームをプレイしてゲームをプレイして、、、、30CASH30CASH30CASH30CASH をををを貰貰貰貰おうおうおうおう！！！！    

メンテナンス終了後より、「お年玉キャンペーン」を開催いたします

に、素敵なお年玉をプレゼント！ 

にゲームをプレイしたお客様全員に、もれなく 30CASH をお

一緒にゲームをプレイしましょう！ 

ください！ 

までに作成されたアカウント 

メンテナンス終了後～1 月16 日(水)メンテナンス開始前まで 

メンテナンス終了後～1 月23 日(水)メンテナンス前まで 

メンテナンス時 

メンテナンス時   

戦闘参加秒数が 120 秒以上であり、 

画面に戻った時点でカウントされます。 

1 回、第2 回を通して 1 アカウントにつき 1 回のみの配布

 

いたします！ 

をお送りいたしま 

配布となります。 



 

過去過去過去過去のボイスのボイスのボイスのボイス武器武器武器武器アイテムがアイテムがアイテムがアイテムが

本日1 月9 日（水）定期メンテナンスにて

過去のボイス武器がランダムで

大当たりには、ハヤテ、ティナ、

見逃してしまったボイス武器を

 

また、2011 年の夏に話題となった

アニメパッケージを購入すると

「バスタオル」の 5 アイテムと「アニメムービ

 

どちらも期間限定での登場となりますので
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メンテナンスにて、アイテムが追加されました。 

がランダムで手に入る「ボイス武器福袋」が登場！ 

、テリシア、ガイ、ドッドン、フッドのボイス武器パックがそれぞれ

を手に入れる大チャンス！ 

となったアニメパッケージの再販売を開始いたしました。 
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アニメムービー」をダウンロードする権利を獲得できます
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パックがそれぞれ出現！
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2013 年2 月に、(株)エンターブレインのファミ

公式設定資料集「ペーパーマン 

りました！ 

今までの歴史を振り返ったイラスト

さらにこだわりのスペシャル記事
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■■■■『『『『ペーパーマンペーパーマンペーパーマンペーパーマン』』』』とはとはとはとは    

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

徴であり、横を向くと線上になり、

弾で相手を燃やしてしまうなど、

はの演出が多数盛り込まれています

ーボイスには人気声優が出演し、

ます。 

 

また、多数のアバターアイテムにより

型や衣装などを自分好みにアレンジでき

ターメイキングが楽しめます。 
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出来ていることが最大の特

、撃たれれば穴が開き、爆

、ゲーム内には「紙」ならで

まれています。さらに、キャラクタ

、ゲームをさらに盛り上げ

のアバターアイテムにより、キャラクターの髪

みにアレンジでき、様々なキャラク
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