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『ペーパーマン』新女性キャラクターの名前募集開始
『ペーパーマン』新女性キャラクターの名前募集開始！
新女性キャラクターの名前募集開始！
さらにゲーム内アイテムがゲットできる日替わりログインイベント開催！
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 1
月 11 日（水）定期メンテナンスにてアップデートを行います。

新キャラクターの名前をみんなで考えよう！
新キャラクターの名前をみんなで考えよう！

本日 1 月 11 日（水）定期メンテナンス終了後から 1 月 18 日（水）定期メンテナンス開始までの期間中、
下記特設サイトにて新キャラクターの名前を募集いたします。
新キャラクター名の採用者には新キャラクターと「福袋（☆）」をプレゼント！ さらに応募した方の中か
ら抽選で 10 名様に新キャラクターをプレゼントいたします。 新キャラクターをいち早く手に入れるチャン
ス！ ぜひご参加ください。
新キャラクター特設サイト
http://www.paperman.jp/event/20120111charaname/

≪新キャラクター≫
新キャラクター≫

年齢：不詳（14 歳）
古代文明の発掘現場にて、カプセルの中から発見された
ロボットの少女。
全ての記憶を失っており、最後の任務を思い出そうと苦
悩している。
スルル姫の誘いで初めて参加したペーパーマンの練習
試合では
リカを除いた精鋭 SP 達を瞬時に倒すほどの実力を秘め
ている。

≪イベント概要≫
【イベント期間】
2012 年 1 月 11 日(水) メンテナンス終了後 ～ 1 月 18 日(水) メンテナンス開始前
【イベント内容】
イベント期間中、新キャラクター特設サイト（ http://www.paperman.jp/event/20120111charaname/ ）の
掲示板へ新キャラクターの名前を書いて応募して下さい。新キャラクター名の採用者には新キャラクター
と「福袋（☆）」をプレゼント！
さらに応募した方の中から抽選で 10 名様に新キャラクターをプレゼントいたします。採用されなかった方
にも大きなチャンス！
※新キャラクター名の採用者は複数名になる可能性もございます。
【注意事項】
※投稿の際は、公式サイトの措置規定をお読み頂いた上でご応募頂けますようお願いいたします。
※採用者・当選者の発表は、 プレゼントの配布をもって代えさせていただきます。
※新キャラクターの配布は、新キャラクター実装日の定期メンテナンス時にプレゼントボックスへ
配布いたします。
※新キャラクターが当選した方は、後日パッケージ販売された場合、パッケージを購入することが
できませんので、予めご了承ください。

「日替わりログインイベント」開催！

本日1 月11 日（水）定期メンテナンス終了後から、1 月18 日（水）定期メンテナンス開始前までの期間、
「日替わりログインイベント」を開催いたします。
「日替わりログインイベント」では、1 日 1 回ゲームのチャンネルへログインした方に、様々なアイテム
をプレゼント！ プレゼントアイテムは毎日変わりますので、ぜひチェックしてみてください！
≪「日替わりログインイベント」概要≫
【イベント期間】
2012 年 1 月 11 日(水)定期メンテナンス終了後～1 月 18 日(水)定期メンテナンス開始前
【イベント内容】
上記期間中、1 日 1 回ゲームのチャンネルへログインした方に、様々なアイテムをプレゼント
いたします。
【プレゼントアイテム】
上記期間中にゲームのチャンネルへログインすると受け取ることができます。
･1 月 11 日(水) EXP+30%UP(7 日)
･1 月 12 日(木) PG+30%UP(7 日)
･1 月 13 日(金) 500 PG
･1 月 14 日(土) 福袋(☆)
･1 月 15 日(日) メインマガジン 20%増加(1 日)
･1 月 16 日(月) サブマガジン 20%増加(1 日)
･1 月 17 日(火) クロスヘア固定ベーシック(1 日)
･1 月 18 日(水) 500 PG
【注意事項】
※1 日の切り替えは 0:00～23:59 となっております。
※日付をまたいでのゲームのチャンネルログインはカウントされませんので、必ず再度ログインを
行うようお願い致します。

※各プレゼントアイテムは 1 度のみ受け取ることができます。
※各プレゼントアイテムはプレゼントボックスへ配布されます。

「経験値＆PG
「経験値＆PG＋
PG＋30％アップイベント」開催！
30％アップイベント」開催！

本日 1 月 11 日(水)定期メンテナンス終了後から、1 月 18 日（水）定期メンテナンス開始前までの期間
中、全サーバーを対象に経験値＆PG が 30％アップする「経験値＆PG＋30％アップイベント」を開催い
たします！ レベルアップの大チャンス！

この期間をお見逃しなく！

≪「経験値＆PG+30
≪「経験値＆PG+30％アップイベント」概要≫
PG+30％アップイベント」概要≫
【イベント期間】
【イベント期間】
2012 年 1 月 11 日（水）定期メンテナンス終了後～1 月 18 日（水）定期メンテナンス開始前
【イベント内容】
上記期間中、全サーバーを対象に経験値と獲得 PG が 30％アップいたします。
【注意事項】
※本イベントは、他イベントや公認ネットカフェ特典のほか、ペーパースロットの経験値・PG ブースト
アイテムとも併用が可能です。

『ペーパーマン』公式サイト
http://www.paperman.jp/

■『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
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
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/

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/

ミニチュアガーデン

http://yahoo-mbga.jp/43086316/diary/823168547

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/

青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ

http://company.gamepot.co.jp/special/hamonepu/

