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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』6666 月実施予定月実施予定月実施予定月実施予定

他にも他にも他にも他にもエリス・ルコットのアバターや新クロスヘアの追加エリス・ルコットのアバターや新クロスヘアの追加エリス・ルコットのアバターや新クロスヘアの追加エリス・ルコットのアバターや新クロスヘアの追加

新イベント「新イベント「新イベント「新イベント「

「ペーパーマン「ペーパーマン「ペーパーマン「ペーパーマン    TTTT

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5 月14 日（水）定期メンテナンスにてアップデートを行いま

 

6666 月実施予定「システム大改造計画」アップデート内容の一部を先行公開！月実施予定「システム大改造計画」アップデート内容の一部を先行公開！月実施予定「システム大改造計画」アップデート内容の一部を先行公開！月実施予定「システム大改造計画」アップデート内容の一部を先行公開！

「2014 年 ペーパーマンアップデート大作戦

大改造計画」の情報を先行公開！

●サーバーチャンネル統合●サーバーチャンネル統合●サーバーチャンネル統合●サーバーチャンネル統合    

 

 

会 社 名 GMO ゲームポット株式会社

（URL http://www.gamepot.co.jp/

月実施予定月実施予定月実施予定月実施予定    システム大改造計画システム大改造計画システム大改造計画システム大改造計画のののの先行情報を公開先行情報を公開先行情報を公開先行情報を公開

エリス・ルコットのアバターや新クロスヘアの追加エリス・ルコットのアバターや新クロスヘアの追加エリス・ルコットのアバターや新クロスヘアの追加エリス・ルコットのアバターや新クロスヘアの追加やややや、、、、

新イベント「新イベント「新イベント「新イベント「一攫千金！？シリアルハンター一攫千金！？シリアルハンター一攫千金！？シリアルハンター一攫千金！？シリアルハンター」開催」開催」開催」開催、、、、    

TTTThe he he he コミック」最終話コミック」最終話コミック」最終話コミック」最終話をををを公開公開公開公開など注目企画目白押しなど注目企画目白押しなど注目企画目白押しなど注目企画目白押し

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

）定期メンテナンスにてアップデートを行います。 

月実施予定「システム大改造計画」アップデート内容の一部を先行公開！月実施予定「システム大改造計画」アップデート内容の一部を先行公開！月実施予定「システム大改造計画」アップデート内容の一部を先行公開！月実施予定「システム大改造計画」アップデート内容の一部を先行公開！

    

ペーパーマンアップデート大作戦 6 月～10 月編」にて公開された、6 月実施予定「システム

情報を先行公開！ 開発途中の参考イメージ画像と共に、改造計画の詳細を公開します。

    

    

  

平成26 年5 月14 日 

ゲームポット株式会社 

http://www.gamepot.co.jp/ ） 

先行情報を公開先行情報を公開先行情報を公開先行情報を公開！！！！    

、、、、    

など注目企画目白押しなど注目企画目白押しなど注目企画目白押しなど注目企画目白押し！！！！    

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

月実施予定「システム大改造計画」アップデート内容の一部を先行公開！月実施予定「システム大改造計画」アップデート内容の一部を先行公開！月実施予定「システム大改造計画」アップデート内容の一部を先行公開！月実施予定「システム大改造計画」アップデート内容の一部を先行公開！    

月実施予定「システム

開発途中の参考イメージ画像と共に、改造計画の詳細を公開します。 

 



 

1 サーバーにつき 200 名ずつに分かれていたチャンネル入場制限が、一気に

ます。サーバー入場待ちによる待機時間を減らし、いつでも快適にプレイが行えるようになります。

※統合されるのはチャンネルのみであり、サーバーそのものが統合され

はありません。 

 

●ゲーム●ゲーム●ゲーム●ゲーム UIUIUIUI 変更、チャットフィルター、友達リスト機能改善変更、チャットフィルター、友達リスト機能改善変更、チャットフィルター、友達リスト機能改善変更、チャットフィルター、友達リスト機能改善

ゲーム UI の大幅変更と共に、チャットフィルタリング機能、フレンドリスト機能の

ロビー画面でスムーズにチャットフィルタリングを行うことが可能とな

ステータス画面が整理され、コミュニケーションや情報確認が行い

また、ルーム表示をタブブラウザのように切り替える

トでルーム作成をすることも可能です。

※ルームリストにはサーバーのような入場制限はありません。

 

●アイテム検索機能の追加●アイテム検索機能の追加●アイテム検索機能の追加●アイテム検索機能の追加    

ショップにアイテム検索機能を追加します。

合も抽出されるため、うろ覚えのアイテム名やシリーズものの一括検索なども可能です。

 

※これらの画面、および機能は開発中のものであり、実際の画面と異なることがございます。

 

名ずつに分かれていたチャンネル入場制限が、一気に 1,000

ます。サーバー入場待ちによる待機時間を減らし、いつでも快適にプレイが行えるようになります。

※統合されるのはチャンネルのみであり、サーバーそのものが統合され、入場条件が統一されるもので

変更、チャットフィルター、友達リスト機能改善変更、チャットフィルター、友達リスト機能改善変更、チャットフィルター、友達リスト機能改善変更、チャットフィルター、友達リスト機能改善    

 

の大幅変更と共に、チャットフィルタリング機能、フレンドリスト機能の改善を行います。

ロビー画面でスムーズにチャットフィルタリングを行うことが可能となるほか、フレンド機能やユーザー

され、コミュニケーションや情報確認が行いやすくなります。 

表示をタブブラウザのように切り替えることが可能で、混雑時には空いているルームリス

可能です。 

※ルームリストにはサーバーのような入場制限はありません。 

    

ショップにアイテム検索機能を追加します。あいまい検索が可能で、アイテム名を一部のみ入力した場

合も抽出されるため、うろ覚えのアイテム名やシリーズものの一括検索なども可能です。

は開発中のものであり、実際の画面と異なることがございます。

1,000 名にまで拡張され

ます。サーバー入場待ちによる待機時間を減らし、いつでも快適にプレイが行えるようになります。 

入場条件が統一されるもので

 

改善を行います。 

、フレンド機能やユーザー

は空いているルームリス

 
あいまい検索が可能で、アイテム名を一部のみ入力した場

合も抽出されるため、うろ覚えのアイテム名やシリーズものの一括検索なども可能です。 

は開発中のものであり、実際の画面と異なることがございます。    



 

本日5月14日（水）定期メンテナンス終了後から

「一攫千金？！ シリアルハンター」イベントを開催いたします。

 特定時間に、ゲーム内でシリアルコードをアナウンスいたします。シリアルコードは、ゴールドシリアルと

シルバーシリアルの2種類あり、ゴールドシリアルは獲得者

急いてアイテムをゲットしましょう！

 

またシルバーシリアルは全16

リアルコードが完成したら、もれなくアイテムをプレゼント！

ぜひ、一攫千金を目指し、シリアルハンターにご参加ください。

    

【アナウンス時間帯】【アナウンス時間帯】【アナウンス時間帯】【アナウンス時間帯】 

●ゴールドシリアル（もらえる人数に制限あり）

5 月14 日（水） 
5 月15 日

（木） 

5 月

（金）

19191919：：：：00000000～～～～21212121：：：：00000000    

23232323：：：：00000000～～～～25252525：：：：00000000    

 

●シルバーシリアル（もらえる人数に制限なし）

5 月14 日（水）～5 月20 日（水）

20202020：：：：30303030    

    

【注意事項】【注意事項】【注意事項】【注意事項】 

※25：00 とは、翌日の 1：00 を意味します。

※シリアルコードは「マイキャラクター」の「プレゼントボックス」タブにある「ペーパーコード」タブから入力

できます。 

※各報酬はプレゼントボックスへ配布されます。

※アイテムが届かない場合は別のチャンネルに接続をお試しください。

※アイテムの受け取りは 5 月21

    

    

 

一攫千金！？一攫千金！？一攫千金！？一攫千金！？    シリアルハンター開催！シリアルハンター開催！シリアルハンター開催！シリアルハンター開催！    

日（水）定期メンテナンス終了後から5月21日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、

シリアルハンター」イベントを開催いたします。 

特定時間に、ゲーム内でシリアルコードをアナウンスいたします。シリアルコードは、ゴールドシリアルと

種類あり、ゴールドシリアルは獲得者数に制限があります。シリアルを確認し

急いてアイテムをゲットしましょう！ 

16桁のシリアルコードを毎日2桁ずつアナウンスいたします。

なくアイテムをプレゼント！ 

ぜひ、一攫千金を目指し、シリアルハンターにご参加ください。 

える人数に制限あり） 

月16 日

（金） 

5 月17 日

（土） 

5 月18 日

（日） 

5 月19 日

（月） 

5 月20

（火）

3333：：：：00000000～～～～5555：：：：00000000    

8888：：：：00000000～～～～10101010：：：：00000000    

14141414：：：：00000000～～～～16161616：：：：00000000    

19191919：：：：00000000～～～～21212121：：：：00000000    

23232323：：：：00000000～～～～25252525：：：：00000000    

える人数に制限なし） 

日（水） 

を意味します。 

シリアルコードは「マイキャラクター」の「プレゼントボックス」タブにある「ペーパーコード」タブから入力

各報酬はプレゼントボックスへ配布されます。 

アイテムが届かない場合は別のチャンネルに接続をお試しください。 

21 日（水）メンテナンス前までとなります。 

        

    

日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、

特定時間に、ゲーム内でシリアルコードをアナウンスいたします。シリアルコードは、ゴールドシリアルと

に制限があります。シリアルを確認したら、

桁ずつアナウンスいたします。全16桁のシ

20 日

（火） 
5 月21日（水） 

3333：：：：00000000～～～～5555：：：：00000000    

8888：：：：00000000～～～～10101010：：：：00000000    

シリアルコードは「マイキャラクター」の「プレゼントボックス」タブにある「ペーパーコード」タブから入力



 

 

本日5 月14 日（水）定期メンテナンス

人気のシリーズを、新たにエリス・ルコット用に

シリーズもあるので、コーディネート

  

●●●●キャラシリーズ（エリス）キャラシリーズ（エリス）キャラシリーズ（エリス）キャラシリーズ（エリス）    

キャラヘア 

キャラトップ 

キャラボトム 

キャラシューズ 

 

●●●●おしゃれプリズナーシリーズ（エリス）おしゃれプリズナーシリーズ（エリス）おしゃれプリズナーシリーズ（エリス）おしゃれプリズナーシリーズ（エリス）

おしゃれプリズナーヘア 

おしゃれプリズナートップ 

おしゃれプリズナーボトム 

おしゃれプリズナーシューズ 

 

 

エリス・ルコットにアバターが大量追加！エリス・ルコットにアバターが大量追加！エリス・ルコットにアバターが大量追加！エリス・ルコットにアバターが大量追加！    

日（水）定期メンテナンスにて、エリス・ルコットのアバターをショップに追加

エリス・ルコット用に作成。トップやシューズなどのパーツが

コーディネートに一役買うこと間違いなし。どうぞお見逃しなく！ 

 

    

おしゃれプリズナーシリーズ（エリス）おしゃれプリズナーシリーズ（エリス）おしゃれプリズナーシリーズ（エリス）おしゃれプリズナーシリーズ（エリス）    

    

エリス・ルコットのアバターをショップに追加いたします。 

トップやシューズなどのパーツが別になっている

 



 

    

●●●●スクールルックシリーズ（エリス）スクールルックシリーズ（エリス）スクールルックシリーズ（エリス）スクールルックシリーズ（エリス）

スクールルックヘア 

スクールルックセット 

    

●●●●あの夏の思い出シリーズ（ルコット）あの夏の思い出シリーズ（ルコット）あの夏の思い出シリーズ（ルコット）あの夏の思い出シリーズ（ルコット）

あの夏の思い出ヘア 

あの夏の思い出セット 

 

 

    

スクールルックシリーズ（エリス）スクールルックシリーズ（エリス）スクールルックシリーズ（エリス）スクールルックシリーズ（エリス）    

    

あの夏の思い出シリーズ（ルコット）あの夏の思い出シリーズ（ルコット）あの夏の思い出シリーズ（ルコット）あの夏の思い出シリーズ（ルコット）    



 

    

●●●●おしゃれプリズナーシリーズ（ルコット）おしゃれプリズナーシリーズ（ルコット）おしゃれプリズナーシリーズ（ルコット）おしゃれプリズナーシリーズ（ルコット）

おしゃれプリズナーヘア 

おしゃれプリズナートップ 

おしゃれプリズナーボトム 

おしゃれプリズナーシューズ 

 

    

●●●●水着シリーズ（ルコット）水着シリーズ（ルコット）水着シリーズ（ルコット）水着シリーズ（ルコット）    

水着ヘア 

水着セット 

 

 

    

おしゃれプリズナーシリーズ（ルコット）おしゃれプリズナーシリーズ（ルコット）おしゃれプリズナーシリーズ（ルコット）おしゃれプリズナーシリーズ（ルコット）    

    



 

    

    

 

本日5 月14 日（水）定期メンテナンス

追加いたします。 

「ルコットアバターデザインコンテスト」は

メンテナンス開始前まで開催されていたコンテストで、約

ム内に実装されます。 

今回はその第1弾として「桜谷勇気さん」の「クッキングシリーズ」が登場！

る姿がなんとも可愛らしいアバターです。

ぜひゲーム内でチェックしてみてください！

  

●●●●クッキングシリーズ（ルコット）クッキングシリーズ（ルコット）クッキングシリーズ（ルコット）クッキングシリーズ（ルコット）    

クッキングヘア 

クッキングセット 

 

 

    

エリス・ルコットにアバターが大量追加！エリス・ルコットにアバターが大量追加！エリス・ルコットにアバターが大量追加！エリス・ルコットにアバターが大量追加！    

日（水）定期メンテナンスにて、「ルコットアバターデザインコンテスト」受賞衣装をショップに

「ルコットアバターデザインコンテスト」は 3 月12 日（水）定期メンテナンス終了後から

まで開催されていたコンテストで、約60点もの応募作品の中から選ばれた

「桜谷勇気さん」の「クッキングシリーズ」が登場！ ずきんの穴から耳が出てい

なんとも可愛らしいアバターです。 

ぜひゲーム内でチェックしてみてください！ 

    

    

「ルコットアバターデザインコンテスト」受賞衣装をショップに

から 4 月2 日（水）定期

から選ばれた3点がゲー

ずきんの穴から耳が出てい



 

    

    

本日5 月14 日（水）定期メンテナンス

オーソドックスなアイテムをはじめ、

ます。状況に合わせて色々試してみてはいかがでしょうか。

    

オープンクロスヘアスキンオープンクロスヘアスキンオープンクロスヘアスキンオープンクロスヘアスキン

ピープクロスヘアスキンピープクロスヘアスキンピープクロスヘアスキンピープクロスヘアスキン

レクタングルクロスヘアスキンレクタングルクロスヘアスキンレクタングルクロスヘアスキンレクタングルクロスヘアスキン

レーザークロスヘアスキンレーザークロスヘアスキンレーザークロスヘアスキンレーザークロスヘアスキン

 

 

新クロスヘアアイテムがショップに登場！新クロスヘアアイテムがショップに登場！新クロスヘアアイテムがショップに登場！新クロスヘアアイテムがショップに登場！    

日（水）定期メンテナンスにて、新しいクロスヘアアイテムを 9 種類追加

をはじめ、一風変わったアイテムもあり、豊富なバリエーションを取り揃えてい

状況に合わせて色々試してみてはいかがでしょうか。 

オープンクロスヘアスキンオープンクロスヘアスキンオープンクロスヘアスキンオープンクロスヘアスキン    

ピープクロスヘアスキンピープクロスヘアスキンピープクロスヘアスキンピープクロスヘアスキン    

レクタングルクロスヘアスキンレクタングルクロスヘアスキンレクタングルクロスヘアスキンレクタングルクロスヘアスキン    

レーザークロスヘアスキンレーザークロスヘアスキンレーザークロスヘアスキンレーザークロスヘアスキン    

    

種類追加いたします。 

豊富なバリエーションを取り揃えてい

    

    

    

    



 

エッジクロスヘアスキンエッジクロスヘアスキンエッジクロスヘアスキンエッジクロスヘアスキン

リングクロスヘアスキンリングクロスヘアスキンリングクロスヘアスキンリングクロスヘアスキン

スカルクロスヘアスキンスカルクロスヘアスキンスカルクロスヘアスキンスカルクロスヘアスキン

ニコニコクロスヘアスキンニコニコクロスヘアスキンニコニコクロスヘアスキンニコニコクロスヘアスキン

フィンガークロスヘアスキンフィンガークロスヘアスキンフィンガークロスヘアスキンフィンガークロスヘアスキン

    

    

「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5 月14 日（水）定期メンテナンス

 

第7 話はついに最終話！ 

パピルス王国城下町にショッピングに出かけた、スルル・エリス・レム。

日も暮れた帰り道、レムが「はじめて」聞いた言葉とは……？

 

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！

 

 

エッジクロスヘアスキンエッジクロスヘアスキンエッジクロスヘアスキンエッジクロスヘアスキン    

リングクロスヘアスキンリングクロスヘアスキンリングクロスヘアスキンリングクロスヘアスキン    

スカルクロスヘアスキンスカルクロスヘアスキンスカルクロスヘアスキンスカルクロスヘアスキン    

ニコニコクロスヘアスキンニコニコクロスヘアスキンニコニコクロスヘアスキンニコニコクロスヘアスキン    

フィンガークロスヘアスキンフィンガークロスヘアスキンフィンガークロスヘアスキンフィンガークロスヘアスキン    

    The The The The コミック」コミック」コミック」コミック」最終話、「けぶる記憶、揺れる心最終話、「けぶる記憶、揺れる心最終話、「けぶる記憶、揺れる心最終話、「けぶる記憶、揺れる心」」」」が公開！が公開！が公開！が公開！

）定期メンテナンス終了後より、「ペーパーマン The コミック」第7

パピルス王国城下町にショッピングに出かけた、スルル・エリス・レム。 

日も暮れた帰り道、レムが「はじめて」聞いた言葉とは……？  

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    
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が公開！が公開！が公開！が公開！        

    

7 話を公開します。 



 

■『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。（
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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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