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さらにさらにさらにさらに

    豪華豪華豪華豪華アイテムがアイテムがアイテムがアイテムが貰貰貰貰えるログインイベントやえるログインイベントやえるログインイベントやえるログインイベントや

 

オンラインゲームの開発・運営

以下ゲームポット）は、Windows 用

日（水）定期メンテナンス終了時にアップデートをおこないます

 

全国全国全国全国

 

今夏、『ペーパーマン』にてオフライン

「夏の紙技祭！！ 2012」では

大会を開催！ 大会開催時には

イヤーによるエキシビジョンマッチも

さらに、特設サイトではエキシビジョンマッチの

的中した方には豪華ゲーム内アイテムをプレゼントいたします

夏休みは『ペーパーマン』の大会

「夏の紙技祭！！ 2012」にぜひご

    

「「「「夏夏夏夏のののの紙技祭紙技祭紙技祭紙技祭！！！！！！！！    2012201220122012」」」」特設特設特設特設
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会 社 名 株式会社ゲームポット

（URL http://www.gamepot.co.jp/

所所所所でででで行行行行われるオフラインわれるオフラインわれるオフラインわれるオフライン大会大会大会大会「「「「夏夏夏夏のののの紙技祭紙技祭紙技祭紙技祭!!2012!!2012!!2012!!2012」」」」

さらにさらにさらにさらに、、、、警察特殊部隊警察特殊部隊警察特殊部隊警察特殊部隊のボイスのボイスのボイスのボイス袋袋袋袋もももも登場登場登場登場！！！！        

えるログインイベントやえるログインイベントやえるログインイベントやえるログインイベントや獲得獲得獲得獲得 50505050％％％％アップイベントもアップイベントもアップイベントもアップイベントも

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

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

にアップデートをおこないます。 

    

全国全国全国全国5555 かかかか所所所所でででで「「「「夏夏夏夏のののの紙技祭紙技祭紙技祭紙技祭!!2012!!2012!!2012!!2012」」」」開催決定開催決定開催決定開催決定！！！！        

    

オフライン大会「夏の紙技祭！！ 2012」を開催いたします

では運営チームが北海道・仙台・名古屋・大阪・福岡のネットカフェや

生放送を実施し、各店舗での優勝チームと生放送をご

イヤーによるエキシビジョンマッチも開催！  

サイトではエキシビジョンマッチの優勝地域をあてるトトカルチョを開催予定

アイテムをプレゼントいたします。 

大会に遊びに行こう！  

にぜひご期待ください。 

特設特設特設特設サイトサイトサイトサイトＵＲＬＵＲＬＵＲＬＵＲＬ    
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」」」」のののの情報情報情報情報をををを公開公開公開公開！！！！    

アップイベントもアップイベントもアップイベントもアップイベントも開催開催開催開催！！！！        

代表取締役社長：植田修平 

において、本日 8 月 8

 

いたします。 

のネットカフェや会場にて

をご覧頂いているプレ

開催予定！ 見事予想が



 

 

 

「「「「夏夏夏夏のののの紙技祭紙技祭紙技祭紙技祭！！！！！！！！    2012201220122012」」」」開催概要開催概要開催概要開催概要

●●●●スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

 

開催地：北海道北海道北海道北海道 

店舗：アイカフェ札幌センチュリーロイヤルホテル

日時：8 月19 日(日)11:30 開始(

 

開催地：仙台仙台仙台仙台 

店舗：  グランサイバーカフェバグース

日時：8 月25 日(土)11:30 開始(

 

開催地：名古屋名古屋名古屋名古屋 

店舗：近日公開 

日時：近日公開 

 

開催地：大阪大阪大阪大阪 

店舗：近日公開 

日時：近日公開 

 

開催地：福岡福岡福岡福岡 

店舗：近日公開 

日時：近日公開 

 

※名古屋、大阪、福岡大会に関

 

●●●●参加資格参加資格参加資格参加資格    

 ペーパーマンをプレイできるアカウントを

※見学のみの場合は必要ありません

 

●●●●参加参加参加参加のののの際際際際のごのごのごのご注意注意注意注意    

・イベントへの参加および観戦

・当日の店舗にて受付を行います

い。 

・店舗スペースの関係上、来場者

・ゲームに関するご質問やイベントの

ご注意ください。 

・イベントへの参加および観戦

・大会当日はゲーム内と会場内

 そのため、顔写真などを掲載

    

    

 

開催概要開催概要開催概要開催概要    

センチュリーロイヤルホテル店 

開始(受付 10:30 予定) 

グランサイバーカフェバグース仙台 

開始(受付 10:30 予定) 

関しましては順次公開予定です。 

ペーパーマンをプレイできるアカウントを所持している方 

ありません 

観戦は無料です。 

います、イベントの事前受付などはおこなっておりませんのでご

来場者および参加者が多い場合には、抽選となります。予

やイベントの詳細についてのお電話は各店舗では受け付けておりませんので

観戦する際に、該当ネットカフェの会員登録が必要な場合がございます

会場内の生中継配信および、メディアの写真撮影がある場合

掲載する可能性がございますので予めご了承ください。  

        

などはおこなっておりませんのでご注意くださ

予めご了承ください。 

けておりませんので

がございます。 

場合があります。 

 



 

●●●●賞品賞品賞品賞品    

優勝チームには、優雅に輝く初登場武器

豪華アイテム、オリジナルグッズ

 

2 位以降の賞品については、特設

 

 

SPAS-12(ブロンズ)/Knights SR-

※5種の武器よりランダムで 1点

 

福袋(☆☆☆)×2/PG+50%(30 日間

 

南パピルスの天然水/PMC2011

ウスパッド 

 

    

 

初登場武器「ブロンズ武器」や 

オリジナルグッズ詰め合わせをプレゼント！  

特設サイトをご覧ください。 

-25(ブロンズ)/AN94(ブロンズ)/L96A1(ブロンズ)/注射銃

点 

 

日間)/EXP+50%(30 日間) 

/PMC2011 ネックストラップ/PMC2011クリアファイル/レムのキーカバー

        

 

注射銃(ブロンズ) 

 

レムのキーカバー/テリシアマ



 

    

●●●●来場者特典来場者特典来場者特典来場者特典    

来場したお客様には、下記アイテムが

 

シリアルカード 

・ボムセット:各7日間（DEMOLITIOM/

しゃもボム/クッションボム) 

・近接武器 ロブスター(7日間) 

 

「夏の紙技祭！！ 2012」限定うちわ

 

 

 

    

 

アイテムが貰えるシリアルコードと本イベント限定うちわをプレゼント

 

DEMOLITIOM/スイカ爆弾/FIRE BOMB/AIR BOMB/LIQUID BOMB/

 

 

うちわ 

        

うちわをプレゼント！  

/FIRE BOMB/AIR BOMB/LIQUID BOMB/ウサギボム/し



 

 

新福袋新福袋新福袋新福袋

 

本日8月8日（水）定期メンテナンス

『ペーパーマン』のキャラクターたち

いいボイスです！ ぜひこの機会

 

 

豪華豪華豪華豪華アイテムをアイテムをアイテムをアイテムを

 

本日8 月8 日（水）定期メンテナンス

『真夏の日替わりログイン』イベントを

このイベントでは 1 日 1回ログイン

華アイテムをゲットできる大チャンス

 

 

【【【【イベントイベントイベントイベント期間期間期間期間】】】】    

2012年8 月8 日(水)定期メンテナンス

 

 

新福袋新福袋新福袋新福袋アイテムアイテムアイテムアイテム「「「「ボイスボイスボイスボイス袋袋袋袋（（（（PolicePolicePolicePolice）」）」）」）」登場登場登場登場！！！！        

 

メンテナンス終了後より、新福袋アイテム「ボイス袋（Police）」

たちが警察特殊部隊員になっちゃった！？ 普段とは

機会に手に入れて『ペーパーマン』をお楽しみください！ 

アイテムをアイテムをアイテムをアイテムを毎日毎日毎日毎日ゲットゲットゲットゲット！！！！    「「「「真夏真夏真夏真夏のののの日替日替日替日替わりログインわりログインわりログインわりログイン」」」」開催開催開催開催！！！！    

        

メンテナンス終了後から 8 月16日（木）定期メンテナンス開始

イベントを開催いたします。 

ログインするだけで、様々なゲーム内アイテムが貰えます

チャンス！ この機会をお見逃しなく！  

メンテナンス終了後 ～ 2012年8 月16日(木)定期メンテナンス

  

 

）」を追加いたしました。

とは違うクールでかっこ

  

        

 

開始前までの期間中、

えます。合計 9 日間、豪

メンテナンス開始前 



 

【【【【プレゼントプレゼントプレゼントプレゼント内容内容内容内容】】】】    

    

8 月

8 月

8 月

8 月

8 月

8 月

8 月

8 月

 

 

月8 日(水) 

EXP+50%UP(7日) 

 

月9 日(木) 

PG+50%UP(7日) 

 

10 日(金) 

1000PG 

 

11 日(土) 

福袋(☆☆) 

 

12 日(日) 

メインマガジン 20%増加(7日) 

 

13 日(月) 

サブマガジン 20%増加(7日) 

 

14日(火) 

クロスヘア固定ベーシック(7日) 

 

15 日(水) 

福袋(☆) 

 

  



 

8 月

 

【【【【注意事項注意事項注意事項注意事項】】】】    

※１日の切り替えは 0:00～23:59

※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

必ず再ログインをしてください

※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

 

 

獲得獲得獲得獲得PGPGPGPG・・・・経験値経験値経験値経験値

 

本日8 月8 日（水）定期メンテナンス

「獲得PG・獲得経験値50％アップ

ーム終了時の獲得PGと獲得経験値

また、他開催中のイベントや公認

験値ブーストアイテムとの併用も

楽しみください！  

    

 

16日(木) 

1000PG 

 

23:59 となっております。 

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、 

ログインをしてください。 

ることができます。 

はプレゼントボックスへ配布されます。 

経験値経験値経験値経験値がなんとがなんとがなんとがなんと 50%50%50%50%アップアップアップアップ！！！！    プレイするならプレイするならプレイするならプレイするなら今今今今がチャンスがチャンスがチャンスがチャンス！！！！

メンテナンス終了後から 8 月16日（木）定期メンテナンス開始前

アップ」イベントを開催いたします。本イベントでは、期間中

獲得経験値が 50％アップいたします！  

公認ネットカフェ特典のほか、ペーパースロットの PGブーストアイテム・

も可能となっておりますので、ぜひこのお得な期間に『

     

！！！！        

開始前までの期間中、

期間中の全サーバーのゲ

ブーストアイテム・経

『ペーパーマン』をお



 

    

■■■■『『『『ペーパーマンペーパーマンペーパーマンペーパーマン』』』』とはとはとはとは    

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

徴であり、横を向くと線上になり、

弾で相手を燃やしてしまうなど、

はの演出が多数盛り込まれています

ーボイスには人気声優が出演し

ます。 

 

また、多数のアバターアイテムにより

型や衣装などを自分好みにアレンジでき

ターメイキングが楽しめます。 
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のキャラクターによるオンライン

出来ていることが最大の特

、撃たれれば穴が開き、爆

、ゲーム内には「紙」ならで

まれています。さらに、キャラクタ

し、ゲームをさらに盛り上げ

のアバターアイテムにより、キャラクターの髪

みにアレンジでき、様々なキャラク
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株式会社株式会社株式会社株式会社ゲームポットについてゲームポットについてゲームポットについて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、

メント株式会社の連結子会社です。ゲームポットは

ンシップを擁しており、幅広く展開する戦略的

業界のリーダーとしての地位を確立しております

（ 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 

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 

Wizardry Online 

ファンタジーアース ゼロ 

コンチェルトゲート フォルテ 

メビウスオンライン 

Livly Island COR 

THE SHOGUN 

お宝発掘 ホリキング 

トリックスター 

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    

狩りとも 

わグルま！    

童話スピリッツ（R）-魔法のﾄﾗﾝﾌﾟ-

ゾンビハンターズ by 狩りとも 

ラテール イリス物語 

特殊戦隊クロニクル 

戦姫★クライシス＠アクエリアンエイジ

ゆるロボ製作所 

萌妖★クライシス 

 

 

、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

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

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、

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

http://www.paperman.jp/ 

http://www.latale.jp/ 

http://www.pangya.jp/    

http://www.cabal.jp/ 

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

http://www.fezero.jp/ 

http://www.cgf.jp/ 

http://mebius-online.jp/ 

http://www.livly.com/ 

http://www.theshogun.jp/ 

http://horiking.jp/entrance/ 

http://www.trickster.jp/ 

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

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

http://www.waguruma.jp/ 

- http://company.gamepot.co.jp/special/douwa2/

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

http://www.latale.jp/smartphone/index.html 

http://tksc.docs.social-games.jp/support/gp_tksc/index.html

アクエリアンエイジ    http://company.gamepot.co.jp/special/senki/

http://company.gamepot.co.jp/social/yururobo/

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

現在、ソネットエンタテイン

海外開発会社とのリレーショ

、日本のオンラインゲーム

ホームページをご覧下さい。

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

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

http://company.gamepot.co.jp/special/douwa2/ 

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

 

games.jp/support/gp_tksc/index.html 

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

http://company.gamepot.co.jp/social/yururobo/ 

ompany.gamepot.co.jp/special/moeyou/ 


