
 

各位 

 

『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 5555 周年記念イベント周年記念イベント周年記念イベント周年記念イベント

アイテム大量追加！アイテム大量追加！アイテム大量追加！アイテム大量追加！

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、2 月19 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

2 月19 日（水）定期メンテナンス終了後より、

サリーイベント」の追加イベントを開催

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19 日（水）追加イベント内容

◆「ペーパーマン◆「ペーパーマン◆「ペーパーマン◆「ペーパーマン    The The The The コミック」コミック」コミック」コミック」

◆「チャージ＆スタンプキャンペーン」◆「チャージ＆スタンプキャンペーン」◆「チャージ＆スタンプキャンペーン」◆「チャージ＆スタンプキャンペーン」

◆「ペーパーマイフレンド」◆「ペーパーマイフレンド」◆「ペーパーマイフレンド」◆「ペーパーマイフレンド」    

◆「カモン◆「カモン◆「カモン◆「カモン！！！！MyMyMyMy    クランクランクランクラン」」」」    

    

 

会 社 名 GMO ゲームポット株式会社

（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』マンガ第マンガ第マンガ第マンガ第 1111 話がついに公開話がついに公開話がついに公開話がついに公開    

周年記念イベント周年記念イベント周年記念イベント周年記念イベント追加をはじめ、限定武器袋の再登場や追加をはじめ、限定武器袋の再登場や追加をはじめ、限定武器袋の再登場や追加をはじめ、限定武器袋の再登場や CPCPCPCP 武器の登場など武器の登場など武器の登場など武器の登場など

アイテム大量追加！アイテム大量追加！アイテム大量追加！アイテム大量追加！    ペーパチペーパチペーパチペーパチ PGPGPGPG も要チェックも要チェックも要チェックも要チェック！！！！    

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追加イベント開催アニバーサリーイベント追加イベント開催アニバーサリーイベント追加イベント開催アニバーサリーイベント追加イベント開催！！！！

日（水）定期メンテナンス終了後より、5 周年を記念したイベント、「ペーパーマン

の追加イベントを開催中です。 

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    
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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

イベント内容--- 

コミック」コミック」コミック」コミック」（第（第（第（第1111 話）話）話）話）    

◆「チャージ＆スタンプキャンペーン」◆「チャージ＆スタンプキャンペーン」◆「チャージ＆スタンプキャンペーン」◆「チャージ＆スタンプキャンペーン」    

        

平成26 年2 月20 日 

ゲームポット株式会社 

http://www.gamepot.co.jp/ ） 

武器の登場など武器の登場など武器の登場など武器の登場など    

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

！！！！    

    

ペーパーマン 5 周年アニバー

日（水）定期メンテナンス開始前まで 



 

◆◆◆◆「ペーパーマン「ペーパーマン「ペーパーマン「ペーパーマン    The The The The コミック」コミック」コミック」コミック」

ペーパーマンがついにマンガ化

ハヤテが、ミリィが、テリシアが、紙の上で大暴れ！

ゲーム内では見られない、彼らのストーリーが見られるかも！

 

 

◆◆◆◆「チャージ＆スタンプキャンペーン」「チャージ＆スタンプキャンペーン」「チャージ＆スタンプキャンペーン」「チャージ＆スタンプキャンペーン」

チャージした CASH の金額に応じてもれなく

今回は、ゲーム内で消費した CASH

 

◆「ペーパーマイフレンド」◆「ペーパーマイフレンド」◆「ペーパーマイフレンド」◆「ペーパーマイフレンド」    

フレンドリストに登録されているお友達に、

5 周年をお友達と一緒に盛り上がろう！

 

◆「カモン！◆「カモン！◆「カモン！◆「カモン！MyMyMyMy    クランクランクランクラン」」」」    

クランに入りたいけどなかなか

ンを楽しみたいあなた、ぜひイベント「カモン！

GM がクランを大宣伝いたします

  

◆「◆「◆「◆「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

欲しかったアイテムを手に入れて、

 

コミック」コミック」コミック」コミック」（第（第（第（第1111 話）話）話）話）    

ペーパーマンがついにマンガ化 

ハヤテが、ミリィが、テリシアが、紙の上で大暴れ！ 

ゲーム内では見られない、彼らのストーリーが見られるかも！？ 

「チャージ＆スタンプキャンペーン」「チャージ＆スタンプキャンペーン」「チャージ＆スタンプキャンペーン」「チャージ＆スタンプキャンペーン」    

の金額に応じてもれなく PG をプレゼント。 

CASH の金額に応じて、さらに福袋などのアイテムをプレゼント！

フレンドリストに登録されているお友達に、5 周年記念アイテムをプレゼントすることが

周年をお友達と一緒に盛り上がろう！ 

クランに入りたいけどなかなかきっかけが掴めないあなた、クランメンバーを集めてもっとペーパーマ

ンを楽しみたいあなた、ぜひイベント「カモン！My クラン」をご活用ください。 

がクランを大宣伝いたします！ 

 

    

3 週連続で登場中。 

欲しかったアイテムを手に入れて、5 周年を楽しもう！ 

 

福袋などのアイテムをプレゼント！ 

することができます。 

きっかけが掴めないあなた、クランメンバーを集めてもっとペーパーマ



 

 

●新発売●新発売●新発売●新発売    

・メイン武器「スルルマジカルステッキ」

・アニバーサリーパック（ハヤテ

フッド

・アニバーサリーパック（エリス）

 

●再販売●再販売●再販売●再販売    

・4 周年記念パレードオールインワンパック

・4 周年記念パレード武器パック

・4 周年記念パレード衣装パック

 

●●●●メイン武器メイン武器メイン武器メイン武器「「「「スルルマジカルステッキスルルマジカルステッキスルルマジカルステッキスルルマジカルステッキ

    

●●●●アニバーサリーパック（ハヤテアニバーサリーパック（ハヤテアニバーサリーパック（ハヤテアニバーサリーパック（ハヤテ

ッドッドッドッド////レム）レム）レム）レム）    

 

 

・メイン武器「スルルマジカルステッキ」 

・アニバーサリーパック（ハヤテ/ティナ/ミリィ/ドッドン/ガイ/テリシア/サイラス/アルル

フッド/レム） 

・アニバーサリーパック（エリス） 

ードオールインワンパック（エリスを除く 12 キャラ） 

周年記念パレード武器パック 

周年記念パレード衣装パック(エリスを除く 12 キャラ) 

スルルマジカルステッキスルルマジカルステッキスルルマジカルステッキスルルマジカルステッキ」」」」    

 

アニバーサリーパック（ハヤテアニバーサリーパック（ハヤテアニバーサリーパック（ハヤテアニバーサリーパック（ハヤテ////ティナティナティナティナ////ミリィミリィミリィミリィ////ドッドンドッドンドッドンドッドン////ガイガイガイガイ////テリシアテリシアテリシアテリシア////サイラスサイラスサイラスサイラス////アルルアルルアルルアルル

アルル/ヴァン/リカ/ 

 

アルルアルルアルルアルル////ヴァンヴァンヴァンヴァン////リカリカリカリカ////フフフフ

 



 

●●●●アニバーサリーパック（アニバーサリーパック（アニバーサリーパック（アニバーサリーパック（エリスエリスエリスエリス））））

 

来週からも新しいイベントが続々スタートします。どうぞお楽しみに！

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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5555 周年記念周年記念周年記念周年記念

各種福袋が普段よりお得に購入できるキャンペーンを実施！

3 週間にわたって開催されるので、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 

    

 

））））    

 

来週からも新しいイベントが続々スタートします。どうぞお楽しみに！  

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    
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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！   

各種福袋が普段よりお得に購入できるキャンペーンを実施！ 

週間にわたって開催されるので、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    

 

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

    

        

10101010 個購入個購入個購入個購入    

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

    

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

    



 

新メイン武器「新メイン武器「新メイン武器「新メイン武器「

2月19日(水)定期メンテナンス終了後より、新メイン武器

ました。 

三八式歩兵銃は、高い精度を誇るライフルです！ウッドストックの渋い外見や、右クリ

るとフロントサイトを覗けるなど、男のロマンがたくさん詰まった武器となっています。

さい！ 

 

●メイン武器●メイン武器●メイン武器●メイン武器    「「「「三八式歩兵銃三八式歩兵銃三八式歩兵銃三八式歩兵銃

ペーパチペーパチペーパチペーパチ PGPGPGPG を更新を更新を更新を更新        新大当たりに「新大当たりに「新大当たりに「新大当たりに「

  

2 月19 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、銀色に輝く

ィンターカジュアルヘア」も同時に登場

 

ペーパチ PG の新しいアイテム

 

新メイン武器「新メイン武器「新メイン武器「新メイン武器「三八式歩兵銃三八式歩兵銃三八式歩兵銃三八式歩兵銃    [CP][CP][CP][CP]」がショップに登場」がショップに登場」がショップに登場」がショップに登場 

定期メンテナンス終了後より、新メイン武器 「三八式歩兵銃 [CP]」がショップに登場

三八式歩兵銃は、高い精度を誇るライフルです！ウッドストックの渋い外見や、右クリ

るとフロントサイトを覗けるなど、男のロマンがたくさん詰まった武器となっています。ぜひ一度お試しくだ

三八式歩兵銃三八式歩兵銃三八式歩兵銃三八式歩兵銃    [CP][CP][CP][CP]」」」」 

 

    

    

新大当たりに「新大当たりに「新大当たりに「新大当たりに「KAC PDWKAC PDWKAC PDWKAC PDW（シルバー）（シルバー）（シルバー）（シルバー）」」」」「ウィンターカジュアルヘア」「ウィンターカジュアルヘア」「ウィンターカジュアルヘア」「ウィンターカジュアルヘア」

日（水）定期メンテナンスにて、「ペーパチ PG」を更新いたしました。 

銀色に輝くデザインの「KAC PDW（シルバー）」や、冬のおしゃれに

も同時に登場。 

の新しいアイテムを手に入れて友達と一緒に盛り上がろう！

」がショップに登場いたし

三八式歩兵銃は、高い精度を誇るライフルです！ウッドストックの渋い外見や、右クリックで視点を変え

ぜひ一度お試しくだ

 

「ウィンターカジュアルヘア」「ウィンターカジュアルヘア」「ウィンターカジュアルヘア」「ウィンターカジュアルヘア」登場登場登場登場    

    

」や、冬のおしゃれに合わせたい「ウ



 

●メイン武器●メイン武器●メイン武器●メイン武器    「「「「KAC PDWKAC PDWKAC PDWKAC PDW（シルバー）（シルバー）（シルバー）（シルバー）

    

◇◇◇◇「ウィンターカジュアルヘア「ウィンターカジュアルヘア「ウィンターカジュアルヘア「ウィンターカジュアルヘア」」」」    

 

 

 

    

 

（シルバー）（シルバー）（シルバー）（シルバー）」」」」 

 

    

        

 

 



 

黒魔法をイメージした黒魔法をイメージした黒魔法をイメージした黒魔法をイメージした

2月19日(水)定期メンテナンス終了後から

をイメージした「M950(Black mage)

いダークなイメージをテーマとした武器「

 お見逃しなく！ 

 

●メイン武器●メイン武器●メイン武器●メイン武器    「「「「ＭＭＭＭ950950950950    (Black mage)(Black mage)(Black mage)(Black mage)

    

●●●●称号称号称号称号「「「「くろねこ！くろねこ！くろねこ！くろねこ！」」」」    

 

    

福袋福袋福袋福袋    「「「「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（

2 月19 日(水)定期メンテナンス終了後

販売いたします。  

福袋「武器袋ゴールド（G16）」の

いずれか１つがランダムで、それ以外には

福袋「武器袋ゴールド（G17）」の

いずれか１つがランダムで、それ以外には

ぜひチェックしてみてください。

    

 

黒魔法をイメージした黒魔法をイメージした黒魔法をイメージした黒魔法をイメージした「「「「ＭＭＭＭ950(Black mage)950(Black mage)950(Black mage)950(Black mage)パックパックパックパック」」」」が登場が登場が登場が登場 

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の期間中

(Black mage)パック」がショップに登場します。このパックは、ペーパーマンには珍し

いダークなイメージをテーマとした武器「Ｍ950 (Black mage)」と称号「くろねこ！」がセットになっています。

(Black mage)(Black mage)(Black mage)(Black mage)」」」」    

 

 

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（G16G16G16G16））））」」」」＆＆＆＆福袋福袋福袋福袋    「「「「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（G17G17G17G17））））」」」」登場！登場！登場！登場！

定期メンテナンス終了後より、「武器袋ゴールド（G16）」、福袋 「武器袋ゴールド（

の大当たりには「AA-12(ゴールド)」「RK95 TP(ゴールド

いずれか１つがランダムで、それ以外には 1,000PG～10,000PG がランダムで入ってい

の大当たりには「RMB-93(ゴールド)」「DSR-1(ゴールド

いずれか１つがランダムで、それ以外には 1,000PG～10,000PG がランダムで入ってい

。 

        

定期メンテナンス開始前までの期間中、黒魔法

このパックは、ペーパーマンには珍し

」がセットになっています。 

 

登場！登場！登場！登場！      

武器袋ゴールド（G17）」を

ゴールド)」「M950(ゴールド)」 

ランダムで入っています。 

ゴールド)」「HK416(ゴールド)」 

ランダムで入っています。 



 

【【【【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（G16G16G16G16））））中身一覧】中身一覧】中身一覧】中身一覧】

●メイン武器●メイン武器●メイン武器●メイン武器    「「「「AAAAAAAA----12(12(12(12(ゴールドゴールドゴールドゴールド))))

 

●メイン武器●メイン武器●メイン武器●メイン武器    「「「「RK95RK95RK95RK95    TP(TP(TP(TP(ゴールドゴールドゴールドゴールド

 

●メイン武器●メイン武器●メイン武器●メイン武器    「「「「M950(M950(M950(M950(ゴールドゴールドゴールドゴールド))))」」」」

 

 

    

 

中身一覧】中身一覧】中身一覧】中身一覧】    

))))」」」」    

 

ゴールドゴールドゴールドゴールド))))」」」」    

 

」」」」    

 

        

 

 

 



 

【【【【武器袋ゴールド（武器袋ゴールド（武器袋ゴールド（武器袋ゴールド（G1G1G1G17777））））中身一覧】中身一覧】中身一覧】中身一覧】

●メイン武器●メイン武器●メイン武器●メイン武器    「「「「RMBRMBRMBRMB----93(93(93(93(ゴールドゴールドゴールドゴールド

 

●メイン武器●メイン武器●メイン武器●メイン武器    「「「「DSRDSRDSRDSR----1(1(1(1(ゴールドゴールドゴールドゴールド))))

 

●メイン武器●メイン武器●メイン武器●メイン武器    「「「「HK416(HK416(HK416(HK416(ゴールドゴールドゴールドゴールド))))

    

 

中身一覧】中身一覧】中身一覧】中身一覧】    

ゴールドゴールドゴールドゴールド))))」」」」    

 

ゴールドゴールドゴールドゴールド))))」」」」    

))))」」」」    

 

 

 



 

2 月19 日(水)定期メンテナンス終了後から

ス武器福袋」、「ボイス武器福袋2

 

「ボイス武器福袋」の大当たりには

器パック（テリシア）」「ボイス武器パック（ガイ）」「ボイス武器パック

いずれか１つがランダムで、それ以外には

 

「ボイス武器福袋2」の大当たりには「ボイス武器パック（ミリィ）」「ボイス武器パック（サイラス）」「ボイス

武器パック（リカ）」「ボイス武器パック（ヴァン）」「ボイス武器パック

れか１つがランダムでそれ以外には

 

福袋 「モーモー袋」の大当たりには

「モーモースーツ」(エリスを除く 12

10,000PG がランダムで入ってい

【【【【福袋福袋福袋福袋    「「「「ボイス武器福袋ボイス武器福袋ボイス武器福袋ボイス武器福袋 1111」」」」    大当たりアイテム大当たりアイテム大当たりアイテム大当たりアイテム

●●●●「ボイス武器パック（テリシア）」「ボイス武器パック（テリシア）」「ボイス武器パック（テリシア）」「ボイス武器パック（テリシア）」

・・・・MP40(MP40(MP40(MP40(テリシアテリシアテリシアテリシア))))    

    

・・・・コンパクトボムコンパクトボムコンパクトボムコンパクトボム    

    

※※※※画像は出現アイテムの一例です。画像は出現アイテムの一例です。画像は出現アイテムの一例です。画像は出現アイテムの一例です。

 

人気の福袋が人気の福袋が人気の福袋が人気の福袋が 1111 週間限定で再販売！週間限定で再販売！週間限定で再販売！週間限定で再販売！ 

定期メンテナンス終了後から 2 月26 日(水)定期メンテナンス開始前までの期間中、「

2」、福袋 「モーモー袋」を再販売いたします。  

大当たりには「ボイス武器パック（ハヤテ）」「ボイス武器パック（ティナ）」「ボイス武

器パック（テリシア）」「ボイス武器パック（ガイ）」「ボイス武器パック(アルル)」「ボイス武器パック

いずれか１つがランダムで、それ以外には 2,000PG～10,000PG がランダムで入ってい

大当たりには「ボイス武器パック（ミリィ）」「ボイス武器パック（サイラス）」「ボイス

武器パック（リカ）」「ボイス武器パック（ヴァン）」「ボイス武器パック(レム)」「ボイス武器パック

れか１つがランダムでそれ以外には 2,000PG～10,000PG がランダムで入っています。

大当たりには「モーモースナイパー」、「モーモーヘア」(エリスを除く

12 キャラ)よりいずれか１つがランダムで、それ以外には

入っています。 

大当たりアイテム大当たりアイテム大当たりアイテム大当たりアイテム】】】】    

「ボイス武器パック（テリシア）」「ボイス武器パック（テリシア）」「ボイス武器パック（テリシア）」「ボイス武器パック（テリシア）」    

 

 

 

画像は出現アイテムの一例です。画像は出現アイテムの一例です。画像は出現アイテムの一例です。画像は出現アイテムの一例です。    

定期メンテナンス開始前までの期間中、「ボイ

「ボイス武器パック（ハヤテ）」「ボイス武器パック（ティナ）」「ボイス武

」「ボイス武器パック(ドッドン)」

入っています。 

大当たりには「ボイス武器パック（ミリィ）」「ボイス武器パック（サイラス）」「ボイス

」「ボイス武器パック(フッド)」いず

ます。 

エリスを除く 12 キャラ)、

よりいずれか１つがランダムで、それ以外には 2,000PG～

 



 

【【【【福袋福袋福袋福袋    「「「「ボイス武器福袋ボイス武器福袋ボイス武器福袋ボイス武器福袋 2222」」」」    大当たりアイテム大当たりアイテム大当たりアイテム大当たりアイテム

●●●●「ボイス武器パック（「ボイス武器パック（「ボイス武器パック（「ボイス武器パック（ミリィミリィミリィミリィ）」）」）」）」    

・・・・M82A3(M82A3(M82A3(M82A3(ミリィミリィミリィミリィ))))    

    

・・・・式紙ボム式紙ボム式紙ボム式紙ボム    

    

※※※※画像は出現アイテムの一例です。画像は出現アイテムの一例です。画像は出現アイテムの一例です。画像は出現アイテムの一例です。

    

【【【【福袋福袋福袋福袋    「モーモー袋」「モーモー袋」「モーモー袋」「モーモー袋」    中身一覧】中身一覧】中身一覧】中身一覧】

●●●●メイン武器メイン武器メイン武器メイン武器    「「「「モーモースナイパーモーモースナイパーモーモースナイパーモーモースナイパー

 

大当たりアイテム大当たりアイテム大当たりアイテム大当たりアイテム】】】】    

 

 

画像は出現アイテムの一例です。画像は出現アイテムの一例です。画像は出現アイテムの一例です。画像は出現アイテムの一例です。    

中身一覧】中身一覧】中身一覧】中身一覧】    

モーモースナイパーモーモースナイパーモーモースナイパーモーモースナイパー」」」」    

 

 



 

    

●●●●「モーモーヘア」、「モーモーヘア」、「モーモーヘア」、「モーモーヘア」、「モーモースーツ「モーモースーツ「モーモースーツ「モーモースーツ

    

 

 

「モーモースーツ「モーモースーツ「モーモースーツ「モーモースーツ」」」」    

  

 



 

■『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 Reserved.

 

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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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。 


