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『劇場版『劇場版『劇場版『劇場版    魔法少女まどか☆マギカ』×『ペーパーマン』コラボレーション開催！魔法少女まどか☆マギカ』×『ペーパーマン』コラボレーション開催！魔法少女まどか☆マギカ』×『ペーパーマン』コラボレーション開催！魔法少女まどか☆マギカ』×『ペーパーマン』コラボレーション開催！

新宿に魔女が出現！新宿に魔女が出現！新宿に魔女が出現！新宿に魔女が出現！

さらにペーパチさらにペーパチさらにペーパチさらにペーパチ

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

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、

16 日（水）定期メンテナンスにてアップデートを行います。

 

『劇場版『劇場版『劇場版『劇場版    魔法少女まどか☆マギカ』魔法少女まどか☆マギカ』魔法少女まどか☆マギカ』魔法少女まどか☆マギカ』

本日1 月16 日（水）定期メンテナンス終了後より、大人気映画『劇場版

ン』のコラボレーションを期間限定で開催！

 今しか手に入らない限定アイテムをゲットしよう！

 

【コラボレーション期間】【コラボレーション期間】【コラボレーション期間】【コラボレーション期間】    

2012 年1 月16 日（水）定期メンテナンス終了後～

    

【コラボレーション特設サイト【コラボレーション特設サイト【コラボレーション特設サイト【コラボレーション特設サイト URLURLURLURL

http://www.paperman.jp/event/201301madoka

 

 

    

 

会 社 名 株式会社ゲームポット

（URL http://www.gamepot.co.jp/

 

魔法少女まどか☆マギカ』×『ペーパーマン』コラボレーション開催！魔法少女まどか☆マギカ』×『ペーパーマン』コラボレーション開催！魔法少女まどか☆マギカ』×『ペーパーマン』コラボレーション開催！魔法少女まどか☆マギカ』×『ペーパーマン』コラボレーション開催！

新宿に魔女が出現！新宿に魔女が出現！新宿に魔女が出現！新宿に魔女が出現！    なりきりボイスや衣装も登場！なりきりボイスや衣装も登場！なりきりボイスや衣装も登場！なりきりボイスや衣装も登場！    

さらにペーパチさらにペーパチさらにペーパチさらにペーパチ PGPGPGPG の更新や、新武器も追加！！の更新や、新武器も追加！！の更新や、新武器も追加！！の更新や、新武器も追加！！        

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

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、

日（水）定期メンテナンスにてアップデートを行います。 

魔法少女まどか☆マギカ』魔法少女まどか☆マギカ』魔法少女まどか☆マギカ』魔法少女まどか☆マギカ』    ××××    『ペーパーマン』コラボレーション開催！！『ペーパーマン』コラボレーション開催！！『ペーパーマン』コラボレーション開催！！『ペーパーマン』コラボレーション開催！！

日（水）定期メンテナンス終了後より、大人気映画『劇場版 まどか☆マギカ』と『

のコラボレーションを期間限定で開催！ 

今しか手に入らない限定アイテムをゲットしよう！ 

日（水）定期メンテナンス終了後～2 月13 日（水）定期メンテナンス開始前

URLURLURLURL】】】】 

http://www.paperman.jp/event/201301madoka 

        

平成25 年1 月16 日 

株式会社ゲームポット 

http://www.gamepot.co.jp/ ） 

魔法少女まどか☆マギカ』×『ペーパーマン』コラボレーション開催！魔法少女まどか☆マギカ』×『ペーパーマン』コラボレーション開催！魔法少女まどか☆マギカ』×『ペーパーマン』コラボレーション開催！魔法少女まどか☆マギカ』×『ペーパーマン』コラボレーション開催！    

    

代表取締役社長：植田修平 

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 1 月

『ペーパーマン』コラボレーション開催！！『ペーパーマン』コラボレーション開催！！『ペーパーマン』コラボレーション開催！！『ペーパーマン』コラボレーション開催！！    

    

まどか☆マギカ』と『ペーパーマ

日（水）定期メンテナンス開始前 



 

【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．魔女を倒してコラボアイテムをゲット！魔法少女の役目◆１．魔女を倒してコラボアイテムをゲット！魔法少女の役目◆１．魔女を倒してコラボアイテムをゲット！魔法少女の役目◆１．魔女を倒してコラボアイテムをゲット！魔法少女の役目

 

本日1月16日（水）の定期メンテナンス終了後より

法少女の役目」を開催いたします。

イベント期間中、全キャラクターの総参戦数に応じて豪華アイテムをプレゼント

 

    

総戦闘数総戦闘数総戦闘数総戦闘数 50505050 万戦万戦万戦万戦：：：：    

PG+50%(7PG+50%(7PG+50%(7PG+50%(7 日日日日))))    

 

 

◆２．魔女「ワルプルギスの夜」が新宿に出現！？コラボレーションマップ◆２．魔女「ワルプルギスの夜」が新宿に出現！？コラボレーションマップ◆２．魔女「ワルプルギスの夜」が新宿に出現！？コラボレーションマップ◆２．魔女「ワルプルギスの夜」が新宿に出現！？コラボレーションマップ

 

本日1 月16 日(水) の定期メンテナンス終了後より

サバイバルマップ「ワルプルギスの夜

強力な魔女が現れ、荒廃した新宿で戦うことができます。

 

コラボレーションマップ「ワルプルギスの夜コラボレーションマップ「ワルプルギスの夜コラボレーションマップ「ワルプルギスの夜コラボレーションマップ「ワルプルギスの夜

 

◆３．魔法少女の武器や衣装でなりきろう！販売アイテム◆３．魔法少女の武器や衣装でなりきろう！販売アイテム◆３．魔法少女の武器や衣装でなりきろう！販売アイテム◆３．魔法少女の武器や衣装でなりきろう！販売アイテム

本日1 月16 日（水）定期メンテナンス

コラボレーションアイテムを期間限定販売いたします。

 

福袋「まどか☆マギカ袋」の大当たりには、まどかやほむらなど、魔法少女

CV：斎藤千和様、CV：喜多村英梨様、

衣装は魔法少女パックと、制服または私服パックの２種類！

大好きなキャラクターの声を聞きながら、戦いに挑んではいかがでしょうか。

 

◆１．魔女を倒してコラボアイテムをゲット！魔法少女の役目◆１．魔女を倒してコラボアイテムをゲット！魔法少女の役目◆１．魔女を倒してコラボアイテムをゲット！魔法少女の役目◆１．魔女を倒してコラボアイテムをゲット！魔法少女の役目        

日（水）の定期メンテナンス終了後より1月30日(水)定期メンテナンス開始前までイベント「魔

します。 

イベント期間中、全キャラクターの総参戦数に応じて豪華アイテムをプレゼントいたします！

    

総戦闘数総戦闘数総戦闘数総戦闘数 100100100100 万戦万戦万戦万戦：：：：    

福袋福袋福袋福袋(☆(☆(☆(☆))))、、、、    マミのマスケット銃マミのマスケット銃マミのマスケット銃マミのマスケット銃(1(1(1(1 日日日日)))) 

総戦闘数総戦闘数総戦闘数総戦闘数

称号？？？、イベント？？？称号？？？、イベント？？？称号？？？、イベント？？？称号？？？、イベント？？？

◆２．魔女「ワルプルギスの夜」が新宿に出現！？コラボレーションマップ◆２．魔女「ワルプルギスの夜」が新宿に出現！？コラボレーションマップ◆２．魔女「ワルプルギスの夜」が新宿に出現！？コラボレーションマップ◆２．魔女「ワルプルギスの夜」が新宿に出現！？コラボレーションマップ    登場！登場！登場！登場！    

の定期メンテナンス終了後より 2 月13 日(水)定期メンテナンス開始前まで、チーム

サバイバルマップ「ワルプルギスの夜(新宿)」が登場いたします！ 

強力な魔女が現れ、荒廃した新宿で戦うことができます。 

    

コラボレーションマップ「ワルプルギスの夜コラボレーションマップ「ワルプルギスの夜コラボレーションマップ「ワルプルギスの夜コラボレーションマップ「ワルプルギスの夜((((新宿新宿新宿新宿))))」」」」    

◆３．魔法少女の武器や衣装でなりきろう！販売アイテム◆３．魔法少女の武器や衣装でなりきろう！販売アイテム◆３．魔法少女の武器や衣装でなりきろう！販売アイテム◆３．魔法少女の武器や衣装でなりきろう！販売アイテム    

日（水）定期メンテナンス終了後から 2 月13 日(水)定期メンテナンス開始

限定販売いたします。 

福袋「まどか☆マギカ袋」の大当たりには、まどかやほむらなど、魔法少女5 人のボイス（

：喜多村英梨様、CV：水橋かおり様、CV：野中藍様）や衣装、髪型が入っています。

衣装は魔法少女パックと、制服または私服パックの２種類！ 

大好きなキャラクターの声を聞きながら、戦いに挑んではいかがでしょうか。 

定期メンテナンス開始前までイベント「魔

します！ 

    

総戦闘数総戦闘数総戦闘数総戦闘数 150150150150 万戦万戦万戦万戦：：：：    

称号？？？、イベント？？？称号？？？、イベント？？？称号？？？、イベント？？？称号？？？、イベント？？？    

定期メンテナンス開始前まで、チーム

    

開始前までの期間中、

人のボイス（CV：悠木碧様、

）や衣装、髪型が入っています。 



 

 

【まどか☆マギカ袋 魔法少女パック一覧

まどか☆マギカ袋まどか☆マギカ袋まどか☆マギカ袋まどか☆マギカ袋    魔法少女パック一覧魔法少女パック一覧魔法少女パック一覧魔法少女パック一覧

 

まどか☆マギカ袋まどか☆マギカ袋まどか☆マギカ袋まどか☆マギカ袋    制服制服制服制服////私服パック一覧私服パック一覧私服パック一覧私服パック一覧

 

 

 

魔法少女パック一覧】 

魔法少女パック一覧魔法少女パック一覧魔法少女パック一覧魔法少女パック一覧    

私服パック一覧私服パック一覧私服パック一覧私服パック一覧    

  

 

 



 

また、コラボレーション武器としてメイン武器「マミのマスケット銃」と投擲武器「ほむらの

登場！ 「マミのマスケット銃」は使用するとマミの声

るとほむらの声(CV：斎藤千和様

共に戦っている気分になることができます。

ボイスは今回のために特別収録されたものですので、ぜひお聞きください。

 

さらにキュゥべえをモチーフにしたトップス「キュゥべえ

っている、とてもキュゥべえらしい

 

メイン武器「マミのマスケット銃」メイン武器「マミのマスケット銃」メイン武器「マミのマスケット銃」メイン武器「マミのマスケット銃」    

投擲武器「ほむらの投擲武器「ほむらの投擲武器「ほむらの投擲武器「ほむらの M26M26M26M26 手榴弾」手榴弾」手榴弾」手榴弾」    

 

また、コラボレーション武器としてメイン武器「マミのマスケット銃」と投擲武器「ほむらの

使用するとマミの声(CV：水橋かおり様)、「ほむらのM26

：斎藤千和様)の名言などが再生される、大変珍しい武器です。戦場で魔法少女たちと

共に戦っている気分になることができます。 

ボイスは今回のために特別収録されたものですので、ぜひお聞きください。 

さらにキュゥべえをモチーフにしたトップス「キュゥべえ T シャツ」も登場！ バックプリントでは契約を迫

っている、とてもキュゥべえらしい T シャツです。 

 

    

 

    

また、コラボレーション武器としてメイン武器「マミのマスケット銃」と投擲武器「ほむらの M26 手榴弾」が

M26手榴弾」は使用す

の名言などが再生される、大変珍しい武器です。戦場で魔法少女たちと

バックプリントでは契約を迫

 

 



 

トップス「キュゥべえトップス「キュゥべえトップス「キュゥべえトップス「キュゥべえ TTTT シャツ」シャツ」シャツ」シャツ」    

 

今しか手に入らないコラボレーション限定アイテムを、ぜひこの機会に手に入れましょう！

    

【コラボレーション特設サイト【コラボレーション特設サイト【コラボレーション特設サイト【コラボレーション特設サイト URLURLURLURL

http://www.paperman.jp/event/201301madoka

    

    

 

 

今しか手に入らないコラボレーション限定アイテムを、ぜひこの機会に手に入れましょう！

URLURLURLURL】】】】 

http://www.paperman.jp/event/201301madoka 

  

 

今しか手に入らないコラボレーション限定アイテムを、ぜひこの機会に手に入れましょう！ 



 

ペーパチＰＧに、銀色ペーパチＰＧに、銀色ペーパチＰＧに、銀色ペーパチＰＧに、銀色

本日1 月16 日（水）定期メンテナンス終了後より、

「Knights SR-25(シルバー)」が登場

また、スタイリッシュな武士の髪型「もののふヘア」も登場

   ペーパチ PG で新しい武器やヘアを手に入れて、ぜひ『ペーパーマン』をお楽しみください！

 

●メイン武器●メイン武器●メイン武器●メイン武器    Knights SRKnights SRKnights SRKnights SR----25(25(25(25(シルバーシルバーシルバーシルバー

    

●もののふヘア●もののふヘア●もののふヘア●もののふヘア

 

 

 

ペーパチＰＧに、銀色ペーパチＰＧに、銀色ペーパチＰＧに、銀色ペーパチＰＧに、銀色のののの Knights SRKnights SRKnights SRKnights SR----25(25(25(25(シルバーシルバーシルバーシルバー))))が登場！が登場！が登場！が登場！        

定期メンテナンス終了後より、ペーパチ PG の大当たりに、銀色に姿を変えた

」が登場いたします！ 

また、スタイリッシュな武士の髪型「もののふヘア」も登場！！ 

で新しい武器やヘアを手に入れて、ぜひ『ペーパーマン』をお楽しみください！

シルバーシルバーシルバーシルバー))))    

  

    

 

大当たりに、銀色に姿を変えた

で新しい武器やヘアを手に入れて、ぜひ『ペーパーマン』をお楽しみください！  

    

    



 

新たなメイン武器新たなメイン武器新たなメイン武器新たなメイン武器

本日1 月16 日（水）定期メンテ

89 式小銃のマイナーチェンジ、

カスタムされた 89 式小銃は一見の価値あり

 

◇メイン武器◇メイン武器◇メイン武器◇メイン武器    89898989 式小銃（式小銃（式小銃（式小銃（CustomCustomCustomCustom

無期限：45,000PG  

期間：1 日/10CASH 7 日/25CASH

※※※※Lv15Lv15Lv15Lv15 以降装備可能となります。以降装備可能となります。以降装備可能となります。以降装備可能となります。

 

    

◇メイン武器◇メイン武器◇メイン武器◇メイン武器    MP9MP9MP9MP9（（（（IceIceIceIce））））    

無期限：180CASH  

※※※※2222 月月月月 13131313 日日日日((((水水水水))))メンテナンス前までの期間限定販売となります。メンテナンス前までの期間限定販売となります。メンテナンス前までの期間限定販売となります。メンテナンス前までの期間限定販売となります。

 

 

 

 

 

新たなメイン武器新たなメイン武器新たなメイン武器新たなメイン武器 89898989 式小銃（式小銃（式小銃（式小銃（CustomCustomCustomCustom））））とととと MP9MP9MP9MP9（（（（IceIceIceIce））））が登が登が登が登場！場！場！場！    

日（水）定期メンテナンス終了後より、アイテムショップに新たな武器を追加いたします

のマイナーチェンジ、「89 式小銃（Custom）」や「MP9（Ice）」 が登場！ 

は一見の価値あり！ ぜひお試しください！ 

CustomCustomCustomCustom））））    

/25CASH 30 日/90CASH 

以降装備可能となります。以降装備可能となります。以降装備可能となります。以降装備可能となります。    

メンテナンス前までの期間限定販売となります。メンテナンス前までの期間限定販売となります。メンテナンス前までの期間限定販売となります。メンテナンス前までの期間限定販売となります。    

  

ナンス終了後より、アイテムショップに新たな武器を追加いたします！ 

 

 



 

■『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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ペーパーマンは、「紙」のキャラクターによるオンライン

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
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