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『ペーパーマン』『ペーパーマン』『ペーパーマン』『ペーパーマン』

本日本日本日本日 2222 月月月月 13131313 日（水）、日（水）、日（水）、日（水）、4444

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

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、

日（水）定期メンテナンスにてアップデート

 

本日2月13日（水）定期メンテナンス終了後より『ぺ

4 周年記念イベントでは、4 周年の特別な記念アイテムが

さらにペーパダスやクイズパピルスパレードなどのイベントや、ビットキャッシュキャンペーンなど、楽し

い企画も目白押し！毎週登場する

年をみんなでお祝いしよう！ 

 

≪≪≪≪4444 周年周年周年周年キャンペーン・イベント一覧≫キャンペーン・イベント一覧≫キャンペーン・イベント一覧≫キャンペーン・イベント一覧≫

【実施期間】【実施期間】【実施期間】【実施期間】    

2013 年2 月13 日（水）定期メンテナンス終了後～

 

詳細は下記特設サイトよりご確認ください詳細は下記特設サイトよりご確認ください詳細は下記特設サイトよりご確認ください詳細は下記特設サイトよりご確認ください
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会 社 名 株式会社ゲームポット

（URL http://www.gamepot.co.jp/

『ペーパーマン』『ペーパーマン』『ペーパーマン』『ペーパーマン』はおかげさまではおかげさまではおかげさまではおかげさまで 4444 周年を迎えました！周年を迎えました！周年を迎えました！周年を迎えました！    

4444 周年を記念したアイテムの実装や周年を記念したアイテムの実装や周年を記念したアイテムの実装や周年を記念したアイテムの実装や各イベントがスタート！各イベントがスタート！各イベントがスタート！各イベントがスタート！

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

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。 

みんなでみんなでみんなでみんなで 4444 周年をお祝いしよう！周年をお祝いしよう！周年をお祝いしよう！周年をお祝いしよう！    

日（水）定期メンテナンス終了後より『ぺ―パーマン』4周年記念イベントを開催いたします

周年の特別な記念アイテムが登場！ 

さらにペーパダスやクイズパピルスパレードなどのイベントや、ビットキャッシュキャンペーンなど、楽し

い企画も目白押し！毎週登場する 4 周年の企画にもこうご期待！！ぜひこの機会に『ペーパーマン』
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日（水）定期メンテナンス終了後～3 月13 日（水）定期メンテナンス開始前

詳細は下記特設サイトよりご確認ください詳細は下記特設サイトよりご確認ください詳細は下記特設サイトよりご確認ください詳細は下記特設サイトよりご確認ください    
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平成25 年2 月13 日 

株式会社ゲームポット 

http://www.gamepot.co.jp/ ） 

    

各イベントがスタート！各イベントがスタート！各イベントがスタート！各イベントがスタート！    

代表取締役社長：植田修平 

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2月13

 

周年記念イベントを開催いたします。

さらにペーパダスやクイズパピルスパレードなどのイベントや、ビットキャッシュキャンペーンなど、楽し

ぜひこの機会に『ペーパーマン』4 周

日（水）定期メンテナンス開始前 



 

    

    

ペラペラし続けてペラペラし続けてペラペラし続けてペラペラし続けて

 

本日2月13日（水）定期メンテナンス終了後より、

装や、トランペットや指揮棒などのユニークな武器が登場

値ありです！ 

ぜひこの機会に 4 周年記念アイテムを装備して、パレード気分でお祝いをしましょう！

 

●アニバーサリーパレードセット

 

    

 

ペラペラし続けてペラペラし続けてペラペラし続けてペラペラし続けて 4444 周年！周年！周年！周年！    「「「「4444 周年記念アイテム」登場！周年記念アイテム」登場！周年記念アイテム」登場！周年記念アイテム」登場！    

日（水）定期メンテナンス終了後より、ペーパーマン4周年を記念した可愛らしいパレード衣

装や、トランペットや指揮棒などのユニークな武器が登場いたします！ トランペットのギミックは一見の価

周年記念アイテムを装備して、パレード気分でお祝いをしましょう！

●アニバーサリーパレードセット/アニバーサリーパレードヘア 

 

        

 

周年を記念した可愛らしいパレード衣

トランペットのギミックは一見の価

周年記念アイテムを装備して、パレード気分でお祝いをしましょう！ 



 

●メイン武器●メイン武器●メイン武器●メイン武器    トランペットガントランペットガントランペットガントランペットガン    

 

 

●サブ武器●サブ武器●サブ武器●サブ武器    アニバーサリークラッカーアニバーサリークラッカーアニバーサリークラッカーアニバーサリークラッカー

 

●近接武器●近接武器●近接武器●近接武器    アニバーサリータクトアニバーサリータクトアニバーサリータクトアニバーサリータクト

 

 

    

 

    

 

 

アニバーサリークラッカーアニバーサリークラッカーアニバーサリークラッカーアニバーサリークラッカー 

 

 

アニバーサリータクトアニバーサリータクトアニバーサリータクトアニバーサリータクト    

 

        

 

 



 

どんどんまわしてお祝いしよう！どんどんまわしてお祝いしよう！どんどんまわしてお祝いしよう！どんどんまわしてお祝いしよう！

本日2 月13 日（水）定期メンテナンス終了後より、「

「4 周年ペーパダス」とは「ペーパダスポイント」を使ってペーパダスマシンをまわし、出てきたアイテム

がもらえるというイベントです！ 

ペーパダスマシンは3種あり、それぞれ出現するものが異なります！

ダスとしてアイテムが一新されただけではなく、固定アイテムとの交換や、全参加者の総消費ポイントに

応じて来週の獲得PG・EXP が決まる「

ペーパダスマシンをどんどんまわして、

 

    

クイズに答えて、クイズに答えて、クイズに答えて、クイズに答えて、

本日2月13日（水）定期メンテナンス終了後から

「クイズ！ パピルスパレード」を開催いたします。

ペーパーマンに関するクイズに回答すると、

初心者の方からベテランの方まで、幅広

中にはペーパーマンを知り尽くした方も

みてください！ 

全てのツイッターアイコンを集めると、さらに素敵なプレゼントも！？

獲得したツイッターアイコンをセットして、ペーパーマン

 

 

    

 

どんどんまわしてお祝いしよう！どんどんまわしてお祝いしよう！どんどんまわしてお祝いしよう！どんどんまわしてお祝いしよう！    「「「「4444 周年記念ペーパダス周年記念ペーパダス周年記念ペーパダス周年記念ペーパダス」」」」イベント開催イベント開催イベント開催イベント開催

日（水）定期メンテナンス終了後より、「4 周年記念ペーパダス」イベントを開催

周年ペーパダス」とは「ペーパダスポイント」を使ってペーパダスマシンをまわし、出てきたアイテム

 

種あり、それぞれ出現するものが異なります！ また、今回は

ダスとしてアイテムが一新されただけではなく、固定アイテムとの交換や、全参加者の総消費ポイントに

が決まる「4 歳のお誕生日ゲージ」が登場！ 

どんどんまわして、4 周年をお祝いしましょう！ 

クイズ！クイズ！クイズ！クイズ！    パピルスパレードパピルスパレードパピルスパレードパピルスパレード開催！！開催！！開催！！開催！！    

クイズに答えて、クイズに答えて、クイズに答えて、クイズに答えて、4444 周年記念ツイッターアイコンをゲット！！周年記念ツイッターアイコンをゲット！！周年記念ツイッターアイコンをゲット！！周年記念ツイッターアイコンをゲット！！    

日（水）定期メンテナンス終了後から3月13日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、

パピルスパレード」を開催いたします。 

ペーパーマンに関するクイズに回答すると、4周年記念ツイッターアイコンがダウンロードでき

初心者の方からベテランの方まで、幅広くお楽しみ頂ける内容となっております。  

中にはペーパーマンを知り尽くした方もうなるような問題も用意しておりますので、ぜひ

全てのツイッターアイコンを集めると、さらに素敵なプレゼントも！？ 

獲得したツイッターアイコンをセットして、ペーパーマン 4 周年のお祝いをつぶやきましょう

        

イベント開催イベント開催イベント開催イベント開催！！！！    

 

イベントを開催いたします。 

周年ペーパダス」とは「ペーパダスポイント」を使ってペーパダスマシンをまわし、出てきたアイテム

また、今回は4周年記念ペーパ

ダスとしてアイテムが一新されただけではなく、固定アイテムとの交換や、全参加者の総消費ポイントに

    

 

日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、

周年記念ツイッターアイコンがダウンロードできるという、

ぜひチャレンジして

周年のお祝いをつぶやきましょう！ 



 

本日2月13日（水）定期メンテナンス終了後から

ビットキャッシュを用いて CASH チャージをした方の中から抽選で

たオリジナルビットキャッシュカード（

 チャージをするなら今がチャンスです

 

【【【【ビットキャッシュカードビットキャッシュカードビットキャッシュカードビットキャッシュカード】】】】    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※画像はイメージとなります。 

 

 

休眠復帰キャンペーン休眠復帰キャンペーン休眠復帰キャンペーン休眠復帰キャンペーン

 

本日2月13日（水）定期メンテナンス終了後から

休眠復帰キャンペーンを開催いたします。

今回は 2012 年9 月までにキャラクターを作成したアカウントで

日の間に 1 度もログインをしていない方を対象に

ールド(G05)、武器袋ゴールド（G0

さらに、該当するアカウントにてゲーム内で

EXP+50%(30 日)をプレゼントいたします。

 4 周年を迎えパワーアップした「ペーパーマン」をぜひお楽しみください！！

 

  

 

 

 

ビットキャッシュキャンペーンビットキャッシュキャンペーンビットキャッシュキャンペーンビットキャッシュキャンペーン開催！！開催！！開催！！開催！！    

    

日（水）定期メンテナンス終了後から3月13日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、

チャージをした方の中から抽選で 100 名様に 4 周年記念

オリジナルビットキャッシュカード（500 円相当）をプレゼントいたします！ 

チャージをするなら今がチャンスです！ ぜひお見逃しなく！！ 

 

休眠復帰キャンペーン休眠復帰キャンペーン休眠復帰キャンペーン休眠復帰キャンペーン    4444 周年を迎えたペーパーマンを楽しもう！周年を迎えたペーパーマンを楽しもう！周年を迎えたペーパーマンを楽しもう！周年を迎えたペーパーマンを楽しもう！

日（水）定期メンテナンス終了後から3月13日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、

休眠復帰キャンペーンを開催いたします。 

月までにキャラクターを作成したアカウントで 2012 年10 月1 日から

度もログインをしていない方を対象に武器袋ゴールド(G02)、武器袋ゴールド

G06）、武器袋ゴールド（G09）をプレゼントいたします。 

さらに、該当するアカウントにてゲーム内で 3 戦以上プレイすると、福袋(☆☆☆)、PG+50%(7

をプレゼントいたします。 

周年を迎えパワーアップした「ペーパーマン」をぜひお楽しみください！！   

   

 

日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、

周年記念イラストで製作し

周年を迎えたペーパーマンを楽しもう！周年を迎えたペーパーマンを楽しもう！周年を迎えたペーパーマンを楽しもう！周年を迎えたペーパーマンを楽しもう！    

日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、

から 2013 年1 月31

、武器袋ゴールド(G04)、武器袋ゴ

 

PG+50%(7 日)、

   

 

 



 

■『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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ペーパーマンは、「紙」のキャラクターによるオンライン
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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
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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 

Wizardry Onlin 

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 

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 

トリックスター 

THE SHOGUN 

Livly Island COR 

幕末魂 

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（R）-魔法のﾄﾗﾝﾌﾟ-

童話スピリッツ-海と空の島々-    

狩りとも 

わグルま！    

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

ラテール イリス物語 

蒼穹ドラゴンギルド 

スマートフォンアプリスマートフォンアプリスマートフォンアプリスマートフォンアプリ 

ゆるロボ製作所 

ゆるロボ製作所ふぃーばー 

 

    

 

 

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

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

http://pf.mbga.jp/12010535 

http://yururobo.jp 

http://yururobo.jp 
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