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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』

さらに「ペーパーガッチャン」の大当たりアイテムと交換アイテム更新さらに「ペーパーガッチャン」の大当たりアイテムと交換アイテム更新さらに「ペーパーガッチャン」の大当たりアイテムと交換アイテム更新さらに「ペーパーガッチャン」の大当たりアイテムと交換アイテム更新

『メビウスオンライン』コラボアイテムの追加『メビウスオンライン』コラボアイテムの追加『メビウスオンライン』コラボアイテムの追加『メビウスオンライン』コラボアイテムの追加

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6 月18 日（水）定期メンテナンスにてアップデートを行いま

    

 

本日6 月18 日(水)定期メンテナンス終了後

で、チャンネルに接続できる人数を、これまでの

の先行テストを実施します。 

 接続数の増加は、下記2 サーバーのみで行います。ご注意ください。

    

サーバー名サーバー名サーバー名サーバー名    

ハヤテハヤテハヤテハヤテ    

テリシアテリシアテリシアテリシア    

※※※※6666 月月月月 18181818 日日日日((((水水水水))))定期定期定期定期メンテナンス終了後～メンテナンス終了後～メンテナンス終了後～メンテナンス終了後～

    

    

    

 

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』チャンネル統合の先行テスト実施チャンネル統合の先行テスト実施チャンネル統合の先行テスト実施チャンネル統合の先行テスト実施    

さらに「ペーパーガッチャン」の大当たりアイテムと交換アイテム更新さらに「ペーパーガッチャン」の大当たりアイテムと交換アイテム更新さらに「ペーパーガッチャン」の大当たりアイテムと交換アイテム更新さらに「ペーパーガッチャン」の大当たりアイテムと交換アイテム更新

『メビウスオンライン』コラボアイテムの追加『メビウスオンライン』コラボアイテムの追加『メビウスオンライン』コラボアイテムの追加『メビウスオンライン』コラボアイテムの追加など内容盛りだくさん！など内容盛りだくさん！など内容盛りだくさん！など内容盛りだくさん！

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。 

「チャンネル統合」の先行テストを実施！「チャンネル統合」の先行テストを実施！「チャンネル統合」の先行テストを実施！「チャンネル統合」の先行テストを実施！    

定期メンテナンス終了後から 6 月25 日（水）定期メンテナンス開始前までの期間限定

チャンネルに接続できる人数を、これまでの200人から1,000人へと大幅に拡大する

サーバーのみで行います。ご注意ください。 

    

入場条件入場条件入場条件入場条件    接続数接続数接続数接続数

ライト 200200200200 人人人人

テクニカル 200200200200 人人人人

メンテナンス終了後～メンテナンス終了後～メンテナンス終了後～メンテナンス終了後～6666 月月月月25252525 日日日日((((水水水水))))定期定期定期定期メンテナンス開始前までの期間限定です。メンテナンス開始前までの期間限定です。メンテナンス開始前までの期間限定です。メンテナンス開始前までの期間限定です。

        

平成26 年6 月18 日 

ゲームポット株式会社 

http://www.gamepot.co.jp/ ） 

さらに「ペーパーガッチャン」の大当たりアイテムと交換アイテム更新さらに「ペーパーガッチャン」の大当たりアイテムと交換アイテム更新さらに「ペーパーガッチャン」の大当たりアイテムと交換アイテム更新さらに「ペーパーガッチャン」の大当たりアイテムと交換アイテム更新、、、、    

など内容盛りだくさん！など内容盛りだくさん！など内容盛りだくさん！など内容盛りだくさん！    

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

    

日（水）定期メンテナンス開始前までの期間限定

へと大幅に拡大する、チャンネル統合

接続数接続数接続数接続数    

人人人人⇒⇒⇒⇒1,0001,0001,0001,000 人人人人    

人人人人⇒⇒⇒⇒1,0001,0001,0001,000 人人人人    

メンテナンス開始前までの期間限定です。メンテナンス開始前までの期間限定です。メンテナンス開始前までの期間限定です。メンテナンス開始前までの期間限定です。    



 

過去に登場したボイスやアバターが手に入るかも！？過去に登場したボイスやアバターが手に入るかも！？過去に登場したボイスやアバターが手に入るかも！？過去に登場したボイスやアバターが手に入るかも！？

「ペーパーガッチャン」の当たりアイテムと交換アイテムを更新「ペーパーガッチャン」の当たりアイテムと交換アイテムを更新「ペーパーガッチャン」の当たりアイテムと交換アイテムを更新「ペーパーガッチャン」の当たりアイテムと交換アイテムを更新

 

本日6月18日（水）定期メンテナンス

テムと交換アイテムを更新いたしま

ペーパーガッチャンとは過去に登場したボイスやアバター等が当選するガチャです。今回

なり、月ごとに登場するアイテムが入れ替わります。（※一部アイテムを除く）

 

過去のペーパチ CASH を逃した方は今が狙い時！どうぞお見逃しなく

 

 

『メビウスオンライン』コラボアイテムが追加で登場『メビウスオンライン』コラボアイテムが追加で登場『メビウスオンライン』コラボアイテムが追加で登場『メビウスオンライン』コラボアイテムが追加で登場

 

本日6 月18 日（水）定期メンテナンス

『メビウスオンライン』コラボアイテムが追加で登場

 

〇福袋「〇福袋「〇福袋「〇福袋「MebiusWeaponMebiusWeaponMebiusWeaponMebiusWeapon 袋袋袋袋 3333」」」」    

福袋「MebiusWeapon 袋 3」の大当たりには、「

ス武器 「フライパン」（CV: 銀河万丈

がランダムで入っています。 

 

    

 

過去に登場したボイスやアバターが手に入るかも！？過去に登場したボイスやアバターが手に入るかも！？過去に登場したボイスやアバターが手に入るかも！？過去に登場したボイスやアバターが手に入るかも！？    

「ペーパーガッチャン」の当たりアイテムと交換アイテムを更新「ペーパーガッチャン」の当たりアイテムと交換アイテムを更新「ペーパーガッチャン」の当たりアイテムと交換アイテムを更新「ペーパーガッチャン」の当たりアイテムと交換アイテムを更新    

（水）定期メンテナンスにて、以前登場し好評を博した「ペーパーガッチャン」の

します。 

ペーパーガッチャンとは過去に登場したボイスやアバター等が当選するガチャです。今回

なり、月ごとに登場するアイテムが入れ替わります。（※一部アイテムを除く） 

を逃した方は今が狙い時！どうぞお見逃しなく。 

『メビウスオンライン』コラボアイテムが追加で登場『メビウスオンライン』コラボアイテムが追加で登場『メビウスオンライン』コラボアイテムが追加で登場『メビウスオンライン』コラボアイテムが追加で登場！！！！    

日（水）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

メビウスオンライン』コラボアイテムが追加で登場します。 

」の大当たりには、「ボイス武器 「ブラッディ・ラガマフィン」（CV:

銀河万丈)」のいずれか 1 つがランダムで、それ以外には 1,000PG

        

    

    

以前登場し好評を博した「ペーパーガッチャン」の当たりアイ

ペーパーガッチャンとは過去に登場したボイスやアバター等が当選するガチャです。今回、前回とは異

    

メンテナンス開始前までの期間中、

CV: 川澄綾子」「ボイ

1,000PG～10,000PG



 

【【【【福袋福袋福袋福袋    「「「「MMMMebiusWeaponebiusWeaponebiusWeaponebiusWeapon 袋袋袋袋3333」」」」大当たりアイテム大当たりアイテム大当たりアイテム大当たりアイテム

●「●「●「●「ボイス武器ボイス武器ボイス武器ボイス武器    「「「「ブラッディ・ラガマフィンブラッディ・ラガマフィンブラッディ・ラガマフィンブラッディ・ラガマフィン

●●●●「ボイス武器「ボイス武器「ボイス武器「ボイス武器    「「「「フライパンフライパンフライパンフライパン」（」（」（」（CV:CV:CV:CV:

    

メビウスコラボはまだまだ終わらない

    

    

ペーパチペーパチペーパチペーパチ CASHCASHCASHCASH 当選確率当選確率当選確率当選確率

 

本日6月18日（水）定期メンテナンス

ほか、ペーパチ CASH を 10 回以上プレイすると、もれなく

造直前！ペーパチ CASH 当選確率

「スポーツボイス」や「牧師・シスターパック」を獲得する絶好の機会です

※「福袋（☆☆☆）」が貰えるのは

 

大当たりアイテム大当たりアイテム大当たりアイテム大当たりアイテム】】】】    

ブラッディ・ラガマフィンブラッディ・ラガマフィンブラッディ・ラガマフィンブラッディ・ラガマフィン」（」（」（」（CV:CV:CV:CV:    川澄綾子川澄綾子川澄綾子川澄綾子) ) ) ) 」」」」    

 

CV:CV:CV:CV:    銀河万丈銀河万丈銀河万丈銀河万丈))))」」」」    

 

メビウスコラボはまだまだ終わらない！ コラボ武器を手に入れて「ペーパーマン」を楽しもう

シシシシステム大改造直前！ステム大改造直前！ステム大改造直前！ステム大改造直前！    

当選確率当選確率当選確率当選確率2222 倍＆倍＆倍＆倍＆10101010 プレイで福袋をプレゼントキャンペーンプレイで福袋をプレゼントキャンペーンプレイで福袋をプレゼントキャンペーンプレイで福袋をプレゼントキャンペーン

メンテナンス終了後より、期間限定でペーパチCASHの当選確率が

回以上プレイすると、もれなく「福袋（☆☆☆）」が 1 つもらえる

当選確率2 倍＆10 プレイで福袋をプレゼント！」キャンペーン

「スポーツボイス」や「牧師・シスターパック」を獲得する絶好の機会です。ぜひご活用ください

※「福袋（☆☆☆）」が貰えるのは 1 回限りとなります。 

 

 

コラボ武器を手に入れて「ペーパーマン」を楽しもう。 

プレイで福袋をプレゼントキャンペーンプレイで福袋をプレゼントキャンペーンプレイで福袋をプレゼントキャンペーンプレイで福袋をプレゼントキャンペーン    

    

の当選確率が2倍になる

つもらえる「システム大改

プレイで福袋をプレゼント！」キャンペーンを実施します。 

ご活用ください。    



 

 

【キャンペーン期間】【キャンペーン期間】【キャンペーン期間】【キャンペーン期間】 

6 月18 日(水)定期メンテナンス終了後

    

【アイテム配布日時】【アイテム配布日時】【アイテム配布日時】【アイテム配布日時】 

6 月25 日(水)定期メンテナンス時

 

    

「好きなボイスをもらっちゃおう！ログインギフト」イベント実施「好きなボイスをもらっちゃおう！ログインギフト」イベント実施「好きなボイスをもらっちゃおう！ログインギフト」イベント実施「好きなボイスをもらっちゃおう！ログインギフト」イベント実施

 本日6月18日（水）定期メンテナンス終了後より、来たる

イスも手に入る！？ログインギフトイベン

ゲームにログインすると貯まる「ポイント」と交換で、お役立ちアイテムやボイスアイテムをプレゼント

たします。1 日1 回ゲームにログインすると

 

ポイントと交換できるアイテムはツイート数によって決まります

テナンス前までとなっていますのでたくさんツイートしてボイスアイテムを狙

 

さらに、2014 年に入ってから一度もペーパーマンにログインしていない方へ、

ス時に15ポイントを一気に追加いたします。

きますのでお見逃しなく！ 

    

【イベント期間】【イベント期間】【イベント期間】【イベント期間】 

6 月18 日(水)定期メンテナンス終了

※ログインによるポイントの加算も上記期間となります。

    

【ア【ア【ア【アイテム交換可能期間】イテム交換可能期間】イテム交換可能期間】イテム交換可能期間】 

6 月25 日(水)定期メンテナンス終了

    

    

    

 

メンテナンス終了後 ～ 6 月25 日(水)定期メンテナンス開始前まで 

メンテナンス時 

「好きなボイスをもらっちゃおう！ログインギフト」イベント実施「好きなボイスをもらっちゃおう！ログインギフト」イベント実施「好きなボイスをもらっちゃおう！ログインギフト」イベント実施「好きなボイスをもらっちゃおう！ログインギフト」イベント実施    

日（水）定期メンテナンス終了後より、来たる6月25日（水）の大型アップデートを記念し、

イスも手に入る！？ログインギフトイベン」トを実施します。 

ゲームにログインすると貯まる「ポイント」と交換で、お役立ちアイテムやボイスアイテムをプレゼント

回ゲームにログインすると 1 ポイント貯まるので、忘れずにログインしてください！

ポイントと交換できるアイテムはツイート数によって決まります。ツイート期間は 6 月

となっていますのでたくさんツイートしてボイスアイテムを狙いましょう！

年に入ってから一度もペーパーマンにログインしていない方へ、6 月25

いたします。 交換可能期間になったらすぐにボイスアイテム

終了後 ～ 7 月23 日(水)定期メンテナンス開始前 

※ログインによるポイントの加算も上記期間となります。 

終了後 ～ 7 月30 日(水)定期メンテナンス開始前    

        

 

    

大型アップデートを記念し、「ボ

ゲームにログインすると貯まる「ポイント」と交換で、お役立ちアイテムやボイスアイテムをプレゼントい

ポイント貯まるので、忘れずにログインしてください！ 

月25 日（水）定期メン

いましょう！ 

25 日（水）メンテナン

交換可能期間になったらすぐにボイスアイテム1個と交換で



 

み～んなみ～んなみ～んなみ～んな CASHCASHCASHCASH

本日6 月18 日（水）定期メンテナンス終了後より、「み～んな

倍キャンペーン」を実施いたします。

期間中、CASH をチャージした際に付与されるボーナスが変更となります。

さらに、通常時はボーナスの付かない

に初めて CASH をチャージした方は初回のボーナス

とってもお得なこの機会にぜひ

※※※※2222 回目以降にチャージした際のボーナス回目以降にチャージした際のボーナス回目以降にチャージした際のボーナス回目以降にチャージした際のボーナス

    

【キャンペーン期間】【キャンペーン期間】【キャンペーン期間】【キャンペーン期間】 

6 月18 日(水)定期メンテナンス終了後～

    

    

ペーパチペーパチペーパチペーパチ PGPGPGPG に「に「に「に「M1014 Benelli(M1014 Benelli(M1014 Benelli(M1014 Benelli(

 

本日6 月18 日（水）定期メンテナンスにて、「ペーパチ

 今回より大当たりに、ギリシア神話に登場する巨人

人)」や、現在ペーパチCASHに登場中の「

時に登場！ 

 ペーパチ PG の新しいアイテム

 

 

    

 

CASHCASHCASHCASH ボーナス＆初チャージボーナスボーナス＆初チャージボーナスボーナス＆初チャージボーナスボーナス＆初チャージボーナス 2222 倍キャンペーン倍キャンペーン倍キャンペーン倍キャンペーン

 

日（水）定期メンテナンス終了後より、「み～んな CASH ボーナス＆初チャージボーナス

倍キャンペーン」を実施いたします。 

をチャージした際に付与されるボーナスが変更となります。 

通常時はボーナスの付かない 3,000 円未満のチャージでもボーナスが付与され

をチャージした方は初回のボーナス CASH が 2 倍になります！  

とってもお得なこの機会にぜひ CASH をチャージしてみてはいかがでしょう。 

回目以降にチャージした際のボーナス回目以降にチャージした際のボーナス回目以降にチャージした際のボーナス回目以降にチャージした際のボーナス CASHCASHCASHCASH はははは 2222 倍になりません。倍になりません。倍になりません。倍になりません。    

メンテナンス終了後～7 月2 日(水)定期メンテナンス開始前まで    

M1014 Benelli(M1014 Benelli(M1014 Benelli(M1014 Benelli(百眼巨人百眼巨人百眼巨人百眼巨人))))」「」「」「」「牧師・シスターヘア牧師・シスターヘア牧師・シスターヘア牧師・シスターヘア(2nd(2nd(2nd(2nd カラーカラーカラーカラー))))」「」「」「」「G11(G11(G11(G11(

が登場！が登場！が登場！が登場！    

）定期メンテナンスにて、「ペーパチ PG」を更新いたします。 

ギリシア神話に登場する巨人をモチーフにしたデザインの「M1014 Benelli(

に登場中の「牧師・シスターヘア」の 2ndカラー、さらに「G11(

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！ 

        

倍キャンペーン倍キャンペーン倍キャンペーン倍キャンペーン     

    

ボーナス＆初チャージボーナス 2

円未満のチャージでもボーナスが付与され、また、期間中

G11(G11(G11(G11(シルバーシルバーシルバーシルバー))))」」」」    

    

M1014 Benelli(百眼巨

G11(シルバー)」も同



 

◇◇◇◇メイン武器メイン武器メイン武器メイン武器    「「「「M1014 Benelli(M1014 Benelli(M1014 Benelli(M1014 Benelli(百眼巨人百眼巨人百眼巨人百眼巨人

    

●「●「●「●「牧師・シスターヘア牧師・シスターヘア牧師・シスターヘア牧師・シスターヘア(2nd(2nd(2nd(2nd カラーカラーカラーカラー

    

●「●「●「●「G11(G11(G11(G11(シルバーシルバーシルバーシルバー))))」」」」    

    

    

 

百眼巨人百眼巨人百眼巨人百眼巨人))))」」」」    

 

カラーカラーカラーカラー))))」」」」    

 

    

    

    

        

 

 

 



 

本日6月18日(水)定期メンテナンス終了後より、

武器パック「KAC PDW(Soccer)パック

 

近接武器「トロフィー」、武器パック「

器を手に入れて、「ペーパーマン」を楽しもう！
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●●●●近接武器近接武器近接武器近接武器    「トロフィー」「トロフィー」「トロフィー」「トロフィー」    

 

    

 

新武器新武器新武器新武器 3333 種がショップに種がショップに種がショップに種がショップに登場！登場！登場！登場！    

    

定期メンテナンス終了後より、メイン武器 「M-1 Carbine EBR」、近接武器

パック」が新しくショップに登場します。 
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●●●●武器パック「武器パック「武器パック「武器パック「KAC PDW(Soccer)KAC PDW(Soccer)KAC PDW(Soccer)KAC PDW(Soccer)

 

【「「「「KAC PDW(Soccer)KAC PDW(Soccer)KAC PDW(Soccer)KAC PDW(Soccer)パックパックパックパック」中身一覧」中身一覧」中身一覧」中身一覧

◇◇◇◇メイン武器メイン武器メイン武器メイン武器    「「「「KAC PDW(Soccer)KAC PDW(Soccer)KAC PDW(Soccer)KAC PDW(Soccer)

    

◇◇◇◇称号称号称号称号「「「「VictoryVictoryVictoryVictory」」」」    

 

●武器パーツ「武器カラー変更パーツ」●武器パーツ「武器カラー変更パーツ」●武器パーツ「武器カラー変更パーツ」●武器パーツ「武器カラー変更パーツ」

 

 

 

KAC PDW(Soccer)KAC PDW(Soccer)KAC PDW(Soccer)KAC PDW(Soccer)パックパックパックパック」」」」 

」中身一覧」中身一覧」中身一覧」中身一覧】 
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■『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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