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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

待望の占領戦新マップ『チェスキャッスル』登場！！待望の占領戦新マップ『チェスキャッスル』登場！！待望の占領戦新マップ『チェスキャッスル』登場！！待望の占領戦新マップ『チェスキャッスル』登場！！

さらに毎日さらに毎日さらに毎日さらに毎日 PGPGPGPG

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

ペーパチペーパチペーパチペーパチ CASHCASHCASHCASH にボイスが入れ替わっちゃう「シャッフルにボイスが入れ替わっちゃう「シャッフルにボイスが入れ替わっちゃう「シャッフルにボイスが入れ替わっちゃう「シャッフル

本日5 月1 日（水）定期メンテナンス

今回より大当たりにボイスが入れ替わる「シャッフル

また、キャラクター達がスポーティーに変身する「バスケ＆チアセット」や、ゴールドに変身したポンプア

クションショットガン「RMB-93（ゴールド）」が登場いたします！

ペーパチ CASH の新しいアイテムで『ペーパーマン』をプレイして、
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本日本日本日本日 5555 月月月月 1111 日（水）ペーパチ日（水）ペーパチ日（水）ペーパチ日（水）ペーパチ CASHCASHCASHCASH にシャッフルボイスやにシャッフルボイスやにシャッフルボイスやにシャッフルボイスや

待望の占領戦新マップ『チェスキャッスル』登場！！待望の占領戦新マップ『チェスキャッスル』登場！！待望の占領戦新マップ『チェスキャッスル』登場！！待望の占領戦新マップ『チェスキャッスル』登場！！    

PGPGPGPG ゲットのチャンス！ゲットのチャンス！ゲットのチャンス！ゲットのチャンス！    『ペーパチ『ペーパチ『ペーパチ『ペーパチ WEBWEBWEBWEB』が再び！！』が再び！！』が再び！！』が再び！！

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。 

    

にボイスが入れ替わっちゃう「シャッフルにボイスが入れ替わっちゃう「シャッフルにボイスが入れ替わっちゃう「シャッフルにボイスが入れ替わっちゃう「シャッフル 2222 ボイス」が登場！！ボイス」が登場！！ボイス」が登場！！ボイス」が登場！！

日（水）定期メンテナンスにて、「ペーパチ CASH」を更新いたしました。 

今回より大当たりにボイスが入れ替わる「シャッフル 2 ボイス」が登場！！ 

また、キャラクター達がスポーティーに変身する「バスケ＆チアセット」や、ゴールドに変身したポンプア

（ゴールド）」が登場いたします！ 

の新しいアイテムで『ペーパーマン』をプレイして、5 月病を吹き飛ばしてください！！
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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 5 月 1

ボイス」が登場！！ボイス」が登場！！ボイス」が登場！！ボイス」が登場！！    

    

 

また、キャラクター達がスポーティーに変身する「バスケ＆チアセット」や、ゴールドに変身したポンプア

月病を吹き飛ばしてください！！ 

 



 

◆メイン武器 RMB-93 （ゴールド）

 

 

 

◆バスケ＆チアセット 
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占領戦に待望の新マップ「チェスキャッスル」が登場！占領戦に待望の新マップ「チェスキャッスル」が登場！占領戦に待望の新マップ「チェスキャッスル」が登場！占領戦に待望の新マップ「チェスキャッスル」が登場！

本日5 月1 日(水)定期メンテナンス

新マップ「チェスキャッスル」はその名の通り、チェスをモチーフとした

幻想的な夜空やところどころに点在する灯の

雑に入り組んでおり、多彩なスキルや戦術を必要とされるマップとなります。

 

また実装を記念し、本日5 月1

前までの期間中、1 週間限定の PG

 期間中、MAP「チェスキャッスル（占領戦）」でのゲーム終了時に獲得

 ぜひこの機会に新マップをお楽しみください！！

 

幻想的な夜空の幻想的な夜空の幻想的な夜空の幻想的な夜空の MAPMAPMAPMAP

至る所にチェスのモチーフ至る所にチェスのモチーフ至る所にチェスのモチーフ至る所にチェスのモチーフ

 

 

 

 

 

 

    

 

占領戦に待望の新マップ「チェスキャッスル」が登場！占領戦に待望の新マップ「チェスキャッスル」が登場！占領戦に待望の新マップ「チェスキャッスル」が登場！占領戦に待望の新マップ「チェスキャッスル」が登場！    実装記念の獲得実装記念の獲得実装記念の獲得実装記念の獲得 UPUPUPUP イベントも開催！！イベントも開催！！イベントも開催！！イベントも開催！！

メンテナンスにて、新マップ「チェスキャッスル」が登場いたします。

新マップ「チェスキャッスル」はその名の通り、チェスをモチーフとした MAP となっております。

幻想的な夜空やところどころに点在する灯の光が特徴的なマップとなっておりますが、建物の構造も複

おり、多彩なスキルや戦術を必要とされるマップとなります。 

1 日（水）定期メンテナンス終了後から 5 月8 日（水）定期メンテナンス開始

PG・Exp の獲得アップイベントも開催いたします！！ 

「チェスキャッスル（占領戦）」でのゲーム終了時に獲得PG・Exp が 50％

ぜひこの機会に新マップをお楽しみください！！ 

 
MAPMAPMAPMAP    屋内や遮蔽物も多く、複雑な構造屋内や遮蔽物も多く、複雑な構造屋内や遮蔽物も多く、複雑な構造屋内や遮蔽物も多く、複雑な構造

 
至る所にチェスのモチーフ至る所にチェスのモチーフ至る所にチェスのモチーフ至る所にチェスのモチーフ    ナイトの駒が銅像として登場ナイトの駒が銅像として登場ナイトの駒が銅像として登場ナイトの駒が銅像として登場

イベントも開催！！イベントも開催！！イベントも開催！！イベントも開催！！    

 

にて、新マップ「チェスキャッスル」が登場いたします。 

となっております。 

光が特徴的なマップとなっておりますが、建物の構造も複

日（水）定期メンテナンス開始

 

％UP いたします！ 

 
屋内や遮蔽物も多く、複雑な構造屋内や遮蔽物も多く、複雑な構造屋内や遮蔽物も多く、複雑な構造屋内や遮蔽物も多く、複雑な構造    

 
ナイトの駒が銅像として登場ナイトの駒が銅像として登場ナイトの駒が銅像として登場ナイトの駒が銅像として登場    



 

ロマンを感じる「ロマンを感じる「ロマンを感じる「ロマンを感じる「MMMM----1 Car1 Car1 Car1 Carbinebinebinebine

本日5 月1 日(水)定期メンテナンス

今回登場したメイン武器「M-1 

それをカバーする威力と精度は必見！！

さらに SALE 機能追加記念として、

本日5 月1 日（水）登場の「M-

この価格で購入できるのは今だけ

 

◆メイン武器◆メイン武器◆メイン武器◆メイン武器        MMMM----1111    CarbineCarbineCarbineCarbine    

    

    

◆割引武器ラインナップ◆割引武器ラインナップ◆割引武器ラインナップ◆割引武器ラインナップ    

アイテム名アイテム名アイテム名アイテム名 

M3 GREASEGUN 

MP18 

100 式機関短銃 

Mosin Nagant 

MG42 

99 式軽機関銃 

DP28 

TOMMY GUN 

※Mosin Nagant の割引価格は必見です！

 

binebinebinebine」」」」実装！実装！実装！実装！    同年代に活躍した銃器たちの割引セールも実施！！同年代に活躍した銃器たちの割引セールも実施！！同年代に活躍した銃器たちの割引セールも実施！！同年代に活躍した銃器たちの割引セールも実施！！

メンテナンスにて、アイテムショップにアイテムを追加いたしました！

 Carbine」は 1900 年代中盤を支えた傑作小銃！ 装弾数は少ないものの、

は必見！！ 

機能追加記念として、1 週間限定で一部PG 武器の 10％割引セールを実施！！

-1  Carbine」と同年代に活躍した銃器たちが割引価格で入手できます！

この価格で購入できるのは今だけかも？！ この機会をお見逃しなく！！ 

    

    

元の価格元の価格元の価格元の価格 割引後価格割引後価格割引後価格割引後価格

38,000 34,200

32,000 28,800

48,000 43,200

85,000 76,500

55,000 49,500

32,000 28,800

55,000 49,500

34,000 30,600

の割引価格は必見です！ 

同年代に活躍した銃器たちの割引セールも実施！！同年代に活躍した銃器たちの割引セールも実施！！同年代に活躍した銃器たちの割引セールも実施！！同年代に活躍した銃器たちの割引セールも実施！！    

 

アイテムショップにアイテムを追加いたしました！ 

装弾数は少ないものの、

％割引セールを実施！！ 

が割引価格で入手できます！ 

    

割引後価格割引後価格割引後価格割引後価格 

34,200 

28,800 
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76,500 

49,500 

28,800 

49,500 

30,600 



 

謎の新ガチャ「ペーパーガッチャン」も更新！謎の新ガチャ「ペーパーガッチャン」も更新！謎の新ガチャ「ペーパーガッチャン」も更新！謎の新ガチャ「ペーパーガッチャン」も更新！

 

 ペーパーガッチャンとは、期間によって出現アイテムが変化するガチャマシンです。

 今回は各キャラクターの加古のペーパチ

 

5月1日（水）定期メンテナンス終了後から

のペーパチ CASH アイテムが出現いたします！

 

☆欲しいボイスを必ずゲットできる特別キャンペーンも引き続き開催中！☆

 

ペーパーガッチャン1プレイ毎に専用ポイントがたまる特別キャンペーンで、ポイントを貯めれば様々な

アイテムと交換ができ、30 ポイント貯めればお好きなキャラクターボイスと交換が可能です！！

 

ぜひ、この機会にペーパーガッチャンをプレイしてみてください！！

 

 

    

 

謎の新ガチャ「ペーパーガッチャン」も更新！謎の新ガチャ「ペーパーガッチャン」も更新！謎の新ガチャ「ペーパーガッチャン」も更新！謎の新ガチャ「ペーパーガッチャン」も更新！    今週はドッドン！今週はドッドン！今週はドッドン！今週はドッドン！    

ペーパーガッチャンとは、期間によって出現アイテムが変化するガチャマシンです。 

今回は各キャラクターの加古のペーパチ CASH アイテムが毎週登場！ 

日（水）定期メンテナンス終了後から5月8日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、ドッドン

アイテムが出現いたします！ 

☆欲しいボイスを必ずゲットできる特別キャンペーンも引き続き開催中！☆ 

プレイ毎に専用ポイントがたまる特別キャンペーンで、ポイントを貯めれば様々な

ポイント貯めればお好きなキャラクターボイスと交換が可能です！！

ぜひ、この機会にペーパーガッチャンをプレイしてみてください！！ 

        

    

 

 

日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、ドッドン

プレイ毎に専用ポイントがたまる特別キャンペーンで、ポイントを貯めれば様々な

ポイント貯めればお好きなキャラクターボイスと交換が可能です！！ 



 

毎日毎日毎日毎日 PGPGPGPG ゲットのチャンス！ゲットのチャンス！ゲットのチャンス！ゲットのチャンス！

 あの「ペーパチ WEB」が帰ってきた！！

 スロットスタートボタンを押して同じ絵柄を揃えると素敵な賞品がもらえますので、毎日プレイしよ

う！！ 

 

【イベント期間】【イベント期間】【イベント期間】【イベント期間】    

2013 年5 月1 日（水）定期メンテナンス終了後～

 

【当選内容】【当選内容】【当選内容】【当選内容】    

1 等 福袋（☆） 

2 等 1,000PG  

3 等 500PG  

4 等 ハズレ 

 

【注意事項】【注意事項】【注意事項】【注意事項】    

※１日１回のみのイベントに参加することが出来ます。

※１日の切り替えは 0:00～23:59

※賞品はプレゼントボックスへ配布されます。

 

ゲットのチャンス！ゲットのチャンス！ゲットのチャンス！ゲットのチャンス！    ペーパチペーパチペーパチペーパチ WEBWEBWEBWEB がかえってきた！！がかえってきた！！がかえってきた！！がかえってきた！！

」が帰ってきた！！ イベント期間中、1 日1 回PG ゲットのチャンス！

スロットスタートボタンを押して同じ絵柄を揃えると素敵な賞品がもらえますので、毎日プレイしよ

日（水）定期メンテナンス終了後～2013 年5 月15 日（水）定期メンテナンス開始前

※１日１回のみのイベントに参加することが出来ます。 

23:59 となっております。 

※賞品はプレゼントボックスへ配布されます。 

がかえってきた！！がかえってきた！！がかえってきた！！がかえってきた！！    

 
ゲットのチャンス！ 

スロットスタートボタンを押して同じ絵柄を揃えると素敵な賞品がもらえますので、毎日プレイしよ

日（水）定期メンテナンス開始前 



 

■『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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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 Online 

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 

トリックスター 

Livly Island COR 

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！    

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

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

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.paperman.jp/ 

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

http://www.latale.jp/ 

http://www.pangya.jp/    

http://www.cabal.jp/ 

http://www.fezero.jp/ 

http://www.cgf.jp/ 

http://www.trickster.jp/ 

http://www.livly.com/ 

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

http://company.gamepot.co.jp/special/douwa3/ 

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

http://www.waguruma.jp/ 

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

http://pf.mbga.jp/12010535 

http://yururobo.jp 

http://yururobo.jp 

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

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

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

 


