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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 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

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をををを追加追加追加追加開催開催開催開催

テム大量追加テム大量追加テム大量追加テム大量追加

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、本日2 月26 日（水）定期メンテナンスにてアップデートを行いました。

 

3 月5 日（水）についに 14 人目の新キャラクターが登場します！それに伴い本日

ンテナンス終了後より、新キャラクターの予告サイトを公開しました。

予告サイトでは、新キャラクターの名前や性別、声など気になる情報を、ツイートボタンから発信された

皆様のツイート数に応じて公開していきます。

また、達成したツイート数に応じて、新キャラクターをイメージした武器や称号をプレゼント！

たくさんツイートをして、新キャラクターの情報を手に入れましょう！

 

【イベント期間】【イベント期間】【イベント期間】【イベント期間】    

2 月26 日(水)～3 月5 日(水)定期メンテナンス前まで

【アイテム配布日】【アイテム配布日】【アイテム配布日】【アイテム配布日】    

3 月5 日(水)定期メンテナンス時

 

http://www.paperman.jp/event/201402newcharacter/http://www.paperman.jp/event/201402newcharacter/http://www.paperman.jp/event/201402newcharacter/http://www.paperman.jp/event/201402newcharacter/

    

    

 

  

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』新キャラクター新キャラクター新キャラクター新キャラクター実装実装実装実装予告サイト予告サイト予告サイト予告サイト公開！公開！公開！公開！    

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 2222 弾実施やマンガセリフ投稿イベント弾実施やマンガセリフ投稿イベント弾実施やマンガセリフ投稿イベント弾実施やマンガセリフ投稿イベント

開催開催開催開催！！！！    他にも他にも他にも他にも限定武器袋・衣装袋の限定武器袋・衣装袋の限定武器袋・衣装袋の限定武器袋・衣装袋の登場や登場や登場や登場や新新新新武器の登場武器の登場武器の登場武器の登場

テム大量追加テム大量追加テム大量追加テム大量追加などイベント目白押しなどイベント目白押しなどイベント目白押しなどイベント目白押し！！！！    

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。 

新キャラクター実装予告サイト公開！新キャラクター実装予告サイト公開！新キャラクター実装予告サイト公開！新キャラクター実装予告サイト公開！    

人目の新キャラクターが登場します！それに伴い本日2 月

ンテナンス終了後より、新キャラクターの予告サイトを公開しました。 

予告サイトでは、新キャラクターの名前や性別、声など気になる情報を、ツイートボタンから発信された

皆様のツイート数に応じて公開していきます。 

また、達成したツイート数に応じて、新キャラクターをイメージした武器や称号をプレゼント！

たくさんツイートをして、新キャラクターの情報を手に入れましょう！ 

定期メンテナンス前まで 

定期メンテナンス時 

新キャラクター予告サイト新キャラクター予告サイト新キャラクター予告サイト新キャラクター予告サイト    
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平成26 年2 月26 日 

ゲームポット株式会社 

http://www.gamepot.co.jp/ ） 

    

弾実施やマンガセリフ投稿イベント弾実施やマンガセリフ投稿イベント弾実施やマンガセリフ投稿イベント弾実施やマンガセリフ投稿イベントなどなどなどなど    

武器の登場武器の登場武器の登場武器の登場、、、、アイアイアイアイ

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

    

月26 日（水）定期メ

予告サイトでは、新キャラクターの名前や性別、声など気になる情報を、ツイートボタンから発信された

また、達成したツイート数に応じて、新キャラクターをイメージした武器や称号をプレゼント！ 



 

ペーパーマンペーパーマンペーパーマンペーパーマン

本日2 月26 日（水）定期メンテナンス終了後より、

マン 5 周年アニバーサリーイベント」

5 周年を迎え、イベント盛りだくさんの『ペーパーマン』。ぜひお楽しみください！
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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26 日（水）追加イベント内容

◆◆◆◆コミカライズ記念イベント「マンガコミカライズ記念イベント「マンガコミカライズ記念イベント「マンガコミカライズ記念イベント「マンガ

◆◆◆◆「ペーパーマンフリーマッチトーナメント」「ペーパーマンフリーマッチトーナメント」「ペーパーマンフリーマッチトーナメント」「ペーパーマンフリーマッチトーナメント」

◆◆◆◆「テリシア「テリシア「テリシア「テリシア    in in in in フリーマーケット」フリーマーケット」フリーマーケット」フリーマーケット」

 

◆◆◆◆コミカライズ記念イベント「マンガコミカライズ記念イベント「マンガコミカライズ記念イベント「マンガコミカライズ記念イベント「マンガ

マンガのワンシーンがお題として出題されます。

セリフをうめて、全力でボケてください。

投稿した方全員に、イベント限定武器をプレゼント

優秀賞を受賞した方にはさらにアイテムをプレゼント

 

 

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、現在開催中の 5 周年を記念したイベント、

周年アニバーサリーイベント」に、さらにイベントを追加しました。 

周年を迎え、イベント盛りだくさんの『ペーパーマン』。ぜひお楽しみください！ 

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--- 

コミカライズ記念イベント「マンガコミカライズ記念イベント「マンガコミカライズ記念イベント「マンガコミカライズ記念イベント「マンガ    de de de de ペラペーラ」ペラペーラ」ペラペーラ」ペラペーラ」    

「ペーパーマンフリーマッチトーナメント」「ペーパーマンフリーマッチトーナメント」「ペーパーマンフリーマッチトーナメント」「ペーパーマンフリーマッチトーナメント」    

フリーマーケット」フリーマーケット」フリーマーケット」フリーマーケット」    

コミカライズ記念イベント「マンガコミカライズ記念イベント「マンガコミカライズ記念イベント「マンガコミカライズ記念イベント「マンガ    de de de de ペラペーラ」ペラペーラ」ペラペーラ」ペラペーラ」    

マンガのワンシーンがお題として出題されます。 

セリフをうめて、全力でボケてください。 

投稿した方全員に、イベント限定武器をプレゼント！ 

優秀賞を受賞した方にはさらにアイテムをプレゼントいたします。 

    

    
イベント、「ペーパー

日（水）定期メンテナンス開始前まで 

 



 

 

◆◆◆◆「ペーパーマンフリーマッチトーナメント」「ペーパーマンフリーマッチトーナメント」「ペーパーマンフリーマッチトーナメント」「ペーパーマンフリーマッチトーナメント」

エントリー不要、フリーマッチ方式のクラン大会開催

3 月5 日（水）から 3 月11 日（火）に開催される、

で優勝すれば、決勝トーナメント出場権が獲得できます

決勝トーナメントは、3 月15 日（土）、

なんと予選へのチャレンジは何回でも可能！

 

 

「ペーパーマンフリーマッチトーナメント」「ペーパーマンフリーマッチトーナメント」「ペーパーマンフリーマッチトーナメント」「ペーパーマンフリーマッチトーナメント」    

フリーマッチ方式のクラン大会開催。 

日（火）に開催される、好きな日程の予選トーナメントに参加し、そのトーナメント

で優勝すれば、決勝トーナメント出場権が獲得できます。 

日（土）、3 月16 日（日）に開催予定です。 

なんと予選へのチャレンジは何回でも可能！ 信頼できる仲間と優勝を目指そう！ 

  

 

 

トーナメントに参加し、そのトーナメント



 

 

◆「◆「◆「◆「テリシアテリシアテリシアテリシア    in in in in フリーマーケットフリーマーケットフリーマーケットフリーマーケット

アイドルを目指すテリシアが、ペーパーマンをプレイしているみんなともっと触れ合うために、パピルス王

国からやってきます。 

カワイイテリシアにピッタリのフリーマーケット「東京

出店！過去のペーパーマンオリジナルグッズを大放出いたします

 

会場にお越しいただき、テリシアにお声がけいただいた方には、テリシアからお礼に粗品をプレゼント

写真撮影や握手・サインなどなど、テリシアと思いっきり触れ合ってください！

 

●新発売 

・ヴァイスコンバットパック（全キャラクター）

 

●●●●ヴァイスコンバットパック（全キャラクター）ヴァイスコンバットパック（全キャラクター）ヴァイスコンバットパック（全キャラクター）ヴァイスコンバットパック（全キャラクター）

 

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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フリーマーケットフリーマーケットフリーマーケットフリーマーケット」」」」    

アイドルを目指すテリシアが、ペーパーマンをプレイしているみんなともっと触れ合うために、パピルス王

カワイイテリシアにピッタリのフリーマーケット「東京SOUQ カワイイフリマ」に、テリシアと運営チームが

出店！過去のペーパーマンオリジナルグッズを大放出いたします。 

会場にお越しいただき、テリシアにお声がけいただいた方には、テリシアからお礼に粗品をプレゼント

写真撮影や握手・サインなどなど、テリシアと思いっきり触れ合ってください！ 

ヴァイスコンバットパック（全キャラクター） 

ヴァイスコンバットパック（全キャラクター）ヴァイスコンバットパック（全キャラクター）ヴァイスコンバットパック（全キャラクター）ヴァイスコンバットパック（全キャラクター）    

 

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/    

 

アイドルを目指すテリシアが、ペーパーマンをプレイしているみんなともっと触れ合うために、パピルス王

カワイイフリマ」に、テリシアと運営チームが

会場にお越しいただき、テリシアにお声がけいただいた方には、テリシアからお礼に粗品をプレゼント。 



 

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

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26 日(水)メンテナンス後

～ 

3 月5 日(水)メンテナンス前 

    

    

本日2月26日(水)定期メンテナンスに

ー調整 第2 弾』を実施いたしました

 

【修正箇所】 

・キャラクター「エリス」のダメージ値調整

 

・全キャラクターのダメージ範囲の調整

※『2014 年 キャラクター調整 第

 

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=2625http://www.paperman.jp/notice_newsview.aspx?seq=2625http://www.paperman.jp/notice_newsview.aspx?seq=2625http://www.paperman.jp/notice_newsview.aspx?seq=2625

    

    

 

5555 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中！3 週目のアイテムは衣装袋です。

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    

 

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

    

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

『『『『2014201420142014 年キャラクター調整年キャラクター調整年キャラクター調整年キャラクター調整    第第第第2222 弾』実施弾』実施弾』実施弾』実施   

定期メンテナンスにて、キャラクターの能力値の統一を図るため、

実施いたしました。 

・キャラクター「エリス」のダメージ値調整 

・全キャラクターのダメージ範囲の調整 

第1 弾』に基づき、ダメージ判定の一部を修正いたしました。

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 2222 弾のお知らせについては弾のお知らせについては弾のお知らせについては弾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=2625http://www.paperman.jp/notice_newsview.aspx?seq=2625http://www.paperman.jp/notice_newsview.aspx?seq=2625http://www.paperman.jp/notice_newsview.aspx?seq=2625    

    

    

        

週目のアイテムは衣装袋です。 

10101010 個購入個購入個購入個購入    

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

    

 

キャラクターの能力値の統一を図るため、『2014年キャラクタ

を修正いたしました。 



 

新メイン武器「新メイン武器「新メイン武器「新メイン武器「

本日2月26日(水)定期メンテナンス終了後より、新メイン武器

します。 

先日開催されたオリンピックでも話題となったフィギュアスケートをモチーフとした武器です。武器

出し時やリロード時に、特殊なサウンドが流れる点もポイントです、

 新しい武器を手に入れて、ペーパーマンをプレイしよう！

●メイン武器●メイン武器●メイン武器●メイン武器    「「「「Prince of FigurePrince of FigurePrince of FigurePrince of Figure

    

    

 

新メイン武器「新メイン武器「新メイン武器「新メイン武器「Prince of FigurePrince of FigurePrince of FigurePrince of Figure」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 「Prince of Figure」がショップに登場

先日開催されたオリンピックでも話題となったフィギュアスケートをモチーフとした武器です。武器

出し時やリロード時に、特殊なサウンドが流れる点もポイントです、ぜひチェックしてみてください。

新しい武器を手に入れて、ペーパーマンをプレイしよう！ 

    

Prince of FigurePrince of FigurePrince of FigurePrince of Figure」」」」 

 

        

 

」がショップに登場いた

先日開催されたオリンピックでも話題となったフィギュアスケートをモチーフとした武器です。武器の取り

チェックしてみてください。 

 



 

福袋「武器袋オリエンタル」がショップに登場福袋「武器袋オリエンタル」がショップに登場福袋「武器袋オリエンタル」がショップに登場福袋「武器袋オリエンタル」がショップに登場

本日2 月26 日(水)定期メンテナンス終了後

福袋「武器袋オリエンタル」の大当たりには「

がランダムで、それ以外には 1,000PG

●メイン武器●メイン武器●メイン武器●メイン武器    「「「「MP40(MP40(MP40(MP40(桜桜桜桜))))」」」」 

●メイン武器●メイン武器●メイン武器●メイン武器    「「「「PSGPSGPSGPSG----1(1(1(1(海洋海洋海洋海洋))))」」」」

●メイン武器●メイン武器●メイン武器●メイン武器    「「「「89898989 式小銃式小銃式小銃式小銃((((朱雀朱雀朱雀朱雀

    

 

福袋「武器袋オリエンタル」がショップに登場福袋「武器袋オリエンタル」がショップに登場福袋「武器袋オリエンタル」がショップに登場福袋「武器袋オリエンタル」がショップに登場         

定期メンテナンス終了後より、福袋「武器袋オリエンタル」を販売いたします。

福袋「武器袋オリエンタル」の大当たりには「MP40(桜)」「PSG-1(海洋)」「89式小銃(朱雀

1,000PG～10,000PG がランダムで入っています。 

 

    

」」」」    
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福袋福袋福袋福袋

本日2月26日(水)定期メンテナンス終了後

ます。  

 福袋「衣装袋(A10)」の大当たりには「スポーツセット」「海草水泳服セット」「オズの魔法使いセット」「不思

議の国のアリスセット」がそれ以外には

福袋 「衣装袋(A11)」の大当たりには「アイドルセット」「ナイトオブパピルスセット」「もののふセット」「バ

レンタインセット」がそれ以外には

どうぞお見逃しなく！ 

 

【【【【衣装袋衣装袋衣装袋衣装袋(A10)(A10)(A10)(A10)中身一覧】中身一覧】中身一覧】中身一覧】 

●●●●スポーツセットスポーツセットスポーツセットスポーツセット    

 

●●●●海草水泳服セット海草水泳服セット海草水泳服セット海草水泳服セット    
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当たりには「アイドルセット」「ナイトオブパピルスセット」「もののふセット」「バ

レンタインセット」がそれ以外には 1,000PG～10,000PG がランダムで入っています。 
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当たりには「アイドルセット」「ナイトオブパピルスセット」「もののふセット」「バ



 

●●●●オズの魔法使いセットオズの魔法使いセットオズの魔法使いセットオズの魔法使いセット    

 

●●●●不思議の国のアリスセット不思議の国のアリスセット不思議の国のアリスセット不思議の国のアリスセット    
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●●●●アイドルセットアイドルセットアイドルセットアイドルセット    

 

 

 

 

 



 

●●●●ナイトオブパピルスナイトオブパピルスナイトオブパピルスナイトオブパピルスセットセットセットセット    

 

●●●●もののふもののふもののふもののふセットセットセットセット    

 

●●●●バレンタインバレンタインバレンタインバレンタインセットセットセットセット    

    

 

 

 

 

    

        



 

人気のアニメパッケージが待望の再販売人気のアニメパッケージが待望の再販売人気のアニメパッケージが待望の再販売人気のアニメパッケージが待望の再販売

本日2月26日(水)定期メンテナンス終了後から

ニメパッケージ」を再販売いたします。

「アニメパッケージ」は各キャラクターのバスタオル、シャワーキャップ、

DE.50 AE（アニメ） （無期限）、ボディブラシ

ーマンのアニメ（フルバージョン）がダウンロードできます。

 

詳細は「アニメパッケージ」特設サイトをご覧ください。

    

 

人気のアニメパッケージが待望の再販売人気のアニメパッケージが待望の再販売人気のアニメパッケージが待望の再販売人気のアニメパッケージが待望の再販売 

定期メンテナンス終了後から3月26日(水)定期メンテナンス開始前までの期間中、「

販売いたします。  

は各キャラクターのバスタオル、シャワーキャップ、M4A1（アニメ）

（無期限）、ボディブラシ （無期限）のセットとなり、 購入すると特設サイトにてペーパ

ーマンのアニメ（フルバージョン）がダウンロードできます。 

詳細は「アニメパッケージ」特設サイトをご覧ください。 

    

「アニメパッケージ」特設サイト「アニメパッケージ」特設サイト「アニメパッケージ」特設サイト「アニメパッケージ」特設サイト    
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定期メンテナンス開始前までの期間中、「ア
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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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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/ ） 
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