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『『『『ビビッドレッド・オペレーションビビッドレッド・オペレーションビビッドレッド・オペレーションビビッドレッド・オペレーション

なりきりボイスや衣装なりきりボイスや衣装なりきりボイスや衣装なりきりボイスや衣装

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、本日

日（水）定期メンテナンスにてアップデートを行います。

 

『『『『ビビッドレッド・オペレーションビビッドレッド・オペレーションビビッドレッド・オペレーションビビッドレッド・オペレーション

本日6 月26 日（水）定期メンテナンス

パーマン』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】】】】    

2013 年6 月26 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/201306vividred/

 

    

 

本社所在地 東京都品川区大崎

会 社 名 株式会社ゲームポット

（URL http://www.gamepot.co.jp/

ビビッドレッド・オペレーションビビッドレッド・オペレーションビビッドレッド・オペレーションビビッドレッド・オペレーション』×『ペーパーマン』』×『ペーパーマン』』×『ペーパーマン』』×『ペーパーマン』コラボレーション開催コラボレーション開催コラボレーション開催コラボレーション開催

なりきりボイスや衣装なりきりボイスや衣装なりきりボイスや衣装なりきりボイスや衣装、武器、武器、武器、武器も登場！も登場！も登場！も登場！    

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

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

日（水）定期メンテナンスにてアップデートを行います。 

ビビッドレッド・オペレーションビビッドレッド・オペレーションビビッドレッド・オペレーションビビッドレッド・オペレーション』』』』    ××××    『ペーパーマン』コラボレーション『ペーパーマン』コラボレーション『ペーパーマン』コラボレーション『ペーパーマン』コラボレーション開催開催開催開催

日（水）定期メンテナンス終了後より、大人気アニメ『ビビッドレッド・オペレーション

のコラボレーションを期間限定で開催いたします。 

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～7 月24 日（水）定期メンテナンス開始前

URLURLURLURL】】】】 

http://www.paperman.jp/event/201306vividred/    

        

平成24 年6 月26 日 

東京都品川区大崎2-1-1   

株式会社ゲームポット 

http://www.gamepot.co.jp/ ） 

コラボレーション開催コラボレーション開催コラボレーション開催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6月26

開催開催開催開催！！！！！！！！    

    

ビビッドレッド・オペレーション』と『ペー

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】    

◆◆◆◆１．１．１．１．みんなの力でみんなの力でみんなの力でみんなの力でコラボアイテムをゲット！コラボアイテムをゲット！コラボアイテムをゲット！コラボアイテムをゲット！

本日6 月26 日（水）の定期メンテナンス終了後から

イベント「ビビッドオペレーション」を開催

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！

ぜひチェックしてみてください！！

 

 

 

 
 

  
 

 

総戦闘数総戦闘数総戦闘数総戦闘数 10101010 万戦：万戦：万戦：万戦：    総戦闘数総戦闘数総戦闘数総戦闘数

PG+50%(1PG+50%(1PG+50%(1PG+50%(1 日日日日))))    福袋福袋福袋福袋((((☆☆☆☆

ー獲得ー獲得ー獲得ー獲得

50505050％アップ％アップ％アップ％アップ

 

◆◆◆◆2222．コラボレーション期間中に新規登録でアイテムゲット！．コラボレーション期間中に新規登録でアイテムゲット！．コラボレーション期間中に新規登録でアイテムゲット！．コラボレーション期間中に新規登録でアイテムゲット！

本日6 月26 日（水）の定期メンテナンス終了後から

イベント「新規登録キャンペーン」を開催

キャンペーン期間中に新規登録を行い

イテムをプレゼントいたします！

新しく『ペーパーマン』をはじめるなら今がチャンス！

 

 ○オペレーションキー髪飾り(ブルー) 

  

 ○福袋☆☆☆ 

 

○Knights SR-25(ネイキッドラング)(7 日間

 

○ネイキッドインパクト(7 日間)    

 

 

コラボアイテムをゲット！コラボアイテムをゲット！コラボアイテムをゲット！コラボアイテムをゲット！    ビビッドオペレーションビビッドオペレーションビビッドオペレーションビビッドオペレーション」」」」    

日（水）の定期メンテナンス終了後から 7 月24 日(水)定期メンテナンス開始前まで

」を開催いたします。 

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！ 

ぜひチェックしてみてください！！ 

 
 

  
 

 

 

 

 

総戦闘数総戦闘数総戦闘数総戦闘数 55550000 万戦：万戦：万戦：万戦：    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：    総戦闘数総戦闘数総戦闘数総戦闘数

☆☆☆☆))))、、、、    全サーバ全サーバ全サーバ全サーバ

ー獲得ー獲得ー獲得ー獲得 PGPGPGPG・経験値・経験値・経験値・経験値

％アップ％アップ％アップ％アップ    

福袋福袋福袋福袋((((☆☆☆☆☆☆☆☆))))、、、、    

称号「ビビっときたの」称号「ビビっときたの」称号「ビビっときたの」称号「ビビっときたの」    

福袋福袋福袋福袋

称号「みんなと一緒に」、オペ称号「みんなと一緒に」、オペ称号「みんなと一緒に」、オペ称号「みんなと一緒に」、オペ

レーションキー髪飾りレーションキー髪飾りレーションキー髪飾りレーションキー髪飾り

．コラボレーション期間中に新規登録でアイテムゲット！．コラボレーション期間中に新規登録でアイテムゲット！．コラボレーション期間中に新規登録でアイテムゲット！．コラボレーション期間中に新規登録でアイテムゲット！    

日（水）の定期メンテナンス終了後から 7 月24 日(水)定期メンテナンス開始前までの期間中、

イベント「新規登録キャンペーン」を開催いたします。 

新規登録を行い、キャラクターを作成した方を対象に、キャンペーン限定の

イテムをプレゼントいたします！ 

新しく『ペーパーマン』をはじめるなら今がチャンス！ お見逃しなく！ 

) ×13 キャラクター分 

日間) 

定期メンテナンス開始前までの期間中、

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：    

福袋福袋福袋福袋((((☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆))))、、、、    

称号「みんなと一緒に」、オペ称号「みんなと一緒に」、オペ称号「みんなと一緒に」、オペ称号「みんなと一緒に」、オペ

レーションキー髪飾りレーションキー髪飾りレーションキー髪飾りレーションキー髪飾り((((レッドレッドレッドレッド))))    

定期メンテナンス開始前までの期間中、

キャラクターを作成した方を対象に、キャンペーン限定の豪華ア



 

○ネイキッドコライダー(7 日間) 

 

○SIG550(7 日間) 

 

 

 

◆◆◆◆3333．．．．CASHCASHCASHCASH をチャージしてをチャージしてをチャージしてをチャージして PGPGPGPG をゲットしよう！をゲットしよう！をゲットしよう！をゲットしよう！

本日6 月26 日（水）の定期メンテナンス終了後から

イベント「CASH チャージキャンペーン」を開催します。

キャンペーン対象期間中にチャージした

キャンペーン対象期間は全部で

は最大90,000PG を獲得することが可能です

    

【第【第【第【第1111 回】回】回】回】    6 月26 日(水)メンテナンス

【第【第【第【第2222 回】回】回】回】    7 月3 日(水)メンテナンス

【第【第【第【第3333 回】回】回】回】    7 月10 日(水)メンテナンス

500 円以上、1,000 円未満の CASH

1,000 円以上、3,000 円未満の CASH

3,000 円以上の CASH をチャージすると…

 

 

◆◆◆◆4444．．．．ビビッドレッド・オペレーションビビッドレッド・オペレーションビビッドレッド・オペレーションビビッドレッド・オペレーション

本日6 月26 日（水）定期メンテナンス

ラボレーションアイテムを限定販売いたします。

福袋「ビビッドレッドオペレーション

佐倉綾音、CV：村川梨衣、CV：大坪由佳

ットが入っています。 

大好きなキャラクターの声を聞きながら、戦いに挑んで

 

 

 

 

 

 

 

をゲットしよう！をゲットしよう！をゲットしよう！をゲットしよう！        

日（水）の定期メンテナンス終了後から 7 月17 日(水)定期メンテナンス開始前までの期間中、

チャージキャンペーン」を開催します。 

キャンペーン対象期間中にチャージした CASH の金額に応じて、もれなく PG をプレゼント！

キャンペーン対象期間は全部で 3 回ありますので、全ての期間に参加すると、チャージした金額によって

を獲得することが可能です。お得なこのチャンスをお見逃しなく！    

メンテナンス終了後～7 月3 日(水)メンテナンス開始前    

メンテナンス終了後～7 月10 日(水)メンテナンス開始前    

メンテナンス終了後～7 月17 日(水)メンテナンス開始前 

CASH をチャージすると…6,000PG GET！ 

CASH をチャージすると…12,000PG GET！ 

をチャージすると…30,000PG GET！ 

ビビッドレッド・オペレーションビビッドレッド・オペレーションビビッドレッド・オペレーションビビッドレッド・オペレーションの武器や衣装でなりきろう！の武器や衣装でなりきろう！の武器や衣装でなりきろう！の武器や衣装でなりきろう！    

日（水）定期メンテナンス終了後から 7 月24 日(水)定期メンテナンス開始前までの期間中

限定販売いたします。 

ビビッドレッドオペレーション袋」の大当たりには、あかねやあおいなど、ヒロイン

大坪由佳、CV：内田彩、CV：内田真礼、CV：大亀あすか

の声を聞きながら、戦いに挑んでみてはいかがでしょうか。 

定期メンテナンス開始前までの期間中、

をプレゼント！ 

回ありますので、全ての期間に参加すると、チャージした金額によって

前までの期間中、コ

あかねやあおいなど、ヒロイン 6 人のボイス（CV：

：大亀あすか）や衣装・髪型のセ



 

【ビビッドオペレーション【ビビッドオペレーション【ビビッドオペレーション【ビビッドオペレーション袋袋袋袋    アバターアバターアバターアバター

    

また、コラボレーション武器としてメイン武器「

パクト」、投擲武器「ネイキッドコライダー

「Knights SR-25(ネイキッドラング

用するとあおいの声(CV村川梨衣

などが再生される、大変珍しい武器です。戦場で

気分を味わうことも可能です。 

ボイスは今回のために特別収録されたものですので、ぜひゲーム内で確認してください！

 

 

アバターアバターアバターアバターパック一覧パック一覧パック一覧パック一覧】】】】    

また、コラボレーション武器としてメイン武器「Knights SR-25(ネイキッドラング)」と近接武器「ネイキッドイン

ネイキッドコライダー」が登場！ 

ネイキッドラング)」は使用するとあかねの声(CV：佐倉綾音)、「ネイキッドインパクト

村川梨衣)、「ネイキッドコライダー」は使用するとひまわりの声

などが再生される、大変珍しい武器です。戦場でビビッドオペレーションのヒロインたち

スは今回のために特別収録されたものですので、ぜひゲーム内で確認してください！

  

近接武器「ネイキッドイン

ネイキッドインパクト」は使

」は使用するとひまわりの声(CV内田彩)の名言

たちと共に戦っている

スは今回のために特別収録されたものですので、ぜひゲーム内で確認してください！ 



 

 

メイン武器「メイン武器「メイン武器「メイン武器「

 

 

 

 

コラボレーション限定アイテムを、ぜひこの機会に
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メイン武器「メイン武器「メイン武器「メイン武器「Knights Knights Knights Knights SRSRSRSR----25(25(25(25(ネイキッドラングネイキッドラングネイキッドラングネイキッドラング))))」」」」 

 

ネイキッドインパクトネイキッドインパクトネイキッドインパクトネイキッドインパクト 

投擲武器「ネイキッドコライダー」投擲武器「ネイキッドコライダー」投擲武器「ネイキッドコライダー」投擲武器「ネイキッドコライダー」 

 

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！ 

詳細は下記詳細は下記詳細は下記詳細は下記 URLURLURLURL よりご確認ください！よりご確認ください！よりご確認ください！よりご確認ください！ 
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■『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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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。

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、

 

 



 

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、

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。（

（※）AGGP Holdings,Inc.はソネットエンタテインメント株式会社のグループ会社です。

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 

トリックスター 

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 

Livly Island COR 

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 

狩りとも 

わグルま！    

ラテール イリス物語 

蒼穹ドラゴンギルド 

ガーディアンスピリッツ 

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 

ゆるロボvsわるロボ 

 

 

 

    

 

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、AGGP Holdings,Inc

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/

はソネットエンタテインメント株式会社のグループ会社です。 
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http://www.trickster.jp/ 

http://www.wizardry-online.jp/ 

http://www.latale.jp/ 

http://www.pangya.jp/    
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