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「「「「Mosin NagantMosin NagantMosin NagantMosin Nagant

さらにさらにさらにさらに会員数会員数会員数会員数 100100100100 万人突破記念イベント「パピルスフェスティバル」万人突破記念イベント「パピルスフェスティバル」万人突破記念イベント「パピルスフェスティバル」万人突破記念イベント「パピルスフェスティバル」

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
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本日8 月7 日（水）定期メンテナンスにて、「ペーパチ

今回より大当たりに、夏の爽やかさいっぱい

エーションのボイスを取り揃えました

また、キャラクター達が夏の制服に着替えた「

Nagant (ゴールド)」も登場しました。

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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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。 

夏の爽やかさいっぱいの夏の爽やかさいっぱいの夏の爽やかさいっぱいの夏の爽やかさいっぱいの「「「「SummerSchoolSummerSchoolSummerSchoolSummerSchool ボイスボイスボイスボイス」が登場！」が登場！」が登場！」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、夏の爽やかさいっぱいの「SummerSchool ボイス」が登場！ 様々な夏のシチュ

エーションのボイスを取り揃えました。衣装と一緒に合わせて遊んでみてください。 

夏の制服に着替えた「SummerSchool セット」や、優れた照準性能を持つ

した。 

の新しいアイテムで『ペーパーマン』をプレイして、熱い夏を楽しもう
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お祭り騒ぎは終わらない！お祭り騒ぎは終わらない！お祭り騒ぎは終わらない！お祭り騒ぎは終わらない！

まだまだ続く「ペーパーマン 100

8 月7 日（水）定期メンテナンス終了後から新たなイベントがスタートしました

 

【パピルスフェスティバル【パピルスフェスティバル【パピルスフェスティバル【パピルスフェスティバル    概要】概要】概要】概要】

期間： 7 月31 日（水）定期メンテナンス終了後から

 

---8 月7 日（水）開催イベント内容

◆100 万分の 1 トーナメント  

◆パピルス自由工作発表会  

◆大プレゼントキャンペーン 

 

◆最強の◆最強の◆最強の◆最強の 1111 人が決定する！「人が決定する！「人が決定する！「人が決定する！「100100100100

「100 万分の 1 トーナメント」はその名の通り、

予選トーナメントは個人サバイバル、決勝トーナメントは戦術モードの

 クランやチームではなく、自分の力だけで勝ち残り、ただひとつの最強を勝ち取ってください！

 

◆自由に作品を投稿しよう！「パピルス自由工作発表会」◆自由に作品を投稿しよう！「パピルス自由工作発表会」◆自由に作品を投稿しよう！「パピルス自由工作発表会」◆自由に作品を投稿しよう！「パピルス自由工作発表会」

パピルス自由工作発表会とは、ペーパーマンに関する創作物を投稿するイベント

 見事運営チームのお気に入りに選ばれた方には、素敵なアイテムをプレゼント

また、投稿して頂いた方全員に福袋をもれなくプレゼント

 

◆◆◆◆100100100100 万人の感謝をこめて「大プレゼントキャンペーン」万人の感謝をこめて「大プレゼントキャンペーン」万人の感謝をこめて「大プレゼントキャンペーン」万人の感謝をこめて「大プレゼントキャンペーン」

100 万人を記念して、ペーパーマンのキャラクター達や協賛企業様から素敵なプレゼントが

届きました。 

注意事項をよく読んで、好きなプレゼントに応募し

 

詳しくは「パピルスフェスティバル」特設サイトをご覧ください。
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日（水）定期メンテナンス開始前まで 

万人の頂点を決めるための個人大会です。 

勝敗を決定します。 

クランやチームではなく、自分の力だけで勝ち残り、ただひとつの最強を勝ち取ってください！ 
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「「「「武器袋ゴールド武器袋ゴールド武器袋ゴールド武器袋ゴールド

本日8 月7 日(水)定期メンテナンス

3 種類、合計6 種類が一気に登場しま

今回登場したのは「武器袋ゴールド（

ス袋（Hunter）」、「ボイス袋（Magician

「武器袋ゴールド」には大当たりとして様々なゴールド武器が、「ボイス袋」

入っています。中身は開けてのお楽しみ。

この機会に手に入れて、『ペーパーマン』をプレイしよう！

 

 

新武器「新武器「新武器「新武器「

本日8 月7 日(水)定期メンテナンス

た。 

「TYPE95」はブルパップ式アサルトライフル。

さらに強化することも可能な武器です

また、かっぱっぱボムは見た目が非常にインパクトのあるボムです。甲羅をくすぐると何かがおこ

る！？ 

ぜひゲーム内で手に入れて、その性能を試してみてください！

 

    

 

武器袋ゴールド武器袋ゴールド武器袋ゴールド武器袋ゴールド」」」」、、、、「「「「ボイス袋ボイス袋ボイス袋ボイス袋」」」」がががが全全全全 6666 種類種類種類種類、大ボリュームで、大ボリュームで、大ボリュームで、大ボリュームで登場！登場！登場！登場！

メンテナンス終了後より、先週に引き続き、武器袋ゴールド・ボイス袋がそれぞれ

種類が一気に登場しました。 

武器袋ゴールド（G13）」、「武器袋ゴールド（G14）」、「武器袋ゴールド（

Magician）」、「ボイス袋（Dracula）」。 

「武器袋ゴールド」には大当たりとして様々なゴールド武器が、「ボイス袋」には大当たりとしてボイスが

入っています。中身は開けてのお楽しみ。 

この機会に手に入れて、『ペーパーマン』をプレイしよう！ 

新武器「新武器「新武器「新武器「TYPE95TYPE95TYPE95TYPE95」」」」＆＆＆＆かっぱっぱボム」登場かっぱっぱボム」登場かっぱっぱボム」登場かっぱっぱボム」登場！！！！    

メンテナンス終了後より、新しい武器「TYPE95」と「かっぱっぱボム

はブルパップ式アサルトライフル。7 月31 日（水）に実装された武器パーツアップシステムで

さらに強化することも可能な武器です。 

かっぱっぱボムは見た目が非常にインパクトのあるボムです。甲羅をくすぐると何かがおこ

ぜひゲーム内で手に入れて、その性能を試してみてください！ 
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武器袋ゴールド（G15）」、「ボイ

には大当たりとしてボイスが

    

かっぱっぱボム」が登場しまし

日（水）に実装された武器パーツアップシステムで

かっぱっぱボムは見た目が非常にインパクトのあるボムです。甲羅をくすぐると何かがおこ
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■『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、

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。（

（※）AGGP Holdings,Inc.はソネット株式会社のグループ会社です。
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