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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7 月16 日（水）定期メンテナンスにてアップデートを行いま

    

ケモノケモノケモノケモノ達の反撃が始まる達の反撃が始まる達の反撃が始まる達の反撃が始まる

本日 7 月 16 日（水）定期メンテナンスにて、

整」実施いたします。今回の修正により、被ダメージ時のノックバック、クロスヘアブレ幅の減少および、被

弾面積に合せたダメージ値の調整が行われ、ケモノ系キャラクターが強化されます。

 

【対象キャラクター】 

・ガイ 

・テリシア 

・ドッドン 

・アルル 

・ヴァン 

・フッド 

・ルコット 

 

◆ノックバック、被ダメージ時クロスヘアブレ幅調整内容

被弾時のブレ幅が緩和されるよう、キャラクター別に調整を行いました。

 

※以下ブレ幅減少の参考画像 

【被弾時：修正前イメージ】 
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今回の修正により、被ダメージ時のノックバック、クロスヘアブレ幅の減少および、被

弾面積に合せたダメージ値の調整が行われ、ケモノ系キャラクターが強化されます。 

◆ノックバック、被ダメージ時クロスヘアブレ幅調整内容 

被弾時のブレ幅が緩和されるよう、キャラクター別に調整を行いました。 
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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

    

対象とした「キャラクターバランス調

今回の修正により、被ダメージ時のノックバック、クロスヘアブレ幅の減少および、被

 



 

 

【被弾時：修正後イメージ】 

 

 

 

 

 

 

  



 

◆被弾面積に合せたダメージ値の調整

耳や尻尾を含む、被弾面積に合せたダメージ調整を行いました。

 

※以下の画像は、ダメージ値をヒートマップ化した参考例です。

 耳などのダメージ値は低く調整されています。

 

皆さまにご協力頂きました、「ペーパーアンケート」の結果を受け、スキル発動無しの状態で戦闘を行え

る「No skill モード」の実装テストを

設定は、ルーム内にある設定選択部分にチェックを入れることで可能となります。

また、「No skill モード」が設定されているルームは、ロビーからも確認可能となっています。

 

みなさまの実装テストへのご参加をお待ちしております！

    

    

 

◆被弾面積に合せたダメージ値の調整 

耳や尻尾を含む、被弾面積に合せたダメージ調整を行いました。 

※以下の画像は、ダメージ値をヒートマップ化した参考例です。 

耳などのダメージ値は低く調整されています。 

 

「「「「NNNNo skillo skillo skillo skill モード」の実装テストを実施！モード」の実装テストを実施！モード」の実装テストを実施！モード」の実装テストを実施！

「ペーパーアンケート」の結果を受け、スキル発動無しの状態で戦闘を行え

の実装テストを、本日7 月16 日（水）定期メンテナンス終了後より実施

ルーム内にある設定選択部分にチェックを入れることで可能となります。 

モード」が設定されているルームは、ロビーからも確認可能となっています。

みなさまの実装テストへのご参加をお待ちしております！ 

        

    

「ペーパーアンケート」の結果を受け、スキル発動無しの状態で戦闘を行え

より実施いたします。 

モード」が設定されているルームは、ロビーからも確認可能となっています。 



 

「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「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「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「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

期間によって出現アイテムが変化する謎のガチャマシン「ペーパーガッチャン」の当たりアイテムと

換アイテムを更新いたします。 

 

今回より、「1 回 1 回利用するのが煩わしい！」

気に利用できる、10 連ガッチャン

  

当たりアイテムは、夏にピッタリな

には肝試し気分を味わうにはピッタリ

ぜひこの機会に、ペーパーガッチャンを

 

※ペーパーガッチャンは毎月第
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本日7 月16 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、一角獣をモチーフにしたデザインの「

登場中の「マリンセーラーヘア」の

ペーパチ PG の新しいアイテム

 

◇◇◇◇メイン武器メイン武器メイン武器メイン武器    「「「「M82A3(M82A3(M82A3(M82A3(一角獣一角獣一角獣一角獣))))」」」」

 

「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「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「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「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更新更新更新

期間によって出現アイテムが変化する謎のガチャマシン「ペーパーガッチャン」の当たりアイテムと

 

回利用するのが煩わしい！」というみなさまの声にお応えし、ガッチャン

連ガッチャンが登場します！ 

夏にピッタリなホラーボイスや、青い海が似合う海賊ボイスが登場

気分を味わうにはピッタリの妖怪ボイスが登場し、夏気分を盛り上げます。 

この機会に、ペーパーガッチャンをご利用ください。 

毎月第3 水曜日に当たりアイテムと交換アイテムを更新します！
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）定期メンテナンスにて、「ペーパチ PG」を更新いたします。 

をモチーフにしたデザインの「M82A3(一角獣)」や、現在ペーパチ

」の 2nd カラー、さらに「FNH Ballista(シルバー)」も同時に登場

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！ 

」」」」    

 

    

期間によって出現アイテムが変化する謎のガチャマシン「ペーパーガッチャン」の当たりアイテムと、交

ガッチャン 10 回分を一

が登場！ 交換アイテム

 

します！ 

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！    

    

」や、現在ペーパチ CASH に

も同時に登場します 
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時代を感じる新しい武器時代を感じる新しい武器時代を感じる新しい武器時代を感じる新しい武器

本日 7 月 16 日(水)定期メンテナンス終了後より、

ク「AAI LSAT(Paper Doll)パック」が

 

新武器を手に入れて、「ペーパーマン」を楽しもう！

 

●●●●メイン武器メイン武器メイン武器メイン武器    「「「「STGSTGSTGSTG----44444444」」」」    

    

 

カラーカラーカラーカラー))))」」」」    

 

時代を感じる新しい武器時代を感じる新しい武器時代を感じる新しい武器時代を感じる新しい武器がショップに登場！がショップに登場！がショップに登場！がショップに登場！    

定期メンテナンス終了後より、メイン武器 「STG-44」、サブ武器「

が新しくショップに登場します。 

新武器を手に入れて、「ペーパーマン」を楽しもう！ 

 

 

 

 

    

、サブ武器「手裏剣」、武器パッ



 

●●●●サブ武器「手裏剣サブ武器「手裏剣サブ武器「手裏剣サブ武器「手裏剣」」」」    

 

●●●●武器パック「武器パック「武器パック「武器パック「AAI LSAT(Paper Doll)AAI LSAT(Paper Doll)AAI LSAT(Paper Doll)AAI LSAT(Paper Doll)
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◇◇◇◇称号称号称号称号「「「「ファンタジックファンタジックファンタジックファンタジック」」」」    
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新アバターシリーズ「ペーパードール」登場！新アバターシリーズ「ペーパードール」登場！新アバターシリーズ「ペーパードール」登場！新アバターシリーズ「ペーパードール」登場！

本日7 月16 日(水)定期メンテナンス終了後から

新アバターシリーズ 「ペーパードール

え人形に変身！？ 哀愁が漂う背後にもご注目ください！

    

●●●●「「「「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((((ペーパードールペーパードールペーパードールペーパードール

【正面】【正面】【正面】【正面】    

【背後】【背後】【背後】【背後】    

 

新アバターシリーズ「ペーパードール」登場！新アバターシリーズ「ペーパードール」登場！新アバターシリーズ「ペーパードール」登場！新アバターシリーズ「ペーパードール」登場！ 

定期メンテナンス終了後から 10 月15 日(水)定期メンテナンス開始前までの期間中

ペーパードール」がショップに登場いたします。キャラクターがぺらぺらの着せ替

哀愁が漂う背後にもご注目ください！ 

ペーパードールペーパードールペーパードールペーパードール))))」」」」    

    

定期メンテナンス開始前までの期間中、

ぺらぺらの着せ替

 

 



 

黒魔法スキン武器をイメージ黒魔法スキン武器をイメージ黒魔法スキン武器をイメージ黒魔法スキン武器をイメージ

 

本日7 月16 日(水)定期メンテナンス終了後から

武器袋「黒魔法スキン」を販売いたします。

 武器袋「黒魔法スキン」の大当たりには

ずれか 1 丁がランダムで、それ以外には

のスキン武器を手に入れるチャンスです。

    

    

新新新新 MAPMAPMAPMAP「「「「ポップアップブックポップアップブックポップアップブックポップアップブック

  

本日7 月16 日(水)定期メンテナンス終了後より、

新 MAP「ポップアップブック」は

れたチームサバイバル用MAP です。

MAP の各所に、乗るとキャラクターが高所に飛びあがるギミックが配置されています

また、この新MAP実装を記念して、

プする、獲得アップイベントを開催します

この機会に新MAP で『ペーパーマン』を楽しもう！

 

【イベント期間】【イベント期間】【イベント期間】【イベント期間】    

7 月16 日(水)定期メンテナンス終了

    

【イベント内容】【イベント内容】【イベント内容】【イベント内容】    

MAP「ポップアップブック（チームサバイバル）

古めかしい建物が特徴的な古めかしい建物が特徴的な古めかしい建物が特徴的な古めかしい建物が特徴的な

チームサバイバル用マップですチームサバイバル用マップですチームサバイバル用マップですチームサバイバル用マップです

 

黒魔法スキン武器をイメージ黒魔法スキン武器をイメージ黒魔法スキン武器をイメージ黒魔法スキン武器をイメージしたしたしたした武器が当たる「福袋武器が当たる「福袋武器が当たる「福袋武器が当たる「福袋    武器袋黒魔法スキン」が登場！武器袋黒魔法スキン」が登場！武器袋黒魔法スキン」が登場！武器袋黒魔法スキン」が登場！

定期メンテナンス終了後から 10 月15 日(水)定期メンテナンス開始前までの期間中、

販売いたします。  

大当たりには「G11(Black mage)」「ACR(Black mage)」「M950(Black mage)

丁がランダムで、それ以外には 1,000PG～10,000PG がランダムで入っている武器袋

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！ 

ポップアップブックポップアップブックポップアップブックポップアップブック」実装」実装」実装」実装！！！！    実装記念獲得アップイベントも開催実装記念獲得アップイベントも開催実装記念獲得アップイベントも開催実装記念獲得アップイベントも開催

メンテナンス終了後より、新MAP「ポップアップブック」が登場いたします。

」はその名の通り、本を開いた際に飛び出してきたオブジェクトがちりばめら

です。 

乗るとキャラクターが高所に飛びあがるギミックが配置されています

実装を記念して、イベント期間中は「ポップアップブック」で獲得できる

獲得アップイベントを開催します。 

で『ペーパーマン』を楽しもう！ 

終了後 ～ 7 月30 日(水)定期メンテナンス開始前まで

ポップアップブック（チームサバイバル）」でのゲーム終了時、獲得 PG・EXP +50

 

古めかしい建物が特徴的な古めかしい建物が特徴的な古めかしい建物が特徴的な古めかしい建物が特徴的な    

チームサバイバル用マップですチームサバイバル用マップですチームサバイバル用マップですチームサバイバル用マップです    

赤い魔法陣に飛び乗ると、赤い魔法陣に飛び乗ると、赤い魔法陣に飛び乗ると、赤い魔法陣に飛び乗ると、

高所に打ち出されます高所に打ち出されます高所に打ち出されます高所に打ち出されます

武器袋黒魔法スキン」が登場！武器袋黒魔法スキン」が登場！武器袋黒魔法スキン」が登場！武器袋黒魔法スキン」が登場！    

定期メンテナンス開始前までの期間中、

M950(Black mage)」のい

がランダムで入っている武器袋です。人気

実装記念獲得アップイベントも開催実装記念獲得アップイベントも開催実装記念獲得アップイベントも開催実装記念獲得アップイベントも開催 

    

ポップアップブック」が登場いたします。 

その名の通り、本を開いた際に飛び出してきたオブジェクトがちりばめら

乗るとキャラクターが高所に飛びあがるギミックが配置されています。 

で獲得できるPG・EXPがアッ

前まで 

EXP +50％UP 

 

赤い魔法陣に飛び乗ると、赤い魔法陣に飛び乗ると、赤い魔法陣に飛び乗ると、赤い魔法陣に飛び乗ると、    

高所に打ち出されます高所に打ち出されます高所に打ち出されます高所に打ち出されます 



 

建物の壁は薄く、建物の壁は薄く、建物の壁は薄く、建物の壁は薄く、

紙でできているようにも見えます紙でできているようにも見えます紙でできているようにも見えます紙でできているようにも見えます

 

 

本日7 月16 日（水）定期メンテナンスにて、

らに敵キャラクターが出現する際の演出を改善しました。

 ぜひ新しくなった PVE で遊んでみてください。

 

 

 

建物の壁は薄く、建物の壁は薄く、建物の壁は薄く、建物の壁は薄く、    

紙でできているようにも見えます紙でできているようにも見えます紙でできているようにも見えます紙でできているようにも見えます 

外には大きな月と大きな本が外には大きな月と大きな本が外には大きな月と大きな本が外には大きな月と大きな本が

浮かんでいます浮かんでいます浮かんでいます浮かんでいます

PVEPVEPVEPVE 難易度・システム調整実施！難易度・システム調整実施！難易度・システム調整実施！難易度・システム調整実施！    

    

日（水）定期メンテナンスにて、イージーモードおよびノーマルモードの難易度を

敵キャラクターが出現する際の演出を改善しました。 

で遊んでみてください。 

  

 

外には大きな月と大きな本が外には大きな月と大きな本が外には大きな月と大きな本が外には大きな月と大きな本が    

浮かんでいます浮かんでいます浮かんでいます浮かんでいます 

イージーモードおよびノーマルモードの難易度を調整し、さ



 

■『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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