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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史上初史上初史上初史上初！！！！    仲間と仲間と仲間と仲間と

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、

27 日（水）定期メンテナンスにてアップデート

 

本日11 月27 日(水)定期メンテナンス終了後より、ペーパーマン史上初となる、新モード「

いたします。 

 

「PVE」とは、最大4 人の仲間と協力して

各ステージには強力なボスが待ち構えており、そのボスを倒してステージを進めていきます

テージをクリアすれば、報酬として「

ぜひお友達もお誘い合わせの上

 

 

    

 

 平成

会 社 名 株式会社ゲームポット

（URL http://www.gamepot.co.jp/

大型アップデート実施！大型アップデート実施！大型アップデート実施！大型アップデート実施！        

仲間と仲間と仲間と仲間と協力し、協力し、協力し、協力し、全ステージをクリアせよ全ステージをクリアせよ全ステージをクリアせよ全ステージをクリアせよ！！！！新モード「新モード「新モード「新モード「

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す。 

仲間との絆を示せ仲間との絆を示せ仲間との絆を示せ仲間との絆を示せ    「「「「PVEPVEPVEPVE」」」」実装実装実装実装！！！！    

定期メンテナンス終了後より、ペーパーマン史上初となる、新モード「

仲間と協力して、AI の敵を倒していく新たなゲームモードです。

各ステージには強力なボスが待ち構えており、そのボスを倒してステージを進めていきます

テージをクリアすれば、報酬として「PVE」でしか手に入らないアイテムがゲットできます

もお誘い合わせの上、プレイしてみてください！ 

        

平成25 年11 月27 日 

株式会社ゲームポット 

http://www.gamepot.co.jp/ ） 

新モード「新モード「新モード「新モード「PVEPVEPVEPVE」実装」実装」実装」実装    

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11 月

    

定期メンテナンス終了後より、ペーパーマン史上初となる、新モード「PVE」が登場

です。 

各ステージには強力なボスが待ち構えており、そのボスを倒してステージを進めていきます。全てのス

」でしか手に入らないアイテムがゲットできます。 
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【【【【PVEPVEPVEPVE 専用報酬アイテム専用報酬アイテム専用報酬アイテム専用報酬アイテム（一部）（一部）（一部）（一部）】】】】

    

他にもたくさんの報酬アイテムを用意しております。

 

    

ローディング時間を短縮し、快適なプレイが可能に！ローディング時間を短縮し、快適なプレイが可能に！ローディング時間を短縮し、快適なプレイが可能に！ローディング時間を短縮し、快適なプレイが可能に！

本日11 月27 日(水)定期メンテナンス

 

「起動高速化」は、ペーパーマンにおける様々な読み込み時間を短縮し、プレイの快適さを向上させる

ことを目的としたアップデートです

PC 環境にも左右されますが、読み込

ぜひ快適さを堪能してみてください！

 

 

    

 

】】】】    

他にもたくさんの報酬アイテムを用意しております。 

ペーパーマンに起動高速化ペーパーマンに起動高速化ペーパーマンに起動高速化ペーパーマンに起動高速化を適用を適用を適用を適用    

ローディング時間を短縮し、快適なプレイが可能に！ローディング時間を短縮し、快適なプレイが可能に！ローディング時間を短縮し、快適なプレイが可能に！ローディング時間を短縮し、快適なプレイが可能に！    

メンテナンスにて、「起動高速化」を適用いたします。 

、ペーパーマンにおける様々な読み込み時間を短縮し、プレイの快適さを向上させる

です。 

環境にも左右されますが、読み込みはこれまでの半分以下となる速度でローディングが可能です

ぜひ快適さを堪能してみてください！ 

        

    

  

、ペーパーマンにおける様々な読み込み時間を短縮し、プレイの快適さを向上させる

みはこれまでの半分以下となる速度でローディングが可能です。



 

本日11 月27 日(水)定期メンテナンス終了後より、ペーパチ

イベント期間中、1 日1 回スロットボタンを押すことができ、同じ絵柄を揃えると素敵な賞品をもらえるチ

ャンスです！ 

 

今回は1等の当選アイテムが福袋（☆☆）にグレードアップしたほか、

ムが入手できます。 

 毎日挑戦してアイテムゲットを狙いましょう！

 

【イベント期間】 

11 月27 日(水)定期メンテナンス終了後

 

【当選内容】  

1 等 福袋（☆☆） 

2 等 1,000PG 

3 等 PVE 専用弾薬補給アイテム（

4 等 ハズレ 

   

【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 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。

    

 

「「「「PVEPVEPVEPVE」だよ！」だよ！」だよ！」だよ！        

「帰ってきたペーパチ「帰ってきたペーパチ「帰ってきたペーパチ「帰ってきたペーパチ WEBWEBWEBWEB＋」登場＋」登場＋」登場＋」登場    

定期メンテナンス終了後より、ペーパチ WEB を開始いたします。

回スロットボタンを押すことができ、同じ絵柄を揃えると素敵な賞品をもらえるチ

等の当選アイテムが福袋（☆☆）にグレードアップしたほか、3等では「PVE

毎日挑戦してアイテムゲットを狙いましょう！  

メンテナンス終了後 ～ 12 月11 日（水）定期メンテナンス開始前 

補給アイテム（10 回分） 

回のみのイベントに参加することが出来ます。 

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。 

        

 

を開始いたします。 

回スロットボタンを押すことができ、同じ絵柄を揃えると素敵な賞品をもらえるチ

PVEモード」専用アイテ

 



 

「「「「

「総額「総額「総額「総額

 本日11月27日(水)定期メンテナンス終了後

ーンを開催いたします。 

 

イベント期間中、今回実装された

で 10,000,000 PG を山分けしてプレゼント

 

 仲間と協力するもよし、1人孤高に立ち向かうもよし、

けに参加しましょう！ 

 

【イベント期間】 

11 月27 日(水)定期メンテナンス終了後

 

【イベント内容】  

「PVE モード」をクリアしたプレイヤーを対象に

 

【PG 配布日】 

12 月4 日（水）定期メンテナンス時

 

【注意事項】 

※報酬PG は、直接所持PG へ加算されます

※クリアする「PVE モード」は、「イージー」「ノーマル」「ハード」どのモードでもかまいません。

    

 

「「「「PVEPVEPVEPVE モード」をクリアして山分けしよう！モード」をクリアして山分けしよう！モード」をクリアして山分けしよう！モード」をクリアして山分けしよう！    

「総額「総額「総額「総額 10,000,000PG10,000,000PG10,000,000PG10,000,000PG 山分け」キャンペーン山分け」キャンペーン山分け」キャンペーン山分け」キャンペーン開催開催開催開催    

定期メンテナンス終了後から1週間限定、「総額 10,000,000 PG

、今回実装された「PVE モード」の最終ステージを 1 度でもクリアした方を対象に、全員

してプレゼントします。 

人孤高に立ち向かうもよし、「PVEモード」をクリアして10,000,000 

メンテナンス終了後 ～ 12 月4 日（水）定期メンテナンス開始前 

をクリアしたプレイヤーを対象に、10,000,000 PG を山分けしてプレゼント。

日（水）定期メンテナンス時 

へ加算されます。 

は、「イージー」「ノーマル」「ハード」どのモードでもかまいません。

        

 

10,000,000 PG山分け」キャンペ

度でもクリアした方を対象に、全員

10,000,000 PGの山分

 

。 

は、「イージー」「ノーマル」「ハード」どのモードでもかまいません。 



 

「「「「PVEPVEPVEPVE

本日11 月27 日(水)定期メンテナンス終了後

 

12 月4 日（水）メンテナンス開始前

アした方を対象に、最速クリアの称号

  

1 週間という限定された期間に攻略のカギを掴むことができるかがポイント！

ぜひ挑戦してみてください。 

 

【イベント期間】 

11 月27 日(水)定期メンテナンス終了後

 

【イベント内容】  

期間内に「PVE モード」（ハード）をクリアしたプレイヤーを対象に

 

・称号「スピードスター」 

・福袋（☆☆☆） 

 

【アイテム配布日】 

12 月4 日（水）定期メンテナンス時

 

【注意事項】 

※報酬プレゼントボックスへ配布

※対象となる「PVE モード」は、「ハードモード

    

 

PVEPVEPVEPVE モード」ハードモード最速クリアを目指せ！モード」ハードモード最速クリアを目指せ！モード」ハードモード最速クリアを目指せ！モード」ハードモード最速クリアを目指せ！    

「スピードスター」イベント「スピードスター」イベント「スピードスター」イベント「スピードスター」イベントスタートスタートスタートスタート    

定期メンテナンス終了後から、「スピードスター」イベントを開催いたします

日（水）メンテナンス開始前までに、今回実装された「PVE モード」のハードモード

最速クリアの称号および福袋（☆☆☆）をプレゼントいたします。 

週間という限定された期間に攻略のカギを掴むことができるかがポイント！ 

 

メンテナンス終了後 ～ 12 月4 日（水）定期メンテナンス開始前 

（ハード）をクリアしたプレイヤーを対象に、以下のアイテムをプレゼント

日（水）定期メンテナンス時 

配布されます。 

は、「ハードモード」に限定されます。 

        

 

を開催いたします。 

ハードモードを 1 度でもクリ

 

 

以下のアイテムをプレゼント 



 

新モード「新モード「新モード「新モード「

本日11月27日(水)定期メンテナンス終了後

リアするために必要なアイテムをプレゼン

 

期間中、2013 年8 月31 日以降１度も

ムとともに豪華アイテムをプレゼントいたします。

 

新モード「PVE」が実装され、パワーアップした『ペーパーマン』をお楽しみください。

 

【対象者】 

2013 年8 月31 日以降、1 度もゲーム内へログイン

 

【イベント期間】 

11 月27 日(水)定期メンテナンス終了後

 

【アイテム内容】 

・福袋（☆☆☆） 

・PVE 専用弾丸補給アイテム （50

・メインマガジン 30%増加 (30 日)

・クロスヘア固定ベーシック (30 日

 

【アイテム配布日】  

対象ID にてゲームにログインした、

 

【注意事項】 

※報酬プレゼントボックスへ配布されます。

※対象となる「PVE モード」は、「ハードモード

    

 

新モード「新モード「新モード「新モード「PVEPVEPVEPVE」にチャレンジしてみませんか？」にチャレンジしてみませんか？」にチャレンジしてみませんか？」にチャレンジしてみませんか？    

「アイルビーバック」キャンペーン「アイルビーバック」キャンペーン「アイルビーバック」キャンペーン「アイルビーバック」キャンペーン開催開催開催開催    

定期メンテナンス終了後から、久々にプレイするあなたへむけて、

リアするために必要なアイテムをプレゼントする「アイルビーバック」キャンペーンを開催いたします。

日以降１度もログインをしていない方を対象に、「PVE モード」

をプレゼントいたします。 

」が実装され、パワーアップした『ペーパーマン』をお楽しみください。 

ゲーム内へログインをしていない方 

メンテナンス終了後 ～ 12 月25 日（水）定期メンテナンス開始前 

50 回分） 

) 

日) 

にてゲームにログインした、次回の定期メンテナンス時 

※報酬プレゼントボックスへ配布されます。 

は、「ハードモード」に限定されます。 

        

 

久々にプレイするあなたへむけて、「PVEモード」をク

「アイルビーバック」キャンペーンを開催いたします。 

モード」に必要なアイテ

 

 



 

■『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

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

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。（

 

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 

スカッとゴルフ パンヤ 

ファンタジーアース ゼロ 

Shadow of Eclipse 

トキメキファンタジー ラテール 

CABAL ONLINE 

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 

わグルま!    

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 

Shadow of Eclipse(Android版) 

わグルま★ 

    

 

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す。 

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/ ） 

http://www.paperman.jp/ 

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

http://www.pangya.jp/ 

http://www.fezero.jp/ 

http://shadowofeclipse.jp/ 

http://www.latale.jp/ 

http://www.cabal.jp/ 

http://www.trickster.jp/ 

http://www.livly.com/ 

http://www.waguruma.jp/ 

http://shadowofeclipse.jp/ 

http://star.waguruma.jp/ 

 

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。 


