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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』

2222014014014014 年キャラクター調整第年キャラクター調整第年キャラクター調整第年キャラクター調整第

オンラインゲームの開発・運営を行う

部直人、以下GMO ゲームポット）は

て、本日2 月12 日（水）定期メンテナンスにてアップデートを行いました。

 

ペーパーマン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 2014 年2 月12

 

日頃から、『ペーパーマン』をプレイして頂いている皆さまへの感謝をこめて、

ンテナンス終了後より、5 周年を記念し

いたします。 

5 周年を迎え、さらにパワーアップした『ペーパーマン』でお楽しみください。
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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 5555 周年アニバーサリーイベント周年アニバーサリーイベント周年アニバーサリーイベント周年アニバーサリーイベント

イベント期間： 2 月12 日（水）定期メンテナンス終了後から

 

---2 月12 日（水）開催イベント内容

◆「ペラペラ武器工房」 

◆「繋がろう！ペーパーマンの輪！

◆「レベルアップ報酬リニューアル

◆「スペシャルプレゼント」 

◆「5 周年記念アイテム販売」 

 

 

会 社 名 GMO

（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』5555 周年記念イベント開催周年記念イベント開催周年記念イベント開催周年記念イベント開催    

年キャラクター調整第年キャラクター調整第年キャラクター調整第年キャラクター調整第 1111 弾弾弾弾実施実施実施実施    さらにペーパーマンコミカライズ決定！さらにペーパーマンコミカライズ決定！さらにペーパーマンコミカライズ決定！さらにペーパーマンコミカライズ決定！

オンラインゲームの開発・運営を行う GMO ゲームポット株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：服

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

日（水）定期メンテナンスにてアップデートを行いました。 

ペーパーマンペーパーマンペーパーマンペーパーマン 5555 周年周年周年周年    アニバーサリーイベント開催！アニバーサリーイベント開催！アニバーサリーイベント開催！アニバーサリーイベント開催！    

12 日(水)に、おかげさまでサービス開始から 5 周年を迎えました！

日頃から、『ペーパーマン』をプレイして頂いている皆さまへの感謝をこめて、本日2

を記念したイベント、「ペーパーマン 5 周年アニバーサリーイベント」

周年を迎え、さらにパワーアップした『ペーパーマン』でお楽しみください。 

ペーパーマンペーパーマンペーパーマンペーパーマン 5555 周年周年周年周年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/2014025thanniversary/http://www.paperman.jp/event/2014025thanniversary/http://www.paperman.jp/event/2014025thanniversary/http://www.paperman.jp/event/2014025thanniversary/    

周年アニバーサリーイベント周年アニバーサリーイベント周年アニバーサリーイベント周年アニバーサリーイベント    概要】概要】概要】概要】    

日（水）定期メンテナンス終了後から 3 月19 日（水）定期メンテナンス開始前まで

日（水）開催イベント内容--- 

「繋がろう！ペーパーマンの輪！5th アニバーサリー」 

レベルアップ報酬リニューアル」 

 

平成26 年2 月12 日 

GMO ゲームポット株式会社 

http://www.gamepot.co.jp/） 

さらにペーパーマンコミカライズ決定！さらにペーパーマンコミカライズ決定！さらにペーパーマンコミカライズ決定！さらにペーパーマンコミカライズ決定！    

代表取締役社長：服

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

    

周年を迎えました！ 

2月12日（水）定期メ

周年アニバーサリーイベント」を開催

日（水）定期メンテナンス開始前まで 



 

◆◆◆◆「ペラペラ武器工房」「ペラペラ武器工房」「ペラペラ武器工房」「ペラペラ武器工房」    

パピルス王国の未来を守るため、ドッドンはロボット工場の一区画を利用して内職を始めました。

ゲームをプレイしてパーツを集め、メイン武器「クロスボウ」を開発しましょう！

 

◆「◆「◆「◆「繋がろう！ペーパーマンの輪！繋がろう！ペーパーマンの輪！繋がろう！ペーパーマンの輪！繋がろう！ペーパーマンの輪！

お友達とシリアルコードを入力し合って、豪華アイテムを

今回は「シリアルコードを発行した人」だけでなく、

「シリアルコードを入力した人」も豪華アイテム

 

◆「レベルアップ報酬リニューアル◆「レベルアップ報酬リニューアル◆「レベルアップ報酬リニューアル◆「レベルアップ報酬リニューアル

レベルアップするごとに、各レベルに応じてもらえる報酬アイテムをリニューアル

どんどんゲームをプレイして、お得なアイテムを

 

◆「◆「◆「◆「スペシャルプレゼントスペシャルプレゼントスペシャルプレゼントスペシャルプレゼント」」」」    

5 周年を記念して、壁紙や twitter

どんどん使って一緒に 5 周年をお祝いし

 

◆「◆「◆「◆「5555 周年記念アイテム販売周年記念アイテム販売周年記念アイテム販売周年記念アイテム販売」」」」    

5 周年を記念したアイテムが 3

「WINCHESTER（ドラゴン）」が登場。

 

●●●●「「「「5555 周年記念パック」周年記念パック」周年記念パック」周年記念パック」    

※「スルルの帽子」と「5

    

 

パピルス王国の未来を守るため、ドッドンはロボット工場の一区画を利用して内職を始めました。

ゲームをプレイしてパーツを集め、メイン武器「クロスボウ」を開発しましょう！ 

繋がろう！ペーパーマンの輪！繋がろう！ペーパーマンの輪！繋がろう！ペーパーマンの輪！繋がろう！ペーパーマンの輪！5th5th5th5th アニバーサリーアニバーサリーアニバーサリーアニバーサリー」」」」    

お友達とシリアルコードを入力し合って、豪華アイテムを GET しよう！ 

今回は「シリアルコードを発行した人」だけでなく、 

「シリアルコードを入力した人」も豪華アイテムを GET できます。 

◆「レベルアップ報酬リニューアル◆「レベルアップ報酬リニューアル◆「レベルアップ報酬リニューアル◆「レベルアップ報酬リニューアル」」」」    

レベルアップするごとに、各レベルに応じてもらえる報酬アイテムをリニューアルいたしました。

どんどんゲームをプレイして、お得なアイテムを手に入れよう！ 

twitter アイコンをプレゼントいたします！  

周年をお祝いしてください。  

    

3 週連続で登場いたします。今週は「5 周年記念パック」とメイン武器

」が登場。欲しかったアイテムを手に入れて、5 周年を楽しもう！

    

5周年記念バッチ」以外のアイテムは含まれません

        

パピルス王国の未来を守るため、ドッドンはロボット工場の一区画を利用して内職を始めました。 

いたしました。 

周年記念パック」とメイン武器

周年を楽しもう！ 

周年記念バッチ」以外のアイテムは含まれません 



 

●メイン武器●メイン武器●メイン武器●メイン武器    「「「「WINCHESTERWINCHESTERWINCHESTERWINCHESTER

 

※販売アイテムは 2 月19 日（水）定期メンテナンス以降も続々

 

来週からも新しいイベントが続々スタート

詳しくはペーパーマン 5 周年特設サイトをご覧ください。
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WINCHESTERWINCHESTERWINCHESTERWINCHESTER（ドラゴン）（ドラゴン）（ドラゴン）（ドラゴン）」」」」    

日（水）定期メンテナンス以降も続々追加予定です。 

来週からも新しいイベントが続々スタート！ どうぞご期待ください。 

特設サイトをご覧ください。 

ペーパーマンペーパーマンペーパーマンペーパーマン 5555 周年特設サイト周年特設サイト周年特設サイト周年特設サイト    

http://www.paperman.jp/event/2014025thanniversary/http://www.paperman.jp/event/2014025thanniversary/http://www.paperman.jp/event/2014025thanniversary/http://www.paperman.jp/event/2014025thanniversary/    

        



 

5周年を記念して2月19日(水)

す。 

 ハヤテが、ミリィが、テリシアが！

 ゲーム内では見れない、彼らのストーリーが見られるかも！

 また、2 月26 日(水)定期メンテナンス後より、コミカライズを記念したイベントが開催されます。

に！ 

 

 

    

 

ペーパーマンコミカライズ決定！ペーパーマンコミカライズ決定！ペーパーマンコミカライズ決定！ペーパーマンコミカライズ決定！    

)定期メンテナンス後より、ペーパーマン公式サイトにて連載が開始されま

ハヤテが、ミリィが、テリシアが！ マンガの中で大暴れ！？ 

ゲーム内では見れない、彼らのストーリーが見られるかも！  

定期メンテナンス後より、コミカライズを記念したイベントが開催されます。

        

ペーパーマン公式サイトにて連載が開始されま

定期メンテナンス後より、コミカライズを記念したイベントが開催されます。お楽しみ

 



 

  

本日2月12日(水)定期メンテナンスに

クターの通常ダメージ範囲を拡大する修正を行いました。

 

【対象となるキャラクター】 

・リカ 

・レム 

・エリス 

 

今後も皆さまに快適にお楽しみ頂けるよう、必要な調整を進めてまいります。

 

2014201420142014 年キャラクター調整第年キャラクター調整第年キャラクター調整第年キャラクター調整第

http://www.paperman.jp/notice_newsview.aspx?seq=2http://www.paperman.jp/notice_newsview.aspx?seq=2http://www.paperman.jp/notice_newsview.aspx?seq=2http://www.paperman.jp/notice_newsview.aspx?seq=2

 

 

5555 周年記念周年記念周年記念周年記念

本日2 月12 日（水）定期メンテナンス終了後より、

るキャンペーンを実施いたします

 この機会に欲しかった福袋をゲットしましょう

 

【対象アイテム】 

割引日割引日割引日割引日    

2 月12 日(水)メンテナンス後

～ 

2 月19 日(水)メンテナンス前 

2 月19 日(水)メンテナンス後

～ 

2 月26 日(水)メンテナンス前 

2 月26 日(水)メンテナンス後

～ 

3 月5 日(水)メンテナンス前 

    

 

2014201420142014 年キャラクター調整第年キャラクター調整第年キャラクター調整第年キャラクター調整第1111 弾！！弾！！弾！！弾！！    

定期メンテナンスにて、全キャラクターのダメージ判定の統一を図るため、

クターの通常ダメージ範囲を拡大する修正を行いました。 

今後も皆さまに快適にお楽しみ頂けるよう、必要な調整を進めてまいります。 

年キャラクター調整第年キャラクター調整第年キャラクター調整第年キャラクター調整第1111 弾弾弾弾のお知らせについてはのお知らせについてはのお知らせについてはのお知らせについては    

下記の下記の下記の下記の URLURLURLURL よりご確認くださいよりご確認くださいよりご確認くださいよりご確認ください    

http://www.paperman.jp/notice_newsview.aspx?seq=2http://www.paperman.jp/notice_newsview.aspx?seq=2http://www.paperman.jp/notice_newsview.aspx?seq=2http://www.paperman.jp/notice_newsview.aspx?seq=2598598598598    

周年記念周年記念周年記念周年記念    福袋割引キャンペーン開催！福袋割引キャンペーン開催！福袋割引キャンペーン開催！福袋割引キャンペーン開催！   

日（水）定期メンテナンス終了後より、3 週間にわたり、各種福袋が普段よりお得に購入でき

いたします 

この機会に欲しかった福袋をゲットしましょう！ 

アイテム名アイテム名アイテム名アイテム名    5555 個購入個購入個購入個購入    

 

ボイス袋 150CASH→135CASH150CASH→135CASH150CASH→135CASH150CASH→135CASH    

    

300CASH→270CASH300CASH→270CASH300CASH→270CASH300CASH→270CASH

 

武器袋 100CASH→90CASH100CASH→90CASH100CASH→90CASH100CASH→90CASH    

    

200CASH→180CASH200CASH→180CASH200CASH→180CASH200CASH→180CASH

 

衣装袋 100CASH→90CASH100CASH→90CASH100CASH→90CASH100CASH→90CASH    

    

200CASH→180CASH200CASH→180CASH200CASH→180CASH200CASH→180CASH

 

    

全キャラクターのダメージ判定の統一を図るため、一部キャラ

各種福袋が普段よりお得に購入でき

10101010 個購入個購入個購入個購入    

300CASH→270CASH300CASH→270CASH300CASH→270CASH300CASH→270CASH    

    

200CASH→180CASH200CASH→180CASH200CASH→180CASH200CASH→180CASH    

    

200CASH→180CASH200CASH→180CASH200CASH→180CASH200CASH→180CASH    

    



 

ボイス袋「妖怪ボイス袋「妖怪ボイス袋「妖怪ボイス袋「妖怪」、ボイス袋「」、ボイス袋「」、ボイス袋「」、ボイス袋「

2 月12 日(水)定期メンテナンス終了後より、

イス袋「shuffle2」が登場いたします

どちらも個性豊かなボイスとなっており、使用することでプレイに花を添えること間違いなし！

 

ぜひこの機会に手に入れて、ペーパーマンをお楽しみください。

 

 

」、ボイス袋「」、ボイス袋「」、ボイス袋「」、ボイス袋「メカニカルウェアメカニカルウェアメカニカルウェアメカニカルウェア」」」」、、、、ボイス袋「ボイス袋「ボイス袋「ボイス袋「shuffle2shuffle2shuffle2shuffle2」が登場」が登場」が登場」が登場

定期メンテナンス終了後より、新しいボイス袋「妖怪」、ボイス袋「メカニカルウェア」、ボ

いたします。 

どちらも個性豊かなボイスとなっており、使用することでプレイに花を添えること間違いなし！

ぜひこの機会に手に入れて、ペーパーマンをお楽しみください。 

  

」が登場」が登場」が登場」が登場    

ボイス袋「妖怪」、ボイス袋「メカニカルウェア」、ボ

どちらも個性豊かなボイスとなっており、使用することでプレイに花を添えること間違いなし！ 



 

■『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。 

 

 

 

 

 

 

(c)2007 GMO Gamepot Inc. All Rights 

 

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

 

 

(c)2007 GMO Gamepot Inc. All Rights Reserved.  

 

 



 

GMOGMOGMOGMO ゲームポット株式会社についてゲームポット株式会社についてゲームポット株式会社についてゲームポット株式会社について 

GMO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 

ファンタジーアース ゼロ 

スカッとゴルフ パンヤ 

トキメキファンタジー ラテール 

Livly Island COR 

Shadow of Eclipse 

コアマスターズ 

MIRROR WAR 

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 

わグルま★ 

Shadow of Eclipse(Android版) 

    

 

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.fezero.jp/ 

http://www.pangya.jp/ 

http://www.latale.jp/ 

http://www.livly.com/ 

http://shadowofeclipse.jp/ 

http://www.coremasters.jp/ 

http://www.mirrorwar.jp/pre/ 

http://www.waguruma.jp/ 

http://star.waguruma.jp/ 

http://shadowofeclipse.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。 


