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本日12 月26 日（水）定期メンテナンスにて

今回は大当たりに、名武将を彷彿

また、戦国武将や姫になりきれる

SR-25(ゴールド)」として登場する

ペーパチ CASH で新しい武器や
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とさせるとさせるとさせるとさせる「「「「武士武士武士武士((((もののふもののふもののふもののふ))))ボイスボイスボイスボイス」」」」やややや、、、、    

のバランスがのバランスがのバランスがのバランスが秀逸秀逸秀逸秀逸なななな新武器新武器新武器新武器「「「「KSGKSGKSGKSG----12121212」」」」などなどなどなどもももも登場登場登場登場

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

アップデートを行いました。 

CASHCASHCASHCASH にににに、、、、武士武士武士武士((((もののふもののふもののふもののふ))))ののののボイスボイスボイスボイスやセットやセットやセットやセット衣装衣装衣装衣装、、、、    

Knights SRKnights SRKnights SRKnights SR----25252525」」」」がががが「「「「Knights SRKnights SRKnights SRKnights SR----25(25(25(25(ゴールドゴールドゴールドゴールド))))」」」」としてとしてとしてとして新新新新登場登場登場登場！！！！

メンテナンスにて、「ペーパチ CASH」を更新いたしました。

彷彿とさせる「武士(もののふ)ボイス」が登場！ 

になりきれる「武士(もののふ)セット」や、名SR の「Knights SR-25

する他、「妖刀 菊一文字」なる妖しい近接武器も登場いた

武器や衣装を手に入れて、年末年始の『ペーパーマン』をお
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代表取締役社長：植田修平 

において、本日 12 月
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をお楽しみください！ 
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本日12 月26 日（水）定期メンテナ

今回登場するショットガン「KSG

また、蛇年を祝って「ゆかたセット

が登場します！レム専用のアバターも

ぜひアイテムショップをチェック
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メンテナンス終了後より、アイテムショップにアイテムを追加

KSG-12」は威力・集弾・装弾数のバランスが秀逸なショットガン

セット（蛇）」や「ゆかたヘア（蛇）」、蛇の飛び出す新投擲
とう てき

武器

のアバターも続々追加！  

アイテムショップをチェックしてくださいね！  

        

        

ボムボムボムボムもももも追加追加追加追加！！！！        

 

追加いたしました。 

ショットガンです！ 

武器「Snake Bomb」
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年末年始年末年始年末年始年末年始はペーパーマンではペーパーマンではペーパーマンではペーパーマンで

本日12 月26 日(水)メンテナンス

新年を祝って現れるという「紙人招
かみびとしょう

うです！ 

招福コインを貯めると、「リアルグッズ

リアルグッズや、ゲーム内アイテムをゲットできる

  

【イベント期間】 

2012 年12 月26 日(水)定期メンテナンス

 

【イベント内容】 

招福コインを貯めて、 

「リアルグッズの応募」や、 

「ゲーム内アイテムとの交換」をしよう

 

招福コインは様々な方法で獲得する

 

【招福コインの貰い方】 

①CASH チャージで PG もコインももらっちゃおう

1,000 円チャージする毎に 10 枚のボーナス

また、イベント開催期間中のチャージ

  

②ペーパーマンをプレイしてコインゲット

イベント開催期間中、10 戦毎に招福

たくさんプレイしてコインをゲットしよう

  

③毎日ログインしてコインゲット！

毎日ペーパーマンにログインして

また、ログインした回数によって特別報酬

スタンプを貯めて特別報酬をゲットしよう

    

来年も引き続き、ペーパーマンをよろしくお

 

はペーパーマンではペーパーマンではペーパーマンではペーパーマンで遊遊遊遊ぼうぼうぼうぼう！！！！    イベントイベントイベントイベント「「「「紙人招紙人招紙人招紙人招
かみびとしょう
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商店商店商店商店」」」」開催開催開催開催

メンテナンス終了後より、イベント「紙人招
かみびとしょう

福
ふく

商店」を開催いたします

紙人招
かみびとしょう

福
ふく

商店」、どうやら「紙人招
かみびとしょう

福
ふく

商店」はパピルス王国

リアルグッズの応募」や「ゲーム内アイテムとの交換」をする

アイテムをゲットできる、お得なチャンスをお見逃しなく！

メンテナンス終了後～2013 年1 月9 日(水)定期メンテナンス

をしよう！ 

することが可能です！ 

もコインももらっちゃおう！ 

のボーナス招福コインを獲得できます！ 

のチャージ額に応じて、ボーナス PG もゲット！！ 

ペーパーマンをプレイしてコインゲット！ 

招福コインを 1 枚入手！ 

たくさんプレイしてコインをゲットしよう！！ 

！ 

ペーパーマンにログインして招福コインゲット！ 

特別報酬をプレゼント！ 

をゲットしよう！！    

ペーパーマンをよろしくお願いいたします！ 

開催開催開催開催！！！！        

 

いたします！ 

王国にやって来たよ

をする事ができます！ 

 

メンテナンス開始前 



 

■■■■『『『『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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、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

、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/ ） 
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、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、
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