
 

各位 

 

『ペーパーマン』『ペーパーマン』『ペーパーマン』『ペーパーマン』エイプリルフールじゃないエイプリルフールじゃないエイプリルフールじゃないエイプリルフールじゃない

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 CASHCASHCASHCASH

ペーパーマンペーパーマンペーパーマンペーパーマン

オンラインゲームの開発・運営を行う

部直人、以下 GMO ゲームポット）は、

て、本日4 月2 日（水）定期メンテナンスにてアップデートを行いま

 

『ペーパーマン』×『メビウスオンライン』『ペーパーマン』×『メビウスオンライン』『ペーパーマン』×『メビウスオンライン』『ペーパーマン』×『メビウスオンライン』

    本日4 月 2 日（水）定期メンテナンス終了後より、

オンラインアクション『メビウスオンライン』

ます。 

コラボレーション期間中、『メビウスオンライン

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】 

2014 年4 月2 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/201404mebius/http://www.paperman.jp/event/201404mebius/http://www.paperman.jp/event/201404mebius/http://www.paperman.jp/event/201404mebius/

 

    

 

会 社 名 GMO ゲームポット株式会社

（URL http://www.gamepot.co.jp/

エイプリルフールじゃないエイプリルフールじゃないエイプリルフールじゃないエイプリルフールじゃない！『メビウスオンライン』コラボレーションスタート！『メビウスオンライン』コラボレーションスタート！『メビウスオンライン』コラボレーションスタート！『メビウスオンライン』コラボレーションスタート

CASHCASHCASHCASH にににに「地球防衛軍ボイス「地球防衛軍ボイス「地球防衛軍ボイス「地球防衛軍ボイス」や「」や「」や「」や「地球防衛軍セット」が登場地球防衛軍セット」が登場地球防衛軍セット」が登場地球防衛軍セット」が登場

ペーパーマンペーパーマンペーパーマンペーパーマン The The The The コミック第コミック第コミック第コミック第 4444 話の公開も！話の公開も！話の公開も！話の公開も！    

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

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

日（水）定期メンテナンスにてアップデートを行います。 

『ペーパーマン』×『メビウスオンライン』『ペーパーマン』×『メビウスオンライン』『ペーパーマン』×『メビウスオンライン』『ペーパーマン』×『メビウスオンライン』    奇跡のコラボレーション開催！！奇跡のコラボレーション開催！！奇跡のコラボレーション開催！！奇跡の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、2013 年2 月に惜しまれつつも終了した

『メビウスオンライン』と『ペーパーマン』のコラボレーションを期間限定で開催いたし

メビウスオンライン』の世界観を元にしたアイテムやイベントを多数追加。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～4 月30 日（水）定期メンテナンス開始前

URLURLURLURL】】】】 

http://www.paperman.jp/event/201404mebius/http://www.paperman.jp/event/201404mebius/http://www.paperman.jp/event/201404mebius/http://www.paperman.jp/event/201404mebius/    

        

平成26 年4 月2 日 

ゲームポット株式会社 

http://www.gamepot.co.jp/ ） 

！『メビウスオンライン』コラボレーションスタート！『メビウスオンライン』コラボレーションスタート！『メビウスオンライン』コラボレーションスタート！『メビウスオンライン』コラボレーションスタート    

地球防衛軍セット」が登場地球防衛軍セット」が登場地球防衛軍セット」が登場地球防衛軍セット」が登場    

代表取締役社長：服

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

奇跡のコラボレーション開催！！奇跡のコラボレーション開催！！奇跡のコラボレーション開催！！奇跡のコラボレーション開催！！    

    

惜しまれつつも終了した、チーム連携型

のコラボレーションを期間限定で開催いたし

』の世界観を元にしたアイテムやイベントを多数追加。今

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】    

1111．『．『．『．『メビウスオンライン』の武器や衣装でキャラクター達になりきろう！メビウスオンライン』の武器や衣装でキャラクター達になりきろう！メビウスオンライン』の武器や衣装でキャラクター達になりきろう！メビウスオンライン』の武器や衣装でキャラクター達になりきろう！

コラボレーション衣装や武器登場コラボレーション衣装や武器登場コラボレーション衣装や武器登場コラボレーション衣装や武器登場

本日4月2日（水）定期メンテナンス終了後から

ョンアイテムを期間限定で販売いたします。

 

〇福袋「メビウスオンライン袋」〇福袋「メビウスオンライン袋」〇福袋「メビウスオンライン袋」〇福袋「メビウスオンライン袋」 

福袋「メビウスオンライン袋」の大当たりには、クリスや梢など、『メビウスオンライン』キャラクター

装セットや、報告用ボイス（◇男性◇

が入っています。 

お好みのキャラクターの衣装を着て、戦いに挑んではいかがでしょうか。

    

【「【「【「【「メビウスオンライン袋メビウスオンライン袋メビウスオンライン袋メビウスオンライン袋」」」」    大当たり衣装大当たり衣装大当たり衣装大当たり衣装

 

    

    

 

メビウスオンライン』の武器や衣装でキャラクター達になりきろう！メビウスオンライン』の武器や衣装でキャラクター達になりきろう！メビウスオンライン』の武器や衣装でキャラクター達になりきろう！メビウスオンライン』の武器や衣装でキャラクター達になりきろう！        

コラボレーション衣装や武器登場コラボレーション衣装や武器登場コラボレーション衣装や武器登場コラボレーション衣装や武器登場    

日（水）定期メンテナンス終了後から4月30日（水）定期メンテナンス開始前まで、コラボレーシ

販売いたします。 

 

福袋「メビウスオンライン袋」の大当たりには、クリスや梢など、『メビウスオンライン』キャラクター

装セットや、報告用ボイス（◇男性◇CV：福山潤、CV：中村悠一 ◇女性◇CV：釘宮理恵

お好みのキャラクターの衣装を着て、戦いに挑んではいかがでしょうか。 

大当たり衣装大当たり衣装大当たり衣装大当たり衣装パック一覧パック一覧パック一覧パック一覧】】】】    

        

日（水）定期メンテナンス開始前まで、コラボレーシ

福袋「メビウスオンライン袋」の大当たりには、クリスや梢など、『メビウスオンライン』キャラクター4 人の衣

釘宮理恵、CV：水樹奈々）

 



 

【「【「【「【「メビウスオンライン袋メビウスオンライン袋メビウスオンライン袋メビウスオンライン袋」」」」    大当たり報告ツインパック大当たり報告ツインパック大当たり報告ツインパック大当たり報告ツインパック

    

〇福袋「〇福袋「〇福袋「〇福袋「MebiusWeaponMebiusWeaponMebiusWeaponMebiusWeapon 袋袋袋袋 1111」」」」    

福袋「MebiusWeapon袋1」の大当たりには、「

「ボイス武器 「ダークネス・デビルスティンガー」（

は 1,000PG～10,000PG がランダムで入ってい

 

【【【【福袋福袋福袋福袋    「「「「MMMMebiusWeaponebiusWeaponebiusWeaponebiusWeapon 袋袋袋袋1111」」」」大当たりアイテム大当たりアイテム大当たりアイテム大当たりアイテム

●「●「●「●「ボイス武器ボイス武器ボイス武器ボイス武器    「パンチャーファウストライフル」（「パンチャーファウストライフル」（「パンチャーファウストライフル」（「パンチャーファウストライフル」（

    

●「●「●「●「ボイス武器ボイス武器ボイス武器ボイス武器    「ダークネス・デビルスティンガー」（「ダークネス・デビルスティンガー」（「ダークネス・デビルスティンガー」（「ダークネス・デビルスティンガー」（

    

    

 

大当たり報告ツインパック大当たり報告ツインパック大当たり報告ツインパック大当たり報告ツインパック一覧一覧一覧一覧】】】】    

」の大当たりには、「ボイス武器 「パンチャーファウストライフル」（

「ダークネス・デビルスティンガー」（CV:福山潤)」のいずれか1つがランダムで、それ以外に

がランダムで入っています。 

大当たりアイテム大当たりアイテム大当たりアイテム大当たりアイテム】】】】    

「パンチャーファウストライフル」（「パンチャーファウストライフル」（「パンチャーファウストライフル」（「パンチャーファウストライフル」（CV:CV:CV:CV:水樹奈々水樹奈々水樹奈々水樹奈々))))」」」」    

 

「ダークネス・デビルスティンガー」（「ダークネス・デビルスティンガー」（「ダークネス・デビルスティンガー」（「ダークネス・デビルスティンガー」（CV:CV:CV:CV:福山潤福山潤福山潤福山潤))))」」」」    

        

 

「パンチャーファウストライフル」（CV:水樹奈 )々」

つがランダムで、それ以外に

 



 

〇再販売アイテム〇再販売アイテム〇再販売アイテム〇再販売アイテム    

●「近接武器●「近接武器●「近接武器●「近接武器    カジキ」カジキ」カジキ」カジキ」    

    

●「投擲武器●「投擲武器●「投擲武器●「投擲武器    マタンボム」マタンボム」マタンボム」マタンボム」    

    

    

    

2222．．．．毎日出される依頼を達成して、コラボアバターやボイスを手に入れよう！毎日出される依頼を達成して、コラボアバターやボイスを手に入れよう！毎日出される依頼を達成して、コラボアバターやボイスを手に入れよう！毎日出される依頼を達成して、コラボアバターやボイスを手に入れよう！

イベント「今日の調律」イベント「今日の調律」イベント「今日の調律」イベント「今日の調律」    

 

【イベント期間】 

4 月2 日（水）定期メンテナンス終了後～

 

【内容】 

毎日出される調律（ミッション）をクリアすると入手できるクロムギアをためることで、コラボレーション限定

の特別アイテムと交換することができます。

 

調律内容は毎日AM11:00 に更新されるので、毎日

  

 

 

 

毎日出される依頼を達成して、コラボアバターやボイスを手に入れよう！毎日出される依頼を達成して、コラボアバターやボイスを手に入れよう！毎日出される依頼を達成して、コラボアバターやボイスを手に入れよう！毎日出される依頼を達成して、コラボアバターやボイスを手に入れよう！    

日（水）定期メンテナンス終了後～4 月30 日（水）定期メンテナンス開始前まで 

毎日出される調律（ミッション）をクリアすると入手できるクロムギアをためることで、コラボレーション限定

の特別アイテムと交換することができます。  

に更新されるので、毎日調律をクリアして、豪華アイテムを入手しましょう！

 

 

 

毎日出される調律（ミッション）をクリアすると入手できるクロムギアをためることで、コラボレーション限定

調律をクリアして、豪華アイテムを入手しましょう！ 



 

また、余ったクロムギアでプレイできる「クリスでポン！」も実施！

かもしれません。 

期間限定のコラボレーションイベントに、ぜひ挑戦してみてください！

 

◇コラボレーションイベント「今日の調律」◇コラボレーションイベント「今日の調律」◇コラボレーションイベント「今日の調律」◇コラボレーションイベント「今日の調律」

 

3333．集え！．集え！．集え！．集え！    調律者たち「メビウス優待キャンペーン」調律者たち「メビウス優待キャンペーン」調律者たち「メビウス優待キャンペーン」調律者たち「メビウス優待キャンペーン」

【イベント期間】 

4 月2 日（水）定期メンテナンス終了後～

 

【内容】 

過去に『メビウスオンライン』をプレイされていた方が、キャンペーン期間中に『ペーパーマン』をプレイす

ると、特典アイテムをゲットできるキャンペーンを実施いたします。

 

ぜひこの機会に『ペーパーマン』をお楽しみください！

 

〇特典その〇特典その〇特典その〇特典その 1111    

以下のアイテム全てをもれなくプレゼント！！

・PG+50%(30 日) 

 

また、余ったクロムギアでプレイできる「クリスでポン！」も実施！ ひょっとしたら豪華なアイテムが当たる

期間限定のコラボレーションイベントに、ぜひ挑戦してみてください！ 

◇コラボレーションイベント「今日の調律」◇コラボレーションイベント「今日の調律」◇コラボレーションイベント「今日の調律」◇コラボレーションイベント「今日の調律」    

調律者たち「メビウス優待キャンペーン」調律者たち「メビウス優待キャンペーン」調律者たち「メビウス優待キャンペーン」調律者たち「メビウス優待キャンペーン」    

日（水）定期メンテナンス終了後～5 月7 日（水）定期メンテナンス開始前まで 

過去に『メビウスオンライン』をプレイされていた方が、キャンペーン期間中に『ペーパーマン』をプレイす

ると、特典アイテムをゲットできるキャンペーンを実施いたします。 

ぜひこの機会に『ペーパーマン』をお楽しみください！ 

以下のアイテム全てをもれなくプレゼント！！ 

ひょっとしたら豪華なアイテムが当たる

 

過去に『メビウスオンライン』をプレイされていた方が、キャンペーン期間中に『ペーパーマン』をプレイす



 

 

・EXP+50%(30 日) 

 

・マタンボム＋(30 日)  

 

・カジキ(30 日) 

 

・MebiusWeapon 袋1×3 

 

 

〇特典〇特典〇特典〇特典    そのそのそのその 2222 

以下のメビウスオンラインコラボアバターの中からお好きなものを

 ・Mebius アバターパック(ハヤテ

 

 ・Mebius アバターパック(ティナ)

 

 ・Mebius アバターパック(ガイ) 

 

 

以下のメビウスオンラインコラボアバターの中からお好きなものを 1 つプレゼント！！

ハヤテ) 

) 

 

つプレゼント！！ 



 

 ・Mebius アバターパック(テリシア

 

ペーパチペーパチペーパチペーパチ CASHCASHCASHCASH に「に「に「に「地球防衛軍ボイス」「地球防衛軍パック」「地球防衛軍ボイス」「地球防衛軍パック」「地球防衛軍ボイス」「地球防衛軍パック」「地球防衛軍ボイス」「地球防衛軍パック」「

 

本日4 月2 日（水）定期メンテナンスにて、「ペーパチ

今回より大当たりに、「地球防衛軍ボイス」が登場！地球の平和は僕らが守る！さらにボイスと合わせ

て使いたい、「地球防衛軍パック」も登場いたします。

これまでペーパチ CASH のレアアイテムで出現していたセット衣装は、

衣装」が合わさったパックアイテムとして出現します

場しますので、お見逃しなく！ 

  

ペーパチ CASH の新しいアイテム

 

◇◇◇◇「「「「地球防衛軍ボイス」地球防衛軍ボイス」地球防衛軍ボイス」地球防衛軍ボイス」    

    

    

 

テリシア) 

    

地球防衛軍ボイス」「地球防衛軍パック」「地球防衛軍ボイス」「地球防衛軍パック」「地球防衛軍ボイス」「地球防衛軍パック」「地球防衛軍ボイス」「地球防衛軍パック」「Kriss Vector(Kriss Vector(Kriss Vector(Kriss Vector(ゴールドゴールドゴールドゴールド

日（水）定期メンテナンスにて、「ペーパチ CASH」を更新いたします。 

今回より大当たりに、「地球防衛軍ボイス」が登場！地球の平和は僕らが守る！さらにボイスと合わせ

て使いたい、「地球防衛軍パック」も登場いたします。 

のレアアイテムで出現していたセット衣装は、2014 年4 月から「ヘア」と「セット

衣装」が合わさったパックアイテムとして出現します。また、金色に輝く「Kriss Vector(ゴールド

の新しいアイテムを使って『ペーパーマン』を楽しもう！ 

        

ゴールドゴールドゴールドゴールド))))」が登場！」が登場！」が登場！」が登場！    

    

今回より大当たりに、「地球防衛軍ボイス」が登場！地球の平和は僕らが守る！さらにボイスと合わせ

月から「ヘア」と「セット

ゴールド)」も同時に登

 



 

●メイン武器●メイン武器●メイン武器●メイン武器    「「「「Kriss Vector(Kriss Vector(Kriss Vector(Kriss Vector(ゴールドゴールドゴールドゴールド

    

●「●「●「●「地球防衛軍パック地球防衛軍パック地球防衛軍パック地球防衛軍パック」」」」    

これまでペーパチ

2014 年4 月から「ヘア」と「セット衣装」が合わさったパックアイテム「ヘア」と「セット衣装」が合わさったパックアイテム「ヘア」と「セット衣装」が合わさったパックアイテム「ヘア」と「セット衣装」が合わさったパックアイテム

※ペーパチ PG

    

 

ゴールドゴールドゴールドゴールド))))」」」」    

 

これまでペーパチ CASH のレアアイテムで出現していたセット衣装は、

「ヘア」と「セット衣装」が合わさったパックアイテム「ヘア」と「セット衣装」が合わさったパックアイテム「ヘア」と「セット衣装」が合わさったパックアイテム「ヘア」と「セット衣装」が合わさったパックアイテムとして出現します。

PG には別途、色違いの「ヘア」アバター色違いの「ヘア」アバター色違いの「ヘア」アバター色違いの「ヘア」アバターが出現します。

    

        

 

のレアアイテムで出現していたセット衣装は、 

として出現します。 

が出現します。    

 



 

「ペーパーマン「ペーパーマン「ペーパーマン「ペーパーマン

 

本日4 月2 日（水）定期メンテナンス

 

ペーパーマンを代表するイケてるメンズ、ガイ・ヴァン・フッド。そんな

はなんと無人島！？ 彼らの運命やいかに！

  

続きは「ペーパーマン The コミック」特設ページからご覧ください！

 

    

 

「ペーパーマン「ペーパーマン「ペーパーマン「ペーパーマン    The The The The コミック」第コミック」第コミック」第コミック」第 4444 話「痛快・話「痛快・話「痛快・話「痛快・3333 匹が撃つ！」匹が撃つ！」匹が撃つ！」匹が撃つ！」が公開！が公開！が公開！が公開！

日（水）定期メンテナンスより、「ペーパーマン The コミック」第4 話を公開しました。

ペーパーマンを代表するイケてるメンズ、ガイ・ヴァン・フッド。そんな 3 匹が修行の末にたどり着いたの

彼らの運命やいかに！ 

コミック」特設ページからご覧ください！ 
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話を公開しました。 

匹が修行の末にたどり着いたの



 

■『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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