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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した。 

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！        
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第3 話はテリシアとアルルが初対面するエピソードとなっております。

「歌って踊って撃てるアイドル」として活躍したいテリシアに対し、おびえて泣くアルル。しかしそんなテリ

シアにアルルが見せた行動とは・・・・？
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※システムメンテナンスの開始時間は別途告知いたします。
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本日3月19日（水）定期メンテナンス終了後より、
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【イベント期間】 3 月19 日(水)メンテナンス

【対象賞品】対象日にゲームのチャンネルへログインすると、プレゼントボックスから受け取れます。
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※メンテナンス後にログインした方のみ対象となり
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メンテナンス終了後～4 月2 日(水)メンテナンス開始前まで

対象日にゲームのチャンネルへログインすると、プレゼントボックスから受け取れます。
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日（月） サブマガジン 20%増加

日（火） スチームボム+(1

日（水） ししゃもボム+(1
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日（金） AIRBOMB+(1 日
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メンテナンス前までにログインした方のみ対象と

 

ウサギボム+(1

開催！開催！開催！開催！    

    
「春の日替わりログインスペシャル」と「獲得アップイベ

前まで 

対象日にゲームのチャンネルへログインすると、プレゼントボックスから受け取れます。 

日) 

日) 

％増加(7 日) 

 

 

増加(7 日) 

+(1 日) 

+(1 日) 

+(1 日) 

日) 

(G05) 

日) 

桜柄クロスヘアスキン(7 日) 

日) 

+(1 日) 



 

また、今回はそれぞれの期間中、

 

◆3 月19 日(水)メンテナンス終了

⇒福袋☆☆ (3 月26 日(水)メンテナンス時に配布

 

◆3 月26 日(水)メンテナンス終了

⇒武器袋スルルセレクション vol.1

 

 

●「●「●「●「獲得アップイベント」獲得アップイベント」獲得アップイベント」獲得アップイベント」    

【イベント期間】 

3 月19 日(水)メンテナンス終了後

 

【イベント内容】 

全サーバーのゲーム終了時、獲得

  

※シングルモードも対象となります。

※本イベントの PG・EXP +アップ設定は、他イベントや公認ネットカフェ特典のほか、

の PG or EXP ブーストアイテムとも併用可能です。

    

    

 

また、今回はそれぞれの期間中、5 日以上ログインした方に、追加でアイテムをプレゼント！

終了後～3 月26 日(水)メンテナンス開始前の期間に、5 日以上ログイン

メンテナンス時に配布) 

終了後～4 月2 日(水)メンテナンス開始前の期間に、5 日以上ログイン

vol.1 (4 月2 日(水)メンテナンス時に配布) 

後 ～ 3 月26 日(水)メンテナンス開始前まで 

全サーバーのゲーム終了時、獲得 PG・EXP +70％UP 

シングルモードも対象となります。 

アップ設定は、他イベントや公認ネットカフェ特典のほか、 

ブーストアイテムとも併用可能です。 

        

日以上ログインした方に、追加でアイテムをプレゼント！ 

日以上ログイン 

日以上ログイン 

 ペーパースロット



 

    

■『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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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) 
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