
 

 

 

平成24 年6 月6 日 

各位 

会 社 名 株式会社ゲームポット 

（URL http://www.gamepot.co.jp/） 

    

『『『『Fate/ZeroFate/ZeroFate/ZeroFate/Zero』×』×』×』×『ペーパーマン』『ペーパーマン』『ペーパーマン』『ペーパーマン』コラボ第二弾を開催！コラボ第二弾を開催！コラボ第二弾を開催！コラボ第二弾を開催！    

さらにさらにさらにさらに新武器、新武器、新武器、新武器、新マップ新マップ新マップ新マップのののの追加や追加や追加や追加や「「「「戦場視察お手伝い戦場視察お手伝い戦場視察お手伝い戦場視察お手伝い」」」」イベントなども開催イベントなども開催イベントなども開催イベントなども開催！！！！        

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 

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 6 月 6

日（水）メンテナンス終了後よりアップデートを行います。 

 

『『『『Fate/ZeroFate/ZeroFate/ZeroFate/Zero』』』』    ××××    『ペーパーマン』コラボレーション第二弾を開催！！『ペーパーマン』コラボレーション第二弾を開催！！『ペーパーマン』コラボレーション第二弾を開催！！『ペーパーマン』コラボレーション第二弾を開催！！

 
本日6月6日(水）定期メンテナンス終了後より、大人気アニメ『Fate/Zero』と『ペーパーマン』の期間限定

コラボレーション第二弾を開催！ 新たに追加されたアイテムやイベントをお見逃しなく！ 

 

【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/201205fatezero 

    

【【【【第二弾第二弾第二弾第二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】    

    

◆◆◆◆新たな武器が２種登場！新たな武器が２種登場！新たな武器が２種登場！新たな武器が２種登場！    

本日6 月6 日（水）定期メンテナンス後より 6 月20 日(水)定期メンテナンス前まで、コラボレーションアイテ

ムを期間限定販売いたします。    

    

サブ武器「T/C ｺﾝﾃﾝﾀﾞー (Fate/Zero)」は、衛宮切嗣の愛銃であるトンプソン・コンテンダーを忠実に再現し

たデザインとなっております。使用時には衛宮切嗣（CV：小山力也）はもちろん、アイリスフィール（CV：大

原さやか）の限定ボイスも聞くことができます。 

 

 

 



 

 

また、投擲武器「王の財宝」はアーチャーモチーフにしたもので、グラスを投げると宝具「王の財宝」をイメ

ージした武器のエフェクトが表示され、同時にアーチャー（CV：関智一）の限定ボイスを聞くことができます。

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。 

 

  

サブ武器「サブ武器「サブ武器「サブ武器「T/C T/C T/C T/C ｺﾝﾃﾝﾀﾞーｺﾝﾃﾝﾀﾞーｺﾝﾃﾝﾀﾞーｺﾝﾃﾝﾀﾞー (Fate/Zero)(Fate/Zero)(Fate/Zero)(Fate/Zero)」」」」    

  

投擲投擲投擲投擲武器「武器「武器「武器「王の財宝王の財宝王の財宝王の財宝」」」」    

 

◆◆◆◆ 聖杯を勝ち取れ！パピルス王国聖杯を勝ち取れ！パピルス王国聖杯を勝ち取れ！パピルス王国聖杯を勝ち取れ！パピルス王国    第二次第二次第二次第二次聖杯戦争聖杯戦争聖杯戦争聖杯戦争 

    

本日6 月6 日（水）より 6 月13 日(水)まで「パピルス王国聖杯戦争」を開催します。 

イベント期間中、クラントーナメントに参加すると、もれなく全員に限定コラボレーション称号をプレゼント！ 



 

 

 

    

トーナメントトーナメントトーナメントトーナメント 1111 位報酬：位報酬：位報酬：位報酬：    称号「聖杯戦争王者」、武器袋ゴールド称号「聖杯戦争王者」、武器袋ゴールド称号「聖杯戦争王者」、武器袋ゴールド称号「聖杯戦争王者」、武器袋ゴールド(G05)(G05)(G05)(G05)、福袋、福袋、福袋、福袋((((☆☆☆☆☆☆☆☆))))、援護爆、援護爆、援護爆、援護爆1111 日日日日    

 

◆◆◆◆時臣の密偵となり各地を視察しよう！時臣の密偵となり各地を視察しよう！時臣の密偵となり各地を視察しよう！時臣の密偵となり各地を視察しよう！余裕をもって優雅たれ余裕をもって優雅たれ余裕をもって優雅たれ余裕をもって優雅たれ        

 

6 月6 日(水)定期メンテナンス終了後から 6 月20 日(水)定期メンテナンス開始前まで、コラボレーションイ

ベント「余裕をもって優雅たれ」を開催します。 

 

イベント期間中、各マップの参戦数を達成すると、ここでしか手に入らない限定コラボレーションアイテム

が貰えます！ 全ての目標を達成し、時臣からご褒美をもらおう！ 

 

チームサバイバル 5 戦 チーム戦術 5 戦 爆破ミッション 5 戦 目標完全クリア！ 

 

MUSHROOM BOMB+ 

(1 日) 

 

AIR BOMB+(1 日) 

 

FIRE BOMB+(1 日) 

 

称号 

「余裕をもって優雅たれ」 

 

今しか手に入らないコラボレーション限定アイテムを、ぜひこの機会にゲットしよう！ 



 

 

 

可愛いボイス武器パックが登場！可愛いボイス武器パックが登場！可愛いボイス武器パックが登場！可愛いボイス武器パックが登場！    

    
本日6 月6 日（水）メンテナンス終了後より、ペーパチ CASH 当たりアイテムを更新いたします。 

今回はメイン武器「UZI（アルル）」と投擲武器「月見ボム」がセットになった「ボイス武器パック(アルル)」と 

サブ武器「大筒（ドッドン）」と近接武器「サーベル」がセットになった「ボイス武器パック(ドッドン)」、さらに

アバター「西遊記セット」などが登場！ 

ボイス武器パックは使用時にキャラクターの声が出る特別な武器です。 ぜひゲーム内でチェックして

みてください！ 

 

●ボイス武器パック（●ボイス武器パック（●ボイス武器パック（●ボイス武器パック（アルルアルルアルルアルル））））    

        

メイン武器「UZI（アルル）」    投擲武器「月見ボム」    

    

●ボイス武器パック（●ボイス武器パック（●ボイス武器パック（●ボイス武器パック（ドッドドッドドッドドッドンンンン））））    

        
「大筒（ドッドン）」    近接武器「サーベル」    

 

 

 

 



 

 

●「●「●「●「89898989 式小銃式小銃式小銃式小銃((((ゴールドゴールドゴールドゴールド))))」」」」    

  
●西遊記●西遊記●西遊記●西遊記セットセットセットセット    

 

 

新武器新武器新武器新武器「「「「M950M950M950M950」追加！」追加！」追加！」追加！    

本日6 月6 日（水）メンテナンス終了後より、新武器として「M950」を追加いたします。 

「M950」は、見た目はコンパクトですが装弾数が非常に多く、戦う際に活躍してくれるサブマシンガンと

なっております。この機会にぜひお試しください！ 

 

「「「「M950M950M950M950」」」」    

        
 

新マップ追加新マップ追加新マップ追加新マップ追加！！！！    

本日 6 月 6 日（水）メンテナンス終了後より、チーム戦術に新しいマップ「パピルス学院」を追加いたしま

す。「パピルス学院」の広い敷地内には、中庭や多数の教室が満載です。普段は走ってはいけない廊下も

『ペーパーマン』の中でなら走って撃ち合うことが可能！ 

お友達と「パピルス学院」に集まり、普段学校ではできないチーム戦を繰り広げよう！ 



 

 

   

    

ティナの代わりに戦場を調査ティナの代わりに戦場を調査ティナの代わりに戦場を調査ティナの代わりに戦場を調査！！！！    「戦場視察お手伝い」開催！「戦場視察お手伝い」開催！「戦場視察お手伝い」開催！「戦場視察お手伝い」開催！    

 
本日 6 月 6 日（水）定期メンテナンス終了後より 6 月 27日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、

イベント「戦場視察お手伝い」を開催いたします。 

イベント期間中に指定のゲームモードの回数をプレイすると、さまざまな報酬が貰えます。さらに全て

の条件をクリアすると完全報酬として「福袋（☆）」が貰えます！ この機会に様々なゲームモードに挑戦し

てみてはいかがでしょうか？ 

「戦場視察お手伝い」に参加して、素敵な報酬を手に入れよう！  

 

≪「≪「≪「≪「戦場視察お手伝い」戦場視察お手伝い」戦場視察お手伝い」戦場視察お手伝い」開催概要≫開催概要≫開催概要≫開催概要≫    

 

【開催期間】【開催期間】【開催期間】【開催期間】    

2012年6 月6 日（水）定期メンテナンス終了後～6 月27日（水）定期メンテナンス開始前 

 

【開催内容】【開催内容】【開催内容】【開催内容】    

イベント期間中、各マップモードで目標戦闘回数を達成した方にさまざまな報酬をプレゼントいたします。

さらに全ての目標を達成すると、完全報酬をプレゼントいたします。 

 

【報酬一覧】【報酬一覧】【報酬一覧】【報酬一覧】    

完全報酬完全報酬完全報酬完全報酬    

 

福袋（☆） 

 



 

 

 

チームサバイバルモード チーム戦術モード 爆破ミッションモード 

 
  

ししゃもボム+ (1 日間) ウサギボム+(1 日間) クッションボム+(1 日間) 

 

スチールモード 個人サバイバルモード 

  
スチームボム+(1 日間) サッカーボム+(1 日間) 

 

シングルモード 

 

M950 (1 日間) 

 

 

【注意事項】【注意事項】【注意事項】【注意事項】    

・マッププレイ回数は、1 ゲームあたり 120秒以上プレイを行い、試合終了後ルーム画面に戻った時 

点でカウントされます。試合中に途中退出(リザルト画面含む)した場合は、プレイ回数として加算さ 

れません。 

・各報酬は１度のみ受け取ることができます。 

・各報酬はプレゼントボックスへ配布されます。 

・各報酬は、イベント終了後7月4日(水)メンテナンス開始前まで受け取ることが出来ます。7月4日(水)

メンテナンス開始前までに貰うボタンを押さない場合はアイテムが受け取れなくなります。 

・プレイ回数の集計は 1 時間に 1 回の更新となります。



 

 

 

■『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。 

 

 

  

  

©Gamepot Inc, All rights Reserved. 



 

 

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 http://www.paperman.jp/ 

スカッとゴルフ パンヤ    http://www.pangya.jp/    

CABAL ONLINE http://www.cabal.jp/ 

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

ファンタジーアース ゼロ http://www.fezero.jp/ 

コンチェルトゲート フォルテ http://www.cgf.jp/ 

ブラウザ封神演義 http://buraho.jp/ 

メビウスオンライン http://mebius-online.jp/ 

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

アヴァロンの鍵ONLINE http://www.avalon-online.jp/ 

アルテイルネット http://www.alteil.jp/ 

THE SHOGUN http://www.theshogun.jp/ 

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

お宝発掘 ホリキング http://horiking.jp/entrance/ 

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    http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/douwa/ 

狩りとも http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/karitomo/ 

Alteil バトルRPG http://www.alteil.jp/mobile/ 

ネイビーウォーズ http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/navy/ 

わグルま！    http://www.waguruma.jp/ 

ワイルドレーシングMAX http://company.gamepot.co.jp/special/wrmax/ 

バトルゴルフ パンヤ http://company.gamepot.co.jp/special/battlegolfpangya/ 

童話スピリッツ（R）-魔法のﾄﾗﾝﾌﾟ- http://company.gamepot.co.jp/special/douwa2/ 

ゾンビハンターズ by 狩りとも http://company.gamepot.co.jp/special/zombie 

ラテール イリス物語 http://www.latale.jp/smartphone/index.html 

特殊戦隊クロニクル http://tksc.docs.social-games.jp/support/gp_tksc/index.html 

戦姫★クライシス＠アクエリアンエイジ http://company.gamepot.co.jp/special/senki/ 

聖戦サザンクロス http://company.gamepot.co.jp/special/southerncross/ 

ゆるロボ製作所 http://company.gamepot.co.jp/social/yururobo/ 

 


