
 

 

平成26 年4 月17 日 

各位 

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』新モード「サッカーモード」実装新モード「サッカーモード」実装新モード「サッカーモード」実装新モード「サッカーモード」実装    サポーターアバター多数追加！サポーターアバター多数追加！サポーターアバター多数追加！サポーターアバター多数追加！    

さらにペーパチさらにペーパチさらにペーパチさらにペーパチPGPGPGPGののののリニューアルリニューアルリニューアルリニューアル実施実施実施実施、、、、武器カラー変更パーツ武器カラー変更パーツ武器カラー変更パーツ武器カラー変更パーツやややや福袋福袋福袋福袋    TrainTrainTrainTrainスキンスキンスキンスキン登場登場登場登場、、、、

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 5555 話の公開話の公開話の公開話の公開などイベントなどイベントなどイベントなどイベント目白押し目白押し目白押し目白押し！！！！    

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

部直人、以下 GMO 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4 月17 日（木）定期メンテナンスにてアップデートを行います。 

 

巧みなテクニックでボールを奪え！巧みなテクニックでボールを奪え！巧みなテクニックでボールを奪え！巧みなテクニックでボールを奪え！    

    「サッカーモード」「サッカーモード」「サッカーモード」「サッカーモード」実装実装実装実装    

    

本日4 月17 日(木)定期メンテナンス終了後より、新モード「サッカーモード」が登場いたします。 

 

「サッカーモード」とは、ボールを相手のゴールにシュートする新たなゲームモードです。 

2 チームに分かれ、相手チームよりも先に設定したゴール数を達成するか、制限時間内により多くのゴ

ールを成功させると勝利となります。 

  

また、「サッカーモード」には待望の「ナイフ戦」が登場いたします。使用武器を近接武器にのみ制限した

プレイをお楽しみ頂けます。 

 

 さらに、新モード「サッカーモード」実装を記念して、期間中は「サッカーモード」で獲得できる PG・EXP が

アップ！ 

ぜひ「サッカーモード」をお楽しみください。 

 

  



 

 

【イベント期間】【イベント期間】【イベント期間】【イベント期間】    

4 月17 日(木)メンテナンス終了後 ～ 4 月23 日(水)メンテナンス開始前まで 

【イベント内容】【イベント内容】【イベント内容】【イベント内容】    

・モード「サッカーモード」でのゲーム終了時、獲得 PG・EXP +50％アップ！ 

 

「「「「サッカーモードサッカーモードサッカーモードサッカーモード」」」」特設サイト特設サイト特設サイト特設サイト    

http://www.paperman.jp/event/201404soccer/http://www.paperman.jp/event/201404soccer/http://www.paperman.jp/event/201404soccer/http://www.paperman.jp/event/201404soccer/    

    

         

    

         

        

●●●●soccersoccersoccersoccer.wmv.wmv.wmv.wmv    



 

 

チュートリアルのリニューアル実施チュートリアルのリニューアル実施チュートリアルのリニューアル実施チュートリアルのリニューアル実施    

対戦モードを理解しよう！対戦モードを理解しよう！対戦モードを理解しよう！対戦モードを理解しよう！    

    

本日4 月17 日(木)定期メンテナンスにて、チャートリアルのリニューアルを行います。 

 

これまでの基本操作に加え、対戦モードのチュートリアルが新たに加わり、より深く対戦モードを理解で

きるようになりました。 

これまで『ペーパーマン』でお楽しみ頂いたことのない方も、ぜひこの機会にはじめてみてください！ 

    

         

    

         

    

        



 

 

ペーパチペーパチペーパチペーパチ PGPGPGPG がとってもお得にリニューアルがとってもお得にリニューアルがとってもお得にリニューアルがとってもお得にリニューアル    

「「「「M14 EBR(M14 EBR(M14 EBR(M14 EBR(格里芬格里芬格里芬格里芬))))」「」「」「」「地球防衛軍ヘア地球防衛軍ヘア地球防衛軍ヘア地球防衛軍ヘア(2nd(2nd(2nd(2nd カラーカラーカラーカラー))))」「」「」「」「Kriss Vector(Kriss Vector(Kriss Vector(Kriss Vector(シルバーシルバーシルバーシルバー))))」が登場！」が登場！」が登場！」が登場！    

    

本日4 月17 日（木）定期メンテナンスにて、「ペーパチ PG」を更新いたします。 

今回のペーパチ PG より、出現するアイテムの構成が変更となり、当たりのアイテム数が増加し、当選

チャンスもアップいたします。 

また、4 月17 日（木）定期メンテナンス開始前まで開催していたイベント「鞘のお願い」において、合計戦

闘回数が 25 万戦を達成したため、ペーパチ PG のレア以上アイテムの当選確率がアップしていますので、

この機会をお見逃しなく！ 

※当選確率アップは 4 月23 日（水）定期メンテナンス開始前までの期間限定となります。 

 

 4 月17 日（木）定期メンテナンス開始前まで 4 月17 日（木）定期メンテナンス終了後から 

大当たり大当たり大当たり大当たり    シルバー武器 スキン武器 

レアアイテムレアアイテムレアアイテムレアアイテム 1111    各月のペーパチ用ヘアアバター 各月のペーパチ用2nd ヘアアバター 

レアアイテムレアアイテムレアアイテムレアアイテム 2222     シルバー武器 

 

今回より大当たりに、吠えるグリフィンが刻まれたデザインの「M14 EBR(格里芬/グリフィン)」や、現在ペ

ーパチCASHに登場中の「地球防衛軍ヘア」の2ndカラー、さらに「Kriss Vector(シルバー)」も同時に登場。 

 

ペーパチ PG 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！ 

 

 

◇◇◇◇メイン武器メイン武器メイン武器メイン武器    「「「「M14 EBR(M14 EBR(M14 EBR(M14 EBR(格里芬格里芬格里芬格里芬////グリフィングリフィングリフィングリフィン))))」」」」    

  

    



 

 

●「地球防衛軍ヘア●「地球防衛軍ヘア●「地球防衛軍ヘア●「地球防衛軍ヘア(2nd(2nd(2nd(2nd カラーカラーカラーカラー))))」」」」    

 

    

●「●「●「●「Kriss Vector(Kriss Vector(Kriss Vector(Kriss Vector(シルバーシルバーシルバーシルバー))))」」」」    

  

    

    

サッカーモードにぴったりの武器「イエローカード」「レッドカード」が登場！サッカーモードにぴったりの武器「イエローカード」「レッドカード」が登場！サッカーモードにぴったりの武器「イエローカード」「レッドカード」が登場！サッカーモードにぴったりの武器「イエローカード」「レッドカード」が登場！    

本日 4 月 17 日(木)定期メンテナンス終了後より、近接武器 「イエローカード」、近接武器「レッドカード」

が新しくショップに登場します。どちらも持つと迫力満点な巨大なカードです。 

 

 「イエローカード」「レッドカード」を手に入れて、サッカーモードで盛り上がろう！ 

 

●近接●近接●近接●近接武器武器武器武器    「「「「イエローカード」イエローカード」イエローカード」イエローカード」    

  

 

        



 

 

●●●●近接武器「レッドカード」近接武器「レッドカード」近接武器「レッドカード」近接武器「レッドカード」    

  

 

 

武器武器武器武器ののののカラーを変更できる武器パーツが登場！カラーを変更できる武器パーツが登場！カラーを変更できる武器パーツが登場！カラーを変更できる武器パーツが登場！    

 

本日4月17日(木)定期メンテナンス終了後より、武器カラーを変更できる武器パーツがショップに登場い

たします。 

今回登場するのは「ARX160」「M3 GREASEGUN」「Knights SR-25」のブルー、ピンク、グリーンです。 

好きな武器を好きな色に染めて、気分を一新しよう！ 

 

●●●●ARX160 Color(ARX160 Color(ARX160 Color(ARX160 Color(ピンクピンクピンクピンク))))    

 

    

        



 

 

●●●●M3 GREASEGUN Color(M3 GREASEGUN Color(M3 GREASEGUN Color(M3 GREASEGUN Color(ブルーブルーブルーブルー))))    

 

 

 

●●●●Knights SRKnights SRKnights SRKnights SR----25 Color(25 Color(25 Color(25 Color(グリーングリーングリーングリーン))))    

 

 

※画像は一部です 

 

        



 

 

人気のスキン武器が手に入るかも！人気のスキン武器が手に入るかも！人気のスキン武器が手に入るかも！人気のスキン武器が手に入るかも！    

福袋「福袋「福袋「福袋「TrainTrainTrainTrain スキン」登場スキン」登場スキン」登場スキン」登場      

本日 4 月 17 日(木)定期メンテナンス終了後から 7 月 16 日(水)定期メンテナンス開始前までの期間中、

福袋「Train スキン」が登場いたします。 

大当たりには「HK 416(Train)」「Mosin Nagant(Train)」「M249 MINIMI(Train)」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ます。 

人気のスキン武器を手に入れるチャンスです。どうぞお見逃しなく！ 

●メイン武器●メイン武器●メイン武器●メイン武器    「「「「HK 416(Train)HK 416(Train)HK 416(Train)HK 416(Train)」」」」    

  

    

●メイン武器●メイン武器●メイン武器●メイン武器    「「「「Mosin Nagant(Train)Mosin Nagant(Train)Mosin Nagant(Train)Mosin Nagant(Train)」」」」    

  

    

        



 

 

●メイン武器●メイン武器●メイン武器●メイン武器    「「「「M249 M249 M249 M249 MINIMI(Train)MINIMI(Train)MINIMI(Train)MINIMI(Train)」」」」    

  

    

    

「サッカーモード」にぴったりな新アバターパック「サポーター」登場「サッカーモード」にぴったりな新アバターパック「サポーター」登場「サッカーモード」にぴったりな新アバターパック「サポーター」登場「サッカーモード」にぴったりな新アバターパック「サポーター」登場 

本日 4 月 17 日(木)定期メンテナンス終了後から 7 月 16 日(水)定期メンテナンス開始前までの期間中、

新アバターパック「サポーター」がショップに登場いたします。 

爽やかなカラーの中にもサッカーを熱烈に応援する気持ちにあふれた、アツいアバターです。 

また、同時にサポーター用のアクセサリーも複数登場！ぜひ一緒に着用してみてください。 

    

●●●●「「「「アバターパックアバターパックアバターパックアバターパック((((サポーターサポーターサポーターサポーター))))」」」」    

 

    

        



 

 

●サポーターズタオルマフラー（ハヤテ●サポーターズタオルマフラー（ハヤテ●サポーターズタオルマフラー（ハヤテ●サポーターズタオルマフラー（ハヤテ////ドッドンドッドンドッドンドッドン////ガイガイガイガイ////サイラスサイラスサイラスサイラス////ヴァンヴァンヴァンヴァン////フッド）フッド）フッド）フッド）    

●サポーターズリボン（ティナ●サポーターズリボン（ティナ●サポーターズリボン（ティナ●サポーターズリボン（ティナ////ミリィミリィミリィミリィ////テリシアテリシアテリシアテリシア////アルルアルルアルルアルル////リカリカリカリカ////レムレムレムレム////エリスエリスエリスエリス////ルコットルコットルコットルコット））））    

 

    

●●●●「「「「サポーターズフェイスペイントサポーターズフェイスペイントサポーターズフェイスペイントサポーターズフェイスペイント」」」」    

 



 

 

    

サッカーをイメージしたキーボードギターサッカーをイメージしたキーボードギターサッカーをイメージしたキーボードギターサッカーをイメージしたキーボードギター(soccer)(soccer)(soccer)(soccer)パックが登場！パックが登場！パックが登場！パックが登場！ 

本日 4 月 17 日(木)定期メンテナンス終了後から 5 月 14 日(水)定期メンテナンス開始前までの期間中、

サッカーをイメージした「キーボードギター(soccer)パック」がショップに登場します。 

このパックは、人気のメイン武器キーボードギターのサッカーバージョンである、「キーボードギター

(soccer)」と称号「バモス！」がセットになっています。 

「キーボードギター(soccer)パック」を手に入れて、サッカーモードで盛り上がろう！ 

 

●メイン武器●メイン武器●メイン武器●メイン武器    「「「「キーボードギターキーボードギターキーボードギターキーボードギター(soccer)(soccer)(soccer)(soccer)」」」」    

  

    

●●●●称号称号称号称号「「「「バモス！バモス！バモス！バモス！」」」」    

 

    

    

        



 

 

「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5555 話「クマちゃんゲット大作戦なのです！」話「クマちゃんゲット大作戦なのです！」話「クマちゃんゲット大作戦なのです！」話「クマちゃんゲット大作戦なのです！」を公開を公開を公開を公開        

    

 

本日4 月17 日（木）定期メンテナンスより、「ペーパーマン The コミック」第5 話を公開しました。 

 第5 話は 3 月に実装されたばかりの新キャラクター「ルコット」のストーリーです。 

ペーパーマン参加賞である特大クマちゃんに一目ぼれしたルコット。意気揚々と会場に乗りこむものの、

なぜか泣き出してしまい……？  

  

続きは「ペーパーマン The コミック」特設ページからご覧ください！ 

 

「ペーパーマン「ペーパーマン「ペーパーマン「ペーパーマン    The The The The コミック」特設ページコミック」特設ページコミック」特設ページコミック」特設ページ    

http://www.paperman.jp/event/comic/http://www.paperman.jp/event/comic/http://www.paperman.jp/event/comic/http://www.paperman.jp/event/comic/    

    

    

    



 

 

■『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.  



 

 

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、GMO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 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！    http://www.waguruma.jp/ 

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★ http://star.waguruma.jp/ 

Shadow of Eclipse(Android版) http://shadowofeclipse.jp/ 

 


