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『ペーパーマン』本日『ペーパーマン』本日『ペーパーマン』本日『ペーパーマン』本日 3333

ルコットのアバターが必ずもらえる実装記念キャンペーンや、ルコットのアバターが必ずもらえる実装記念キャンペーンや、ルコットのアバターが必ずもらえる実装記念キャンペーンや、ルコットのアバターが必ずもらえる実装記念キャンペーンや、

あなたのデザインが実装されるかも？ルコットの衣装デザインコンテストも開催あなたのデザインが実装されるかも？ルコットの衣装デザインコンテストも開催あなたのデザインが実装されるかも？ルコットの衣装デザインコンテストも開催あなたのデザインが実装されるかも？ルコットの衣装デザインコンテストも開催

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3 月5 日（水）定期メンテナンスにてアップデートを行いま

 

獣人国ニヤモ王国から、愛くるしいキツネの少女「ルコット」が参戦！獣人国ニヤモ王国から、愛くるしいキツネの少女「ルコット」が参戦！獣人国ニヤモ王国から、愛くるしいキツネの少女「ルコット」が参戦！獣人国ニヤモ王国から、愛くるしいキツネの少女「ルコット」が参戦！

 

本日3 月5 日（水）定期メンテナンス終了後より、新キャラクター「ルコット

「ルコット」は、獣人国ニヤモからやってきた魔術使いの少女。ペーパーマンの大会副賞である、ブラン

ドのクマの特大ぬいぐるみに惹かれ、ペーパーマンへ参加を決めました。

おかしな敬語を使い、無邪気にふるまう幼い少女ですが、一方で自らが子

ずるがしこさを身につけており、時々黒い性格が出てしまうことも・・・・？

 

見た目はかわいいけれど、性格にちょっと難あり？な新キャラクター「ルコット」

て、『ペーパーマン』をプレイしてみてください！

 

●●●●rukotto.wmvrukotto.wmvrukotto.wmvrukotto.wmv    

    

 

会 社 名 GMO ゲームポット株式会社

（URL http://www.gamepot.co.jp/
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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す。 
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「ルコット」は、獣人国ニヤモからやってきた魔術使いの少女。ペーパーマンの大会副賞である、ブラン

ドのクマの特大ぬいぐるみに惹かれ、ペーパーマンへ参加を決めました。 

おかしな敬語を使い、無邪気にふるまう幼い少女ですが、一方で自らが子どもである

けており、時々黒い性格が出てしまうことも・・・・？ 

見た目はかわいいけれど、性格にちょっと難あり？な新キャラクター「ルコット」。ぜひ「ルコット」を使っ

『ペーパーマン』をプレイしてみてください！ 
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ゲームポット株式会社 
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人目の新キャラクター「ルコット人目の新キャラクター「ルコット人目の新キャラクター「ルコット人目の新キャラクター「ルコット」を実装！」を実装！」を実装！」を実装！    

ルコットのアバターが必ずもらえる実装記念キャンペーンや、ルコットのアバターが必ずもらえる実装記念キャンペーンや、ルコットのアバターが必ずもらえる実装記念キャンペーンや、ルコットのアバターが必ずもらえる実装記念キャンペーンや、    

あなたのデザインが実装されるかも？ルコットの衣装デザインコンテストも開催あなたのデザインが実装されるかも？ルコットの衣装デザインコンテストも開催あなたのデザインが実装されるかも？ルコットの衣装デザインコンテストも開催あなたのデザインが実装されるかも？ルコットの衣装デザインコンテストも開催決定決定決定決定！！！！    

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

獣人国ニヤモ王国から、愛くるしいキツネの少女「ルコット」が参戦！獣人国ニヤモ王国から、愛くるしいキツネの少女「ルコット」が参戦！獣人国ニヤモ王国から、愛くるしいキツネの少女「ルコット」が参戦！獣人国ニヤモ王国から、愛くるしいキツネの少女「ルコット」が参戦！    

 

」を実装いたします。 

「ルコット」は、獣人国ニヤモからやってきた魔術使いの少女。ペーパーマンの大会副賞である、ブラン

であることを利用する、

。ぜひ「ルコット」を使っ



 

新キャラクター「ルコット」のキャラクターボイスには「下田麻美」さん新キャラクター「ルコット」のキャラクターボイスには「下田麻美」さん新キャラクター「ルコット」のキャラクターボイスには「下田麻美」さん新キャラクター「ルコット」のキャラクターボイスには「下田麻美」さん

※下田麻美さん演じるルコットの声はゲーム内のほか、

ルコット特設サイトにてその一部を聞くことができます

http://www.paperman.jp/event/201403lucotto/
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新キャラクター「ルコット」新キャラクター「ルコット」新キャラクター「ルコット」新キャラクター「ルコット」    
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※下田麻美さん演じるルコットの声はゲーム内のほか、 

ルコット特設サイトにてその一部を聞くことができます 

http://www.paperman.jp/event/201403lucotto/ 

◇代表作品◇◇代表作品◇◇代表作品◇◇代表作品◇    

アイドルマスター（双海 亜美・真美） 

 ボーカロイド（鏡音リン・レン） 

 生徒会役員共＊（津田ことみ） 

IS ～インフィニット・ストラトス～（凰 鈴音） 

        

新キャラクター「ルコット」のキャラクターボイスには「下田麻美」さん新キャラクター「ルコット」のキャラクターボイスには「下田麻美」さん新キャラクター「ルコット」のキャラクターボイスには「下田麻美」さん新キャラクター「ルコット」のキャラクターボイスには「下田麻美」さん 
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イベント「ルコットと一緒に遊ぶです！」開催イベント「ルコットと一緒に遊ぶです！」開催イベント「ルコットと一緒に遊ぶです！」開催イベント「ルコットと一緒に遊ぶです！」開催

本日3月5日(水)定期メンテナンス終了後

ント「ルコットと一緒に遊ぶです！」を開催します。

 

パピルス王国に来たばかりのルコットと指定のモードを遊べばポイントが貯まり、

し、素敵な報酬を GET することが

さらにルコットを使用して試合を

れるので、とことん遊んであげてください

また、指定されている全モードで

す。 

ぜひ「ルコット」とたくさん遊んであげてください！

 

 

ルコット実装記念プレゼントキャンペーンルコット実装記念プレゼントキャンペーンルコット実装記念プレゼントキャンペーンルコット実装記念プレゼントキャンペーン

本日3 月5 日(水)定期メンテナンス終了後

コット実装記念キャンペーン」を開催

 

キャンペーン期間中、「ルコット」のキャラクターパッケージ「リトルマジシャンパック」を購入した方全員

に、ルコット用アクセサリーアバターをプレゼント

 

さらに抽選で 4 名様にルコットを演じていただいた下田麻美さんの直筆サイン色紙をプレゼント

「ルコット実装記念キャンペーン」で限定アクセサリーアバターをゲットしよう

 

○リトルマジシャンパック 

 
・キャラクター「ルコット」 

・アバター「フォックスマジシャンセット」

・セットパズル - 4401(装備すると防御

・キャットミニガン 

がセットになっております。 

    

 

≪ルコット実装記念キャンペーン・イベント一覧≫≪ルコット実装記念キャンペーン・イベント一覧≫≪ルコット実装記念キャンペーン・イベント一覧≫≪ルコット実装記念キャンペーン・イベント一覧≫    

イベント「ルコットと一緒に遊ぶです！」開催イベント「ルコットと一緒に遊ぶです！」開催イベント「ルコットと一緒に遊ぶです！」開催イベント「ルコットと一緒に遊ぶです！」開催    

メンテナンス終了後から4月2日(水)定期メンテナンス開始前まで

ント「ルコットと一緒に遊ぶです！」を開催します。 

パピルス王国に来たばかりのルコットと指定のモードを遊べばポイントが貯まり、 その

することができます。 

さらにルコットを使用して試合を行うと、ポイントが 2 倍貯まります。ルコットとは何回でも遊んであげら

れるので、とことん遊んであげてください。 

また、指定されている全モードで1回以上クリアすれば、ルコットからの特別なお礼をもらうことができま

ぜひ「ルコット」とたくさん遊んであげてください！ 

ルコット実装記念プレゼントキャンペーンルコット実装記念プレゼントキャンペーンルコット実装記念プレゼントキャンペーンルコット実装記念プレゼントキャンペーン        

    

メンテナンス終了後から 4 月2 日(水)定期メンテナンス開始前

コット実装記念キャンペーン」を開催いたします。 

「ルコット」のキャラクターパッケージ「リトルマジシャンパック」を購入した方全員

に、ルコット用アクセサリーアバターをプレゼントいたします。 

名様にルコットを演じていただいた下田麻美さんの直筆サイン色紙をプレゼント

「ルコット実装記念キャンペーン」で限定アクセサリーアバターをゲットしよう！ 

・アバター「フォックスマジシャンセット」 

装備すると防御Lv が 1 発動します) 

    

までの期間中、イベ

そのポイントを使用

ルコットとは何回でも遊んであげら

をもらうことができま

メンテナンス開始前までの期間中、「ル

「ルコット」のキャラクターパッケージ「リトルマジシャンパック」を購入した方全員

名様にルコットを演じていただいた下田麻美さんの直筆サイン色紙をプレゼント。 



 

「ルコットアバターデザインコンテスト」「ルコットアバターデザインコンテスト」「ルコットアバターデザインコンテスト」「ルコットアバターデザインコンテスト」

  

来る 3 月12 日（水）より、「ルコットアバターデザインコンテスト」を開催予定です。

特設サイトにて、新キャラクター「ルコット」の衣装を大募集

「お金がないけどたくさんのお洋服が着たいのです！」とわがままを言うルコットのために、お似合いの

可愛い衣装デザインをご投稿ください

 

優秀賞に選ばれた作品はルコット用アイテムとしてゲーム内へ実装、さらにそのアイテムをプレゼント

いたします！ 

 

ぜひコンテンストに先駆けて今のうちからデザイン案を考えてみてください。

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

 

※作品の投稿は 3 月12 日（水）からです。

    

    

  

本日3 月5 日(水)定期メンテナンス終了後より、

「ルールル村」は新キャラクター「ルコット」の生まれ故郷で、魔術師たちが住む村をモチーフ

用MAP です。 

薄暗い中にも幻想的でかわいらしさの垣間見える不思議な

また、この新MAP実装を記念して、

獲得アップイベントを開催します。

この機会に新MAP で『ペーパーマン』を楽しもう！

 

【イベント期間】【イベント期間】【イベント期間】【イベント期間】    

3 月5 日(水)メンテナンス終了後

    

【イベント内容】【イベント内容】【イベント内容】【イベント内容】    

MAP「ルールル村（爆破）」でのゲーム終了時、
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日（水）より、「ルコットアバターデザインコンテスト」を開催予定です。 

特設サイトにて、新キャラクター「ルコット」の衣装を大募集いたします。 

「お金がないけどたくさんのお洋服が着たいのです！」とわがままを言うルコットのために、お似合いの

可愛い衣装デザインをご投稿ください。 

優秀賞に選ばれた作品はルコット用アイテムとしてゲーム内へ実装、さらにそのアイテムをプレゼント

ぜひコンテンストに先駆けて今のうちからデザイン案を考えてみてください。 

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。 

日（水）からです。 

新新新新 MAPMAPMAPMAP「ルールル村」実装「ルールル村」実装「ルールル村」実装「ルールル村」実装    

実装記念獲得アップイベントも開催実装記念獲得アップイベントも開催実装記念獲得アップイベントも開催実装記念獲得アップイベントも開催 

メンテナンス終了後より、新MAP「ルールル村」が登場いたします。

新キャラクター「ルコット」の生まれ故郷で、魔術師たちが住む村をモチーフ

薄暗い中にも幻想的でかわいらしさの垣間見える不思議な MAP となっています。 

実装を記念して、イベント期間中は「ルールル村」で獲得できるPG

。 

で『ペーパーマン』を楽しもう！ 

後 ～ 3 月12 日(水)メンテナンス開始前まで 

」でのゲーム終了時、獲得 PG・EXP +50％UP 

日（水）から開催予定日（水）から開催予定日（水）から開催予定日（水）から開催予定    

「お金がないけどたくさんのお洋服が着たいのです！」とわがままを言うルコットのために、お似合いの

優秀賞に選ばれた作品はルコット用アイテムとしてゲーム内へ実装、さらにそのアイテムをプレゼント

    

ルールル村」が登場いたします。 

新キャラクター「ルコット」の生まれ故郷で、魔術師たちが住む村をモチーフとした爆破

 

PG・EXPがアップする、



 

数階建ての建物が何軒も並び、複雑な高低差がある数階建ての建物が何軒も並び、複雑な高低差がある数階建ての建物が何軒も並び、複雑な高低差がある数階建ての建物が何軒も並び、複雑な高低差がある

爆破用爆破用爆破用爆破用 MAPMAPMAPMAP ですですですです

熊のぬいぐるみがあるベッドは、ひょっとして熊のぬいぐるみがあるベッドは、ひょっとして熊のぬいぐるみがあるベッドは、ひょっとして熊のぬいぐるみがあるベッドは、ひょっとして

ルコットのものでしょうか？ルコットのものでしょうか？ルコットのものでしょうか？ルコットのものでしょうか？

    

    

    

 

数階建ての建物が何軒も並び、複雑な高低差がある数階建ての建物が何軒も並び、複雑な高低差がある数階建ての建物が何軒も並び、複雑な高低差がある数階建ての建物が何軒も並び、複雑な高低差がある    

ですですですです 

一方中央の開けた噴水広場では、激しい銃撃戦が一方中央の開けた噴水広場では、激しい銃撃戦が一方中央の開けた噴水広場では、激しい銃撃戦が一方中央の開けた噴水広場では、激しい銃撃戦が

展開されるでしょう展開されるでしょう展開されるでしょう展開されるでしょう

熊のぬいぐるみがあるベッドは、ひょっとして熊のぬいぐるみがあるベッドは、ひょっとして熊のぬいぐるみがあるベッドは、ひょっとして熊のぬいぐるみがあるベッドは、ひょっとして    

ルコットのものでしょうか？ルコットのものでしょうか？ルコットのものでしょうか？ルコットのものでしょうか？    

    

    

        

一方中央の開けた噴水広場では、激しい銃撃戦が一方中央の開けた噴水広場では、激しい銃撃戦が一方中央の開けた噴水広場では、激しい銃撃戦が一方中央の開けた噴水広場では、激しい銃撃戦が    

展開されるでしょう展開されるでしょう展開されるでしょう展開されるでしょう    



 

ペーパチペーパチペーパチペーパチ

さらにさらにさらにさらに「ひなまつりボイス」「ひなまつりアバター」「ひなまつりボイス」「ひなまつりアバター」「ひなまつりボイス」「ひなまつりアバター」「ひなまつりボイス」「ひなまつりアバター」

 

本日3 月5 日（水）定期メンテナンスにて、「ペーパチ

新キャラクター「ルコット」のボイスやアバターが登場いたします。

さらに今回より大当たりに、「ひなまつりボイス」が登場

って大騒ぎ！？ 

またボイスと一緒に使うと大盛り上がり間違いなし

ルド)」も同時に登場いたします。 

  

ペーパチ CASH の新しいアイテム

 

◇◇◇◇「「「「ひなまつりボイス」ひなまつりボイス」ひなまつりボイス」ひなまつりボイス」    

    

 

ペーパチペーパチペーパチペーパチ CASHCASHCASHCASH ににににルコットの衣装やボイスルコットの衣装やボイスルコットの衣装やボイスルコットの衣装やボイスが登場！が登場！が登場！が登場！    

「ひなまつりボイス」「ひなまつりアバター」「ひなまつりボイス」「ひなまつりアバター」「ひなまつりボイス」「ひなまつりアバター」「ひなまつりボイス」「ひなまつりアバター」も同時実装も同時実装も同時実装も同時実装    

日（水）定期メンテナンスにて、「ペーパチ CASH」を更新いたします。 

新キャラクター「ルコット」のボイスやアバターが登場いたします。 

今回より大当たりに、「ひなまつりボイス」が登場！キャラクターたちが三人官女や五人囃子にな

またボイスと一緒に使うと大盛り上がり間違いなしの「ひなまつりセット」や、金色に輝く「

 

の新しいアイテムを使って『ペーパーマン』を楽しもう！ 

    

    

キャラクターたちが三人官女や五人囃子にな

「ひなまつりセット」や、金色に輝く「AAI LSAT(ゴー

 



 

●メイン武器●メイン武器●メイン武器●メイン武器    「「「「AAI LSAT(AAI LSAT(AAI LSAT(AAI LSAT(ゴールドゴールドゴールドゴールド

●「●「●「●「ひなまつりひなまつりひなまつりひなまつりセット」セット」セット」セット」    

 

●●●●メイン武器「メイン武器「メイン武器「メイン武器「SPASSPASSPASSPAS----15151515」」」」    

 

ゴールドゴールドゴールドゴールド))))」」」」    

 

 

◇通常販売アイテム◇◇通常販売アイテム◇◇通常販売アイテム◇◇通常販売アイテム◇    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

●●●●メイン武器「キャットミニガン」メイン武器「キャットミニガン」メイン武器「キャットミニガン」メイン武器「キャットミニガン」    

 

●●●●投擲武器「変身投擲武器「変身投擲武器「変身投擲武器「変身?!?!?!?!クッキーボムクッキーボムクッキーボムクッキーボム

※投げると相手をかわいいクッキーに変身させる、今までにない新しいボムです

 

 

    

 

クッキーボムクッキーボムクッキーボムクッキーボム」」」」    

※投げると相手をかわいいクッキーに変身させる、今までにない新しいボムです    

 

 

 



 

●フォックスマジシャンシリーズ●フォックスマジシャンシリーズ●フォックスマジシャンシリーズ●フォックスマジシャンシリーズ    

フォックスマジシャンヘア 

フォックスマジシャンセット 

    

●ルコットの私服シリーズ●ルコットの私服シリーズ●ルコットの私服シリーズ●ルコットの私服シリーズ    

ルコットの私服ヘア 

ルコットの私服セット 

    

●●●●クランクランクランクラン TTTT シャツシャツシャツシャツ(緑／青／黒) 

●●●●クラン遠征クラン遠征クラン遠征クラン遠征TTTT シャツシャツシャツシャツ(白)  

 

    

 

    

 

 



 

●スノーシリーズ●スノーシリーズ●スノーシリーズ●スノーシリーズ    

スノーヘア 

スノートップ 

スノーボトム 

スノーメガネ 

スノーシューズ 

●おやすみシリーズ●おやすみシリーズ●おやすみシリーズ●おやすみシリーズ    

おやすみトップ 

おやすみボトム 

 

 

    

 

 

 

        



 

●パジャマシリーズ●パジャマシリーズ●パジャマシリーズ●パジャマシリーズ    

パジャマヘア 

パジャマトップ 

パジャマボトム 

パジャマシューズ 

 

●アクセサリ●アクセサリ●アクセサリ●アクセサリ    

（海賊眼帯/ゴールデンネックレス

    

●表情●表情●表情●表情    

（がんばる） 

 

（なごやか） 

 

    

 

 

ゴールデンネックレス/エンジェルカチューシャ/アイマスク/おやつたい焼き）

        

おやつたい焼き） 

    



 

    

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 3 月 5 日（水）定期メンテナンス終了後より、

バーサリーイベント」にさらにイベントを追加しました。

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。

 

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

    

【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

 

---3 月5 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」（第コミック」（第コミック」（第コミック」（第

◆◆◆◆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

    

◆◆◆◆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

第1 弾に引き続き、第2 弾も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！

さらに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、5 周年を記念したイベント、「ペーパーマン

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、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/ 

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」（第コミック」（第コミック」（第コミック」（第2222 話公開）話公開）話公開）話公開）    

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」（お題第（お題第（お題第（お題第2222 弾追加）弾追加）弾追加）弾追加）    

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！ 

さらに優秀賞を受賞した方にはさらにアイテムをプレゼント！ 

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！    

    

「ペーパーマン 5 周年アニ

日（水）定期メンテナンス開始前まで 

 



 

    

    

 

        

 



 

    

■『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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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。 


