
 

 

平成26 年1 月29日 

各位 

会 社 名 GMO ゲームポット株式会社 

（URL http://www.gamepot.co.jp/ ） 

 

ペーパーマンに電子の歌姫が舞い降りるペーパーマンに電子の歌姫が舞い降りるペーパーマンに電子の歌姫が舞い降りるペーパーマンに電子の歌姫が舞い降りる    

『『『『初音ミク初音ミク初音ミク初音ミク』×『ペーパーマン』』×『ペーパーマン』』×『ペーパーマン』』×『ペーパーマン』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ついについについについに開催開催開催開催    

    
オンラインゲームの開発・運営を行う GMO ゲームポット株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：服

部直人、以下GMO 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』と、クリ

プトン・フューチャー・メディア株式会社（北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之、以下クリプトン）が所有す

る、『初音ミク』を筆頭としたキャラクターとのコラボレーションを実施いたします。 

 

    

 

大人気キャラクター『初音ミク』と『ペーパーマン』のコラボレーションを、本日1月29日（水）定期メンテナ

ンス終了後より開催いたします。開催期間は、2 月26 日（水）定期メンテナンス開始前までです。 

コラボレーション期間中、『初音ミク』たちをイメージした限定衣装、武器、マップが登場いたします。また、

冬の北海道を応援するキャラクター仕様となった『雪ミク（初音ミク）』をイメージしたコラボレーションアイテ

ムも入手可能となっております。 

今しか手に入らないコラボレーションアイテムをゲットして『ペーパーマン』をお楽しみください。 

 

【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】 

1 月29 日（水）定期メンテナンス終了後～2 月26 日（水）定期メンテナンス開始前    

    

【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/201401miku/        



 

 

【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】    

1111．．．．限定限定限定限定のののの武器や衣装で『初音ミク』武器や衣装で『初音ミク』武器や衣装で『初音ミク』武器や衣装で『初音ミク』たちたちたちたちになりきろう！になりきろう！になりきろう！になりきろう！    

本日1月29日（水）定期メンテナンス終了後から2月26日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、

期間限定コラボレーション福袋「初音ミク袋」を販売いたします。 

「初音ミク袋」の大当たりは、『初音ミク』や『鏡音リン』などのアバターパック（衣装・髪型のセット）が入っ

ております。大当たりを出してこのコラボレーションを満喫しましょう！ 

 

《《《《    「初音ミク「初音ミク「初音ミク「初音ミク袋袋袋袋」」」」    大当たり大当たり大当たり大当たりのアバターパックのアバターパックのアバターパックのアバターパック    》》》》    

※ご利用の『ペーパーマン』キャラクターにより、適用可能なコラボレーションアバターパックが異なります。

詳しくはコラボレーション特設サイト（ http://www.paperman.jp/event/201401miku/    ）でご確認ください。 

※ハズレても PG（ゲーム内通貨）を手に入れることができます。 



 

 

 

    

＜＜＜＜    『『『『MEIKOMEIKOMEIKOMEIKO』』』』アバターアバターアバターアバターパックパックパックパックはははは 2222 月月月月5555 日に登場日に登場日に登場日に登場決定！決定！決定！決定！    ＞＞＞＞    

    さらにコラボレーションアイテム第二弾として、『MEIKO』のコラボレーションアバターパックの登場が決定

いたしました。2 月5 日（水）の定期メンテナンス終了後より販売を開始いたします。 

クリプトン社開発のバーチャル・シンガー・ソフトウェア「MEIKO V3」の発売を記念した特別なアイテムで

す。このチャンスをぜひお見逃しなく！ 

    

《《《《    『『『『MEIKOMEIKOMEIKOMEIKO』』』』    アバターパックアバターパックアバターパックアバターパック    》》》》    

※『ペーパーマン』キャラクター「リカ」専用のコラボレーションアバターパックです。 

※こちらは福袋式ではなく、購入者全員にご提供いたします。 

 



 

 

＜＜＜＜    『初音ミク』たち『初音ミク』たち『初音ミク』たち『初音ミク』たちをイメージしたをイメージしたをイメージしたをイメージした武器も武器も武器も武器も登場！登場！登場！登場！    ＞＞＞＞ 

コラボレーション武器として、メイン武器「ギター型音波発射機 サーティナイン」と、サブ武器「リン・レン

注射銃」、投擲武器「雪ミクマジカルブック」が登場！ 『初音ミク』たちのアバターに合わせたい個性的な

武器ばかりです。 

 

メイン武器「メイン武器「メイン武器「メイン武器「ギター型音波発射機ギター型音波発射機ギター型音波発射機ギター型音波発射機    サーティナインサーティナインサーティナインサーティナイン」」」」    

 

 

 

 

 

 

サブ武器「リン・レン注射銃」サブ武器「リン・レン注射銃」サブ武器「リン・レン注射銃」サブ武器「リン・レン注射銃」 

 

 

 

  



 

 

投擲武器「雪ミクマジカルブック」投擲武器「雪ミクマジカルブック」投擲武器「雪ミクマジカルブック」投擲武器「雪ミクマジカルブック」 

 

  

 

2222．．．．『初音ミク』たち『初音ミク』たち『初音ミク』たち『初音ミク』たちのライブステージを再現のライブステージを再現のライブステージを再現のライブステージを再現！！！！？？？？    コラボレーションマップ登場コラボレーションマップ登場コラボレーションマップ登場コラボレーションマップ登場    

本日1月29日（水）定期メンテナンス終了後から2月26日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、

チームサバイバルマップ「初音ミク –ライブアリーナ–」が登場いたします。 

今回のコラボレーション専用の完全新作マップです。『初音ミク』たちと一緒に盛り上がりましょう！ 

  

 

3333．．．．教えてペーパーマンの音を教えてペーパーマンの音を教えてペーパーマンの音を教えてペーパーマンの音を！！！！    「「「「音ノカケラ音ノカケラ音ノカケラ音ノカケラ」」」」イベント開催イベント開催イベント開催イベント開催    

本日1月29日（水）定期メンテナンス終了後から2月26日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、

イベント「音ノカケラ」を開催いたします。 

イベント期間中、各ステージの課題をクリアすると豪華アイテムを入手することができます！ ぜひ挑戦

してみてください。 

 

        



 

 

ステージステージステージステージ 1111 クリアクリアクリアクリア    

◯ギター型音波発射機 サーティナインサーティナインサーティナインサーティナイン(1 日間) 

  

    

ステージステージステージステージ 2222 クリアクリアクリアクリア    

◯福袋(☆) 

 

 

ステージステージステージステージ 3333 クリアクリアクリアクリア    

◯PG50%アップ(7 日間) 

 

 

ステージステージステージステージ 4444 クリアクリアクリアクリア    

◯リン・レン注射銃 (1 日間) 

 

 

ステージステージステージステージ 5555 クリアクリアクリアクリア    

◯称号「音ノカケラ」 

 

 

ステージステージステージステージ 6666 クリアクリアクリアクリア    

◯2000PG 

 

 



 

 

ステージステージステージステージ 7777 クリアクリアクリアクリア    

◯雪ミクマジカルブック(1 日間) 

 

 

ステージステージステージステージ 8888 クリアクリアクリアクリア    

◯福袋☆☆ 

 

 

ステージステージステージステージ 9999 クリアクリアクリアクリア    

◯ホワイトボム(1 日間) 

 

 

ステージステージステージステージ 10101010 クリアクリアクリアクリア    

◯トップス「39（ミク）シャツ」 

 

◯称号「ミクと一緒に」 

 

    

        



 

 

4444．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！    「新規登録キャンペーン」「新規登録キャンペーン」「新規登録キャンペーン」「新規登録キャンペーン」開催開催開催開催    

本日1月29日（水）定期メンテナンス終了後から2月26日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、

「新規登録キャンペーン」を開催いたします。 

キャンペーン期間中に新規登録を行い、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豪華

アイテム 4 種をまとめてプレゼントいたします！ この機会をお見逃しなく。 

 

○福袋☆☆ 

  

 

 ○福袋☆☆☆ 

  

 

 ○ギター型音波発射機 サーティナインサーティナインサーティナインサーティナイン(1 日間) 

  

 

 ○リン・レン注射銃 (1 日間) 

  

 

        



 

 

5555．．．．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！    「「「「CASHCASHCASHCASH チャージキャンペーン」チャージキャンペーン」チャージキャンペーン」チャージキャンペーン」    開催開催開催開催    

本日1月29日（水）定期メンテナンス終了後から2月19日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、

イベント「CASH チャージキャンペーン」を開催いたします。 

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 をプレゼントいたします。 

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は最大

90,000PG を獲得することが可能です。チャージをするなら今がお得です！ 

    

【第【第【第【第1111 回】回】回】回】1 月29 日(水)メンテナンス後～2 月5 日(水)メンテナンス前 

【第【第【第【第2222 回】回】回】回】2 月5 日(水)メンテナンス後～2 月12 日(水)メンテナンス前 

【第【第【第【第3333 回】回】回】回】2 月12 日(水)メンテナンス後～2 月19 日(水)メンテナンス前 

 

【キャンペーン内容】【キャンペーン内容】【キャンペーン内容】【キャンペーン内容】    

500 円以上、1,000 円未満の CASH をチャージすると…6,000PG ゲット！ 

1,000 円以上、3,000 円未満の CASH をチャージすると…12,000PG ゲット！ 

3,000 円以上の CASH をチャージすると…30,000PG ゲット！ 
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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。 

 

  

  

© 2007 GMO Gamepot Inc. All Rights Reserved. 

    

        



 

 

GMOGMOGMOGMOゲームポット株式会社についてゲームポット株式会社についてゲームポット株式会社についてゲームポット株式会社について 

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す。 

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 http://www.paperman.jp/ 

ファンタジーアース ゼロ http://www.fezero.jp/ 

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

スカッとゴルフ パンヤ http://www.pangya.jp/ 

Shadow of Eclipse http://shadowofeclipse.jp/ 

トキメキファンタジー ラテール http://www.latale.jp/ 

Livly Island COR http://www.livly.com/ 

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 

わグルま!    http://www.waguruma.jp/ 

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 

Shadow of Eclipse(Android版) http://shadowofeclipse.jp/ 

わグルま★ http://star.waguruma.jp/ 

    

『初音ミク』とは？『初音ミク』とは？『初音ミク』とは？『初音ミク』とは？ （ http://piapro.net ）    

札幌に本社を置くクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が、開発した「歌を歌うソフトウェア」であり、その

「パッケージキャラクター」です。アマチュアクリエイターたちによるインターネット上への楽曲・動画投稿を機に、

一躍人気に。キャラクターとしても注目を集め、国内外でグッズ展開、コンサートが行われるなど多方面で活躍してお

ります。 

    

『雪ミク』とは？『雪ミク』とは？『雪ミク』とは？『雪ミク』とは？ （ http://snowmiku.com ）    

2010 年に誕生した、冬の北海道を応援するキャラクター仕様の『初音ミク』です。“真っ白い『初音ミク』の雪像”を

モチーフにデザインされました。2014 年のテーマは“『雪ミク』×魔法少女”。毎年「さっぽろ雪まつり」期間に合わ

せて、『雪ミク』をメインキャラクターとしたイベント「SNOW MIKU」が開催されております。 


