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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』

さらにさらにさらにさらに年末年始イベント開催、ミリィのぬいぐるみ予約受付開始！年末年始イベント開催、ミリィのぬいぐるみ予約受付開始！年末年始イベント開催、ミリィのぬいぐるみ予約受付開始！年末年始イベント開催、ミリィのぬいぐるみ予約受付開始！

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、

25 日（水）定期メンテナンスにてアップデート

 

熱き魂を宿した武器「熱き魂を宿した武器「熱き魂を宿した武器「熱き魂を宿した武器「

  

本日12 月25 日（水）定期メンテナンス

の期間中、SOUL WEAPON  IV が登場

SOUL WEAPON とは、装備することで武器にやどった精霊の魂が憑依する、新たなボイス武器です

専用のボイスやアバターも登場するので、武器とともにゲットしましょう！

 

「SOUL WEAPON  IV」のボイスを演じるのは

 

お二人のボイスは特設サイトから試聴
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平成

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』大人気シリーズ「大人気シリーズ「大人気シリーズ「大人気シリーズ「SOUL SOUL SOUL SOUL WEAPONWEAPONWEAPONWEAPON」に新作が登場」に新作が登場」に新作が登場」に新作が登場

年末年始イベント開催、ミリィのぬいぐるみ予約受付開始！年末年始イベント開催、ミリィのぬいぐるみ予約受付開始！年末年始イベント開催、ミリィのぬいぐるみ予約受付開始！年末年始イベント開催、ミリィのぬいぐるみ予約受付開始！

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。 

熱き魂を宿した武器「熱き魂を宿した武器「熱き魂を宿した武器「熱き魂を宿した武器「SOUL WEAPON SOUL WEAPON SOUL WEAPON SOUL WEAPON IVIVIVIV」」」」登場！登場！登場！登場！    

日（水）定期メンテナンス終了後から 2014 年1 月29 日（水）定期メンテナンス開始前まで

が登場いたします。 

とは、装備することで武器にやどった精霊の魂が憑依する、新たなボイス武器です

専用のボイスやアバターも登場するので、武器とともにゲットしましょう！ 

」のボイスを演じるのは、「関俊彦さん」と「加藤英美里さん」です

お二人のボイスは特設サイトから試聴可能。ぜひチェックしてください！ 

「「「「SOULSOULSOULSOUL    WEAPON WEAPON WEAPON WEAPON IVIVIVIV」」」」特設サイト特設サイト特設サイト特設サイト    
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平成25 年12 月25 日 

株式会社ゲームポット 

http://www.gamepot.co.jp/ ） 

」に新作が登場」に新作が登場」に新作が登場」に新作が登場    

年末年始イベント開催、ミリィのぬいぐるみ予約受付開始！年末年始イベント開催、ミリィのぬいぐるみ予約受付開始！年末年始イベント開催、ミリィのぬいぐるみ予約受付開始！年末年始イベント開催、ミリィのぬいぐるみ予約受付開始！    

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12 月

    

日（水）定期メンテナンス開始前まで

とは、装備することで武器にやどった精霊の魂が憑依する、新たなボイス武器です。

す。 



 

【【【【SOUL WEAPON SOUL WEAPON SOUL WEAPON SOUL WEAPON     IVIVIVIV 袋から獲得できるアイテム】袋から獲得できるアイテム】袋から獲得できるアイテム】袋から獲得できるアイテム】

◇◇◇◇ボイス「ボイス「ボイス「ボイス「Voice SOUL WEAPON Voice SOUL WEAPON Voice SOUL WEAPON Voice SOUL WEAPON 

●●●●メイン武器メイン武器メイン武器メイン武器    「「「「AN94(SOUL WEAPON IVAN94(SOUL WEAPON IVAN94(SOUL WEAPON IVAN94(SOUL WEAPON IV

●●●●サブ武器サブ武器サブ武器サブ武器    「「「「M202(SOUL WEAPON IVM202(SOUL WEAPON IVM202(SOUL WEAPON IVM202(SOUL WEAPON IV

    

    

 

袋から獲得できるアイテム】袋から獲得できるアイテム】袋から獲得できるアイテム】袋から獲得できるアイテム】    

Voice SOUL WEAPON Voice SOUL WEAPON Voice SOUL WEAPON Voice SOUL WEAPON     IVIVIVIV パック」パック」パック」パック」    

AN94(SOUL WEAPON IVAN94(SOUL WEAPON IVAN94(SOUL WEAPON IVAN94(SOUL WEAPON IV))))」」」」    CCCCVVVV：：：：関俊彦関俊彦関俊彦関俊彦    

 
  
 

M202(SOUL WEAPON IVM202(SOUL WEAPON IVM202(SOUL WEAPON IVM202(SOUL WEAPON IV))))」」」」    CVCVCVCV：：：：加藤英美里加藤英美里加藤英美里加藤英美里    

 

        

 

 
  
 

 



 

●「●「●「●「SOUL WEAPONSOUL WEAPONSOUL WEAPONSOUL WEAPON    IVIVIVIV セット（各キャラクター）」セット（各キャラクター）」セット（各キャラクター）」セット（各キャラクター）」

 

 

HAPPY NEW YEAR2014HAPPY NEW YEAR2014HAPPY NEW YEAR2014HAPPY NEW YEAR2014

2013 年もあとわずか。本日12

ベントを開催いたします。 

 年末年始も『ペーパーマン』で盛り上がりましょう！
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セット（各キャラクター）」セット（各キャラクター）」セット（各キャラクター）」セット（各キャラクター）」    

HAPPY NEW YEAR2014HAPPY NEW YEAR2014HAPPY NEW YEAR2014HAPPY NEW YEAR2014    イベント盛りだくさん！イベント盛りだくさん！イベント盛りだくさん！イベント盛りだくさん！    

12 月25 日（水）定期メンテナンス終了後より、「HAPPY NEW YEAR 2014

年末年始も『ペーパーマン』で盛り上がりましょう！ 

「「「「HAPPY NEW YEAR HAPPY NEW YEAR HAPPY NEW YEAR HAPPY NEW YEAR 2014201420142014」」」」特設サイト特設サイト特設サイト特設サイト    

http://www.paperman.jp/event/201312newyear/http://www.paperman.jp/event/201312newyear/http://www.paperman.jp/event/201312newyear/http://www.paperman.jp/event/201312newyear/    

    

  

 

    

HAPPY NEW YEAR 2014」イ



 

【HAPPY NEW YEAR 2014 概要】

------------HAPPY NEW YEAR2014HAPPY NEW YEAR2014HAPPY NEW YEAR2014HAPPY NEW YEAR2014    開催イベント目次開催イベント目次開催イベント目次開催イベント目次

◆「ミリィのあけましてほいっちゃ！」

◆「ログインイベント 2014 スペシャル」

◆「クラントーナメントスペシャル」

◆「CASH チャージで PG をもらおう！スペシャル」

◆「ウェルカムバックキャンペーン」

 

◆ゲームをプレイして、ミリィのぬいぐるみをゲットゲームをプレイして、ミリィのぬいぐるみをゲットゲームをプレイして、ミリィのぬいぐるみをゲットゲームをプレイして、ミリィのぬいぐるみをゲット

ミリィから年末年始のプレゼント

対戦数やログイン数に応じて、引換券が配布されます。

引換券を使うと、役立つアイテムや豪華アイテムと交換できます

 

また、今回は引き換え券10 枚を一口に、

応募が可能。 

どんどん引換券を使って、どのアイテムもゲットしちゃいましょう！

 

※プレゼントのミリィのぬいぐるみは、「

すわりミリィちゃん」と同じものです。

※本イベントで当選するぬいぐるみには、購入特典アイテムが付属しません。

 

◆◆◆◆ミリィのぬいぐるみに応募しようミリィのぬいぐるみに応募しようミリィのぬいぐるみに応募しようミリィのぬいぐるみに応募しよう

キャンペーン対象期間中に、『ペーパーマン』有料課金ポイント「

場合、チャージ金額に応じてゲーム内マネー「

さらに今回は、一定金額以上CASH

への応募ができます。 

この機会にぜひご利用ください！

 

※プレゼントのミリィのぬいぐるみは、

ゃん」と同じものです。 

 ※本イベントで当選するぬいぐるみには、購入特典アイテムが付属しません。

 

◆◆◆◆毎日ログインで、役立つアイテムを手に入れよう毎日ログインで、役立つアイテムを手に入れよう毎日ログインで、役立つアイテムを手に入れよう毎日ログインで、役立つアイテムを手に入れよう

毎日ログインすることで、役立つアイテムがゲットできます

特に大晦日の 12 月31 日（火）

この機会をぜひお見逃しなく！

 

◆限定称号をゲットしよう限定称号をゲットしよう限定称号をゲットしよう限定称号をゲットしよう    「クラントーナメントスペシャル」「クラントーナメントスペシャル」「クラントーナメントスペシャル」「クラントーナメントスペシャル」

イベント期間中に「トーナメントシステム」に参加した方に、様々な豪華アイテムをプレゼント

今回は年末年始にちなんだ特別称号や、福袋に武器袋をご用意しております

日頃の成果をクランの仲間と発揮しよう！

 

    

 

概要】 

開催イベント目次開催イベント目次開催イベント目次開催イベント目次------------    

「ミリィのあけましてほいっちゃ！」 

スペシャル」 

「クラントーナメントスペシャル」 

をもらおう！スペシャル」 

「ウェルカムバックキャンペーン」 

ゲームをプレイして、ミリィのぬいぐるみをゲットゲームをプレイして、ミリィのぬいぐるみをゲットゲームをプレイして、ミリィのぬいぐるみをゲットゲームをプレイして、ミリィのぬいぐるみをゲット    「ミリィのあけましてほいっちゃ！」「ミリィのあけましてほいっちゃ！」「ミリィのあけましてほいっちゃ！」「ミリィのあけましてほいっちゃ！」

ミリィから年末年始のプレゼント！ 

対戦数やログイン数に応じて、引換券が配布されます。 

引換券を使うと、役立つアイテムや豪華アイテムと交換できます。 

枚を一口に、可愛いミリィのぬいぐるみ「おすわりミリィちゃん」への

どんどん引換券を使って、どのアイテムもゲットしちゃいましょう！ 

ぬいぐるみは、「CASH チャージで PG をもらおう！スペシャル」

」と同じものです。 

※本イベントで当選するぬいぐるみには、購入特典アイテムが付属しません。 

ミリィのぬいぐるみに応募しようミリィのぬいぐるみに応募しようミリィのぬいぐるみに応募しようミリィのぬいぐるみに応募しよう    「「「「CASHCASHCASHCASH チャージでチャージでチャージでチャージで PGPGPGPG をもらおう！をもらおう！をもらおう！をもらおう！    スペシャル」スペシャル」スペシャル」スペシャル」    

キャンペーン対象期間中に、『ペーパーマン』有料課金ポイント「CASH」をチャージしていただいた

場合、チャージ金額に応じてゲーム内マネー「PG」をプレゼントいたします。 

CASH をチャージすると、可愛いミリィのぬいぐるみ「おすわりミリィちゃん」

ご利用ください！ 

ぬいぐるみは、「ミリィのあけましてほいっちゃ！」で応募できる「

※本イベントで当選するぬいぐるみには、購入特典アイテムが付属しません。 

毎日ログインで、役立つアイテムを手に入れよう毎日ログインで、役立つアイテムを手に入れよう毎日ログインで、役立つアイテムを手に入れよう毎日ログインで、役立つアイテムを手に入れよう    「ログインイベント「ログインイベント「ログインイベント「ログインイベント 2014201420142014 スペシャスペシャスペシャスペシャル」ル」ル」ル」

毎日ログインすることで、役立つアイテムがゲットできます。 

（火）は、年末年始の限定称号が手に入るチャンス。 

この機会をぜひお見逃しなく！ 

「クラントーナメントスペシャル」「クラントーナメントスペシャル」「クラントーナメントスペシャル」「クラントーナメントスペシャル」 

トーナメントシステム」に参加した方に、様々な豪華アイテムをプレゼント

今回は年末年始にちなんだ特別称号や、福袋に武器袋をご用意しております。 

日頃の成果をクランの仲間と発揮しよう！ 

        

「ミリィのあけましてほいっちゃ！」「ミリィのあけましてほいっちゃ！」「ミリィのあけましてほいっちゃ！」「ミリィのあけましてほいっちゃ！」 

いぐるみ「おすわりミリィちゃん」への 

をもらおう！スペシャル」で応募できる「お

    

」をチャージしていただいた 

をチャージすると、可愛いミリィのぬいぐるみ「おすわりミリィちゃん」

で応募できる「おすわりミリィち

ル」ル」ル」ル」    

トーナメントシステム」に参加した方に、様々な豪華アイテムをプレゼント。 



 

◆◆◆◆久しぶりの方はこちら久しぶりの方はこちら久しぶりの方はこちら久しぶりの方はこちら    「ウェルカムバックキャンペーン」「ウェルカムバックキャンペーン」「ウェルカムバックキャンペーン」「ウェルカムバックキャンペーン」

2013 年4 月までにキャラクターを作成したアカウントで、

いないアカウントに、「武器袋ゴールド

いたします。 

そのアカウントを使用してゲーム内で条件を達成すると、さらにお得なアイテムをプレゼント

この機会をお見逃しなく！ 

 

詳しくは「詳しくは「詳しくは「詳しくは「HAPPY NEW YEAR 2014HAPPY NEW YEAR 2014HAPPY NEW YEAR 2014HAPPY NEW YEAR 2014
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オリジナルぬいぐるみ「おすわりミリィちゃん」予約受付開始！オリジナルぬいぐるみ「おすわりミリィちゃん」予約受付開始！オリジナルぬいぐるみ「おすわりミリィちゃん」予約受付開始！オリジナルぬいぐるみ「おすわりミリィちゃん」予約受付開始！

本日12 月25 日（水）定期メンテナンス

の予約受付がスタートしました。 

ユーザーアンケートでみごと 1位となった

登場です。 

手のひら大のお手軽サイズ。いつでもそばにミリィを置いてあげて

 

今回は豪華特典として、ゲーム内アイテムシリアルコード付き

ぜひ、ミリィちゃんを可愛がってあげてください！

 

 

「ウェルカムバックキャンペーン」「ウェルカムバックキャンペーン」「ウェルカムバックキャンペーン」「ウェルカムバックキャンペーン」    

月までにキャラクターを作成したアカウントで、2013 年10 月31 日から一度もログインして

いないアカウントに、「武器袋ゴールド G05」や「武器袋ゴールド G09」などの豪華アイテムをプレゼント

そのアカウントを使用してゲーム内で条件を達成すると、さらにお得なアイテムをプレゼント

HAPPY NEW YEAR 2014HAPPY NEW YEAR 2014HAPPY NEW YEAR 2014HAPPY NEW YEAR 2014」特設サイトをご覧ください。」特設サイトをご覧ください。」特設サイトをご覧ください。」特設サイトをご覧ください。    
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オリジナルぬいぐるみ「おすわりミリィちゃん」予約受付開始！オリジナルぬいぐるみ「おすわりミリィちゃん」予約受付開始！オリジナルぬいぐるみ「おすわりミリィちゃん」予約受付開始！オリジナルぬいぐるみ「おすわりミリィちゃん」予約受付開始！    

日（水）定期メンテナンス後より、オリジナルぬいぐるみ「おすわりミリィちゃん」

 

位となった人気キャラクター「ミリィ」がふわふわの可愛いぬいぐるみになって

手のひら大のお手軽サイズ。いつでもそばにミリィを置いてあげてください。プレゼントにもぴったり

豪華特典として、ゲーム内アイテムシリアルコード付き。 

ぜひ、ミリィちゃんを可愛がってあげてください！ 

日から一度もログインして 

」などの豪華アイテムをプレゼント  

そのアカウントを使用してゲーム内で条件を達成すると、さらにお得なアイテムをプレゼント。 

    

    

    

オリジナルぬいぐるみ「おすわりミリィちゃん」（3,000 円）

キャラクター「ミリィ」がふわふわの可愛いぬいぐるみになって

。プレゼントにもぴったりです。 



 

※画像はイメージです。実際の製品と異なる場合がございます。

 

特典アイテム特典アイテム特典アイテム特典アイテム 

○ミリィぬいぐるみボム (無期限

○ししゃもボム+ (7 日分) 

○クッションボム+ (7 日分) 

○DEMOLITION (7 日分) 

○サッカーボム+ (7 日分) 

○スチームボム+ (7 日分) 

○ホワイトボム+ (7 日分) 

○AIRBOMB+ (7 日分) 

○経験値+50%UP (7 日分) 

○PG+50%UP (7 日分) 

○メインマガジン 30%UP (7 日分
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※画像はイメージです。実際の製品と異なる場合がございます。 

無期限) 

日分) 

「「「「おすわりミリィちゃんおすわりミリィちゃんおすわりミリィちゃんおすわりミリィちゃん」」」」特設サイト特設サイト特設サイト特設サイト    
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季節感たっぷりの期間限定マップが再登場季節感たっぷりの期間限定マップが再登場季節感たっぷりの期間限定マップが再登場季節感たっぷりの期間限定マップが再登場

 本日12 月25 日(水)定期メンテナンス終了後

の期間中、期間限定マップ「京都

ス(スチールモード)」が再登場いた

「京都(正月)(チームサバイバル

月モードに一変したマップです。 

「メリークリスマス(スチールモード

ているだけで楽しくなるようなマップです。

 今しか遊べないマップで、仲間と

●「●「●「●「京都京都京都京都((((正月正月正月正月)()()()(チーム戦術チーム戦術チーム戦術チーム戦術))))」」」」        

 

    

 

季節感たっぷりの期間限定マップが再登場季節感たっぷりの期間限定マップが再登場季節感たっぷりの期間限定マップが再登場季節感たっぷりの期間限定マップが再登場        

定期メンテナンス終了後から 2014 年1 月8 日（水）定期メンテナンス開始前まで

京都(正月)(チームサバイバル)」、「京都(正月)(チーム戦術

いたしました。 

チームサバイバル)」、「京都(正月)(チーム戦術)」は通常の「京都」マップに雪が降り、お正

 

スチールモード)」は幻想的なマップににぎやかなオブジェクトがちりばめられた、見

ているだけで楽しくなるようなマップです。 

仲間と『ペーパーマン』をお楽しみください！ 

    

 

    

        

日（水）定期メンテナンス開始前まで

チーム戦術)」、「メリークリスマ

通常の「京都」マップに雪が降り、お正

は幻想的なマップににぎやかなオブジェクトがちりばめられた、見

 



 

●「●「●「●「メリークリスマスメリークリスマスメリークリスマスメリークリスマス((((スチールモードスチールモードスチールモードスチールモード

    

人気のシルバー武器が当たるかも！？人気のシルバー武器が当たるかも！？人気のシルバー武器が当たるかも！？人気のシルバー武器が当たるかも！？

本日12月25日(水)定期メンテナンス終了後より、「

売を開始いたしました。 

「福袋 武器袋S（S11）」の大当たりには

バー)」「憧れのアイドルヘア」「ナイトオブパピルスヘア」「もののふヘア」

れ以外には各種アイテムがランダムで入ってい

「福袋 武器袋S（S12）」の大当たりには

「深海スタイルヘア」「オズの魔法使いヘア」「不思議の国のアリスヘア」

以外には各種アイテムがランダムで入って

中身は開けてのお楽しみ！ 新

 

 

スチールモードスチールモードスチールモードスチールモード))))」」」」        

人気のシルバー武器が当たるかも！？人気のシルバー武器が当たるかも！？人気のシルバー武器が当たるかも！？人気のシルバー武器が当たるかも！？    武器袋武器袋武器袋武器袋シルバーシルバーシルバーシルバーがががが 2222 種類種類種類種類登場登場登場登場

定期メンテナンス終了後より、「福袋 武器袋S（S11）」、「福袋 武器袋

）」の大当たりには「PP-19 Bizon(シルバー)」「89 式小銃(シルバー

」「憧れのアイドルヘア」「ナイトオブパピルスヘア」「もののふヘア」いずれか 1 つがランダムで

れ以外には各種アイテムがランダムで入っています。 

）」の大当たりには「ARX160(シルバー)」「Saiga-12(シルバー)」「

「深海スタイルヘア」「オズの魔法使いヘア」「不思議の国のアリスヘア」いずれか 1 つがランダムで、

以外には各種アイテムがランダムで入っています。 

新しいアイテムを手に入れて、『ペーパーマン』をお楽しみください！

登場登場登場登場！！！！！！！！    

武器袋S（S12）」の販

シルバー)」「FN-TPS(シル

つがランダムで、そ

」「M82A3(シルバー)」

つがランダムで、それ

しいアイテムを手に入れて、『ペーパーマン』をお楽しみください！ 



 

本日12 月25 日(水)定期メンテナンス終了後より、「

憎めない表情の馬がデザインされたマスクは、たてがみの色がキャラごとに違うこだわりのアイテムで

す。このマスクをかぶってみんなで新年をお祝いしよう！

●●●●「「「「馬マスク馬マスク馬マスク馬マスク」」」」    

    

    

 

2014201420142014 年は午年年は午年年は午年年は午年    馬マスクが登場！馬マスクが登場！馬マスクが登場！馬マスクが登場！    

定期メンテナンス終了後より、「馬マスク」を販売開始いたしました。

憎めない表情の馬がデザインされたマスクは、たてがみの色がキャラごとに違うこだわりのアイテムで

す。このマスクをかぶってみんなで新年をお祝いしよう！ 

        

販売開始いたしました。 

憎めない表情の馬がデザインされたマスクは、たてがみの色がキャラごとに違うこだわりのアイテムで

 



 

■『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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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。
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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 
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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。
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