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『ペーパーマン』ペーパチ
『ペーパーマン』ペーパチ PG に「AAI LSAT(シルバー
LSAT(シルバー)
シルバー)」や「ひなまつり
」や「ひなまつり(2014)
ひなまつり(2014)ヘア
(2014)ヘア」が登場
ヘア」が登場
さらにルコットにぴったりな新しい武器やボイス・武器袋、武器パックも登場！
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
代表取締役社長：服
部直人、以下 GMO ゲームポット）は、
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
て、本日 3 月 19 日（水）定期メンテナンスにてアップデートを行いま
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 PG を更新！
新大当たりに「
新大当たりに「AAI
AAI LSAT(シルバー
LSAT(シルバー)
」「ひなまつり(2014)ヘア」登場
シルバー)」「ひなまつり(2014)
(2014)ヘア」登場

本日 3 月 19 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。
今回より大当たりに、銀色に輝く「
今回より大当たりに、銀色に輝く「AAI LSAT(シルバー)」や、現在ペーパチ CASH に登場中の「ひなまつ
り(2014)セット」と合わせて使いたい、「ひなまつり（
セット」と合わせて使いたい、「ひなまつり（2014）ヘア」も同時に登場！
ペーパチ PG の新しいアイテム
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！

●メイン武器 「AAI LSAT(シルバー
シルバー))」
LSAT(シルバー

◇「ひなまつり（2014
ひなまつり（2014）ヘア
2014）ヘア」
）ヘア」

ルコットにぴったりの武器「
ルコットにぴったりの武器「にゃんこ呼ぶですステッキ
にゃんこ呼ぶですステッキ」
にゃんこ呼ぶですステッキ」と「マジカルピコハン」
マジカルピコハン」が登場！

本日 3 月 19 日(水)定期メンテナンス終了後より、
定期メンテナンス終了後より、サブ武器 「にゃんこ呼ぶですステッキ
にゃんこ呼ぶですステッキ」、近接武器「マ
ジカルピコハン」が新しくショップに登場しま
ショップに登場します。
「にゃんこ呼ぶですステッキ」は、触れると爆発するにゃんこ機雷を召喚
は、触れると爆発するにゃんこ機雷を召喚する、全く新しい魔法の武器で
全く新しい魔法の武器で
す。また、「マジカルピコハン」はルコットが魔術で錬成した魔法のハンマーです。
。また、「マジカルピコハン」はルコットが魔術で錬成した魔法のハンマーです。
ルコットと一緒に、この新しい武器で
ルコットと一緒に、この新しい武器でペーパーマンをプレイしよう！

●サブ武器「
にゃんこ呼ぶですステッキ」
」
サブ武器「にゃんこ呼ぶですステッキ

●近接武器「マジカルピコハン
近接武器「マジカルピコハン」
マジカルピコハン」

武器袋「オリエンタル 2」＆ボイス袋
」＆ボイス袋 「Summer School」登場！
School」登場！

本日3 月19 日(水)定期メンテナンス終了後から、
定期メンテナンス終了後から、武器袋「オリエンタル 2」、ボイス袋「
、ボイス袋「Summer School」を
販売いたします。
【販売期間】
武器袋「
武器袋「オリエンタル 2」：
3 月 19 日(水)メンテナンス終了後～
メンテナンス終了後～4 月 16 日(水)メンテナンス開始前まで
ボイス袋「Summer
ボイス袋「Summer School」：
School」：
永久販売

武器袋「オリエンタル 2」の大当たりには「
大当たりには「89 式小銃(朱雀2)」「bizon(九尾)」「PSG-1(雙魚
雙魚) 」いずれか１つ
がランダムで、それ以外には 1,000PG
1,000PG～10,000PG がランダムで入っています。
ボイス袋「Summer School」の
の大当たりには「Voice Summer School」が、それ以外には
」が、それ以外には 2,000PG～
10,000PG がランダムで入っています
魅力的な武器やボイスを手に入れるチャンス
魅力的な武器やボイスを手に入れるチャンスです！
●メイン武器 「89 式小銃(
2)」
」
式小銃(朱雀 2)

●メイン武器 「bizon(九尾
bizon(九尾)
九尾)」

●メイン武器 「PSGPSG-1(雙魚
1(雙魚)
雙魚)」

魔法をイメージした G11(Black mage)パックが登場！
mage)パックが登場！
本日 3 月 19 日(水)定期メンテナンス終了後から
定期メンテナンス終了後から 4 月 16 日(水)定期メンテナンス開始前までの期間中
定期メンテナンス開始前までの期間中、
黒魔法をイメージした「G11(Black
(Black mage)パック」がショップに登場します。このパックは、ユニークな形状を
このパックは、ユニークな形状を
しているメイン武器「G11(Black mage)
mage)」と称号「闇の力」がセットになっています。
ぜひチェックしてみてください。
●メイン武器 「ACR(Black mage)
mage)」
」

●称号「
称号「闇の力」
闇の力」

「ペーパーマン The コミック」第 3 話が公開
テリシアとアルルが火花を散らす！
テリシアとアルルが火花を散らす！

本日 3 月 19 日（水）定期メンテナンス
日（水）定期メンテナンスより、「ペーパーマン The コミック」第 3 話を公開
公開しました。
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・・・・？
続きは「ペーパーマン The コミック」
コミック」特設ページからご覧ください！
「ペーパーマン The コミック」特設ページ
http://www.paperman.jp/event/comic/

「CASH チャージボーナス 2 倍キャンペーン」
倍キャンペーン」開催！

本日 3 月 19 日（水）定期メンテナンス終了後
日（水）定期メンテナンス終了後から 4 月 7 日（月）システムメンテナンス
メンテナンス開始前までの期間
中、「CASH チャージボーナス 2 倍キャンペーン
倍キャンペーン」を開催します。
キャンペーン期間中、CASH をチャージした際に付与されるボーナスが以下の通り変更となります。
CASH チャージは今がお得！この期間をお見逃しなく。
【キャンペーン期間】
3 月 19 日(水) 16:00～4 月 7 日(月
月)システムメンテナンス開始前まで
※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。
【CASH チャージボーナス変更額】
3,000 円チャージ：300CASH+30CASH
300CASH+30CASH
5,000 円チャージ：500CASH+60CASH
500CASH+60CASH
10,000 円チャージ：1,000CASH+140CASH
1,000CASH+140CASH

「春の日替わりログインスペシャル」「獲得アップイベント」
春の日替わりログインスペシャル」「獲得アップイベント」同時
同時開催！
同時開催！

本日3月19日（水）定期メンテナンス終了後より、
日（水）定期メンテナンス終了後より、「春の日替わりログインスペシャル」
「春の日替わりログインスペシャル」と「獲得アップイベ
ント」を同時開催します。
●「春の日替わりログインスペシャル」
【イベント期間】 3 月 19 日(水)メンテナンス
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
前まで
【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。
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。
3 月 19 日（水）
EXP+50%UP(7 日)
日
※メンテナンス後にログインした方のみ対象となり
メンテナンス後にログインした方のみ対象となり
ます
3 月 20 日（木）
PG+50%UP(7 日)
日
3 月 21 日（金）

メインマガジン 30％増加
％増加(7 日)

3 月 22 日（土）

福袋(☆)

3 月 23 日（日）

福袋(☆☆)

3 月 24 日（月）

サブマガジン 20%増加
増加(7 日)

3 月 25 日（火）

スチームボム+(1
+(1 日)

3 月 26 日（水）

ししゃもボム+(1
+(1 日)

3 月 27 日（木）

クッションボム+(1
+(1 日)

3 月 28 日（金）

AIRBOMB+(1 日)
日

3 月 29 日（土）

武器袋ゴールド(G05)
(G05)

3 月 30 日（日）

桜餅ボム+(1 日)
日

3 月 31 日（月）

桜柄クロスヘアスキン(7
桜柄クロスヘアスキン 日)

4 月 1 日（火）

マタンボム+(1 日)
日

4 月 2 日（水）
※メンテナンス前までにログインした方のみ対象と
メンテナンス前までにログインした方のみ対象と
なります。

ウサギボム+(1
+(1 日)

また、今回はそれぞれの期間中、
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！
◆3 月 19 日(水)メンテナンス終了
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
⇒福袋☆☆ (3 月 26 日(水)メンテナンス時に配布
メンテナンス時に配布)
◆3 月 26 日(水)メンテナンス終了
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
⇒武器袋スルルセレクション vol.1 (4 月 2 日(水)メンテナンス時に配布)

●「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
後 ～ 3 月 26 日(水)メンテナンス開始前まで
【イベント内容】
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。
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、
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、 ペーパースロット
の PG or EXP ブーストアイテムとも併用可能です。

■『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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GMO 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
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/ ）

オンラインゲーム
ペーパーマン

http://www.paperman.jp/

Wizardry Online

http://www.wizardry-online.jp/

ファンタジーアース ゼロ

http://www.fezero.jp/

スカッとゴルフ パンヤ

http://www.pangya.jp/

トキメキファンタジー ラテール

http://www.latale.jp/

Livly Island COR

http://www.livly.com/

Shadow of Eclipse

http://shadowofeclipse.jp/

コアマスターズ

http://www.coremasters.jp/

MIRROR WAR

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

ソーシャルゲーム
わグルま！

http://www.waguruma.jp/

スマートフォンアプリ
わグルま★

http://star.waguruma.jp/

Shadow of Eclipse(Android 版)

http://shadowofeclipse.jp/

