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コラボレーション限定アイテム、イベントが登場！コラボレーション限定アイテム、イベントが登場！コラボレーション限定アイテム、イベントが登場！コラボレーション限定アイテム、イベントが登場！

また、ペーパーマン界の頂点を決めるまた、ペーパーマン界の頂点を決めるまた、ペーパーマン界の頂点を決めるまた、ペーパーマン界の頂点を決める

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、

30 日（水）定期メンテナンスにてアップデートを行います
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 本日1 月30 日（水）定期メンテナンス終了後より、大人気映画『劇場版魔法少女まどか☆マギカ』と『

パーマン』のコラボレーション第

 コラボレーション限定のアイテムやイベントなど
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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。 
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日（水）定期メンテナンス終了後より、大人気映画『劇場版魔法少女まどか☆マギカ』と『

のコラボレーション第2 弾がスタートいたしました！ 

コラボレーション限定のアイテムやイベントなど内容盛りだくさん！ ぜひお楽しみください！
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第第第第 2222 弾弾弾弾開催開催開催開催！！！！    

の開催が決定！の開催が決定！の開催が決定！の開催が決定！    

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

    

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

お楽しみください！ 

日（水）定期メンテナンス開始前 



 

 

【第【第【第【第2222 弾弾弾弾    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．サイコロを振って限定アイテムを手にいれよう！

 

本日1 月30 日（水）の定期メンテナンス終了後より

イベント「ワルプルギスゴロクの夜」を開催します。

イベント期間中、条件を達成することでサイコロを入手して、スゴロクをプレイすることができます。

キャラクターのマスに止まるか、もしくは
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※コラボレーションアイテムはすべてリサイクル不可となっております。

 

◆２．劇場版魔法少女まどか☆マギカコラボレーションアイテム販売！

 

本日1 月30 日(水) の定期メンテナンス終了後より

『劇場版魔法少女まどか☆マギカ』コラボレーションアイテムを販売いたします。
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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．サイコロを振って限定アイテムを手にいれよう！ イベント「ワルプルギスゴロクの夜」

日（水）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

イベント「ワルプルギスゴロクの夜」を開催します。 

イベント期間中、条件を達成することでサイコロを入手して、スゴロクをプレイすることができます。

キャラクターのマスに止まるか、もしくは 1 周するごとにアイテム等を獲得できます。
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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、

『劇場版魔法少女まどか☆マギカ』コラボレーションアイテムを販売いたします。 
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イベント「ワルプルギスゴロクの夜」  

定期メンテナンス開始前まで 

イベント期間中、条件を達成することでサイコロを入手して、スゴロクをプレイすることができます。 

周するごとにアイテム等を獲得できます。 
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『『『『PaperPaperPaperPaper

 本日1 月30 日（水）定期メンテナンス終了後より、

ープンいたしました！ 

 公開されたティザーサイトには、大会に関するスケジュールが掲載されており

 

すべての紙技の頂点を目指し、大会へ

 

◆大会スケジュール 

【エントリー受付期間】 

 2013 年2 月20 日(水)～2013

 

【トーナメント公開】 

 2013 年3 月4 日（月） 

 

【予選予定日】 

3 月7 日（木）～3 月10 日（日）

※3 月7 日、3 月8 日は募集人数に応じた予備日となります。

 

【オフライン決勝】 

3 月31 日（日） 

 

【決勝会場】 

東京 

 

※予定は変更される場合がございます、詳細は後日公開される特設サイトにてご確認ください。

※｢PaperMan Championship 201

http://www.paperman.jp/event/201303pmc2013/

 

    

    

 

PaperPaperPaperPaperMMMMan Championship 2013an Championship 2013an Championship 2013an Championship 2013』開催決定！！』開催決定！！』開催決定！！』開催決定！！    

日（水）定期メンテナンス終了後より、『PaperMan Championship 2013』のティザーサイトがオ

は、大会に関するスケジュールが掲載されております。 

目指し、大会へご参加ください！！ 

3 年3 月3 日(日)23:59 

日（日） 

日は募集人数に応じた予備日となります。 

予定は変更される場合がございます、詳細は後日公開される特設サイトにてご確認ください。

PaperMan Championship 2013｣ティザーサイト 

http://www.paperman.jp/event/201303pmc2013/ 

    

のティザーサイトがオ

 

予定は変更される場合がございます、詳細は後日公開される特設サイトにてご確認ください。 



 

    

■『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 

Wizardry Online 

トキメキファンタジー ラテール 

スカッとゴルフ パンヤ    

CABAL ONLINE 

ファンタジーアース ゼロ 

コンチェルトゲート フォルテ 

メビウスオンライン 

トリックスター 

THE SHOGUN 

Livly Island COR 

幕末魂 

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（R）-魔法のﾄﾗﾝﾌﾟ-

童話スピリッツ-海と空の島々-    

狩りとも 

わグルま！    

特殊戦隊クロニクル 

戦姫★クライシス＠アクエリアンエイジ

ラテール イリス物語 

蒼穹ドラゴンギルド 

スマートフォンアプリスマートフォンアプリスマートフォンアプリスマートフォンアプリ 

ゆるロボ製作所 

ゆるロボ製作所ふぃーばー 
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戦姫★クライシス＠アクエリアンエイジ    http://company.gamepot.co.jp/special/senki/

http://www.latale.jp/smartphone/index.html 

http://pf.mbga.jp/12010535 
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http://yururobo.jp 
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