
 

 

平成26 年10 月15 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』本日本日本日本日 10101010 月月月月 15151515 日（水）盛りだくさんのアップデート実施！日（水）盛りだくさんのアップデート実施！日（水）盛りだくさんのアップデート実施！日（水）盛りだくさんのアップデート実施！    

「ブラックリスト機能」「「ブラックリスト機能」「「ブラックリスト機能」「「ブラックリスト機能」「途中退出ペナルティ調整途中退出ペナルティ調整途中退出ペナルティ調整途中退出ペナルティ調整」」」」    

さらにさらにさらにさらにペーパチペーパチペーパチペーパチ PGPGPGPG にににに「「「「FNH Ballista(ApolloFNH Ballista(ApolloFNH Ballista(ApolloFNH Ballista(Apollo））））」」」」、、、、ショップに新武器「リボルバー」や武器パックショップに新武器「リボルバー」や武器パックショップに新武器「リボルバー」や武器パックショップに新武器「リボルバー」や武器パック

登場登場登場登場、、、、新新新新 MAPMAPMAPMAP 実装実装実装実装などイベント目白押しなどイベント目白押しなどイベント目白押しなどイベント目白押し    

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10 月15 日（水）定期メンテナンスにてアップデートを行います。 

    

新システム「ブラックリスト機能新システム「ブラックリスト機能新システム「ブラックリスト機能新システム「ブラックリスト機能」実装」実装」実装」実装、「、「、「、「途中退出ペナルティ調整途中退出ペナルティ調整途中退出ペナルティ調整途中退出ペナルティ調整」」」」！！！！        

    

本日10月15日（水）定期メンテナンスにて、新システム「ブラックリスト機能」の実装および「途中退出ペ

ナルティ調整」を実施します。 

 

◆新システム「ブラックリスト機能」◆新システム「ブラックリスト機能」◆新システム「ブラックリスト機能」◆新システム「ブラックリスト機能」    

ブラックリスト機能を使うことで、ブラックリストに登録した相手のキャラクターの発言を表示させない、 

フレンドや、メッセージ送信等を受け付けないように設定可能です。 

ブラックリストへ登録した場合、登録された相手は以下の行動が見えなく（行えなく）なります。 

 

1) 友達登録 

2) メッセージ送信 

3) チャットメッセージ 

  一般 / ささやき / チーム / クラン / シャウト 

4) ラジオ 

  ラジオメッセージ / ラジオ音声 

5) プレゼント機能 

6) クラン加入勧誘 

 



 

 

◆途中退出ペナルティ調整 

途中退出のペナルティを調整しました。 

調整された内容は以下のとおりです。 

 

  調整前 調整後 

武器耐久度 1 戦分減少 10 戦分減少 

EXP・PG 獲得 退出時点のキルに応じて獲得 獲得不可 

    

    

ペーパチペーパチペーパチペーパチ PGPGPGPG に「に「に「に「FNH Ballista(Apollo)FNH Ballista(Apollo)FNH Ballista(Apollo)FNH Ballista(Apollo)」」」」「「「「アイスル王国ヘア（アイスル王国ヘア（アイスル王国ヘア（アイスル王国ヘア（2nd2nd2nd2nd カラー）カラー）カラー）カラー）」「」「」「」「FN F2000FN F2000FN F2000FN F2000（シルバー）（シルバー）（シルバー）（シルバー）」」」」登場！登場！登場！登場！    

    

本日10 月15 日（水）定期メンテナンスにて、「ペーパチ PG」を更新いたします。 

今回より大当たりに、ローマ神話に登場する太陽神、アポロが凛々しく弓を引いているデザインの「FNH 

Ballista」が登場！スコープを覗き、悪を撃て！さらに、現在ペーパチ CASH に登場中の「アイスル王国ヘ

ア」の 2nd カラー、さらに「FN F2000（シルバー）」も同時に登場いたします。 

 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    「「「「FNH BallistaFNH BallistaFNH BallistaFNH Ballista（（（（ApolloApolloApolloApollo））））」」」」    

 

 

    

        



 

 

●「●「●「●「アイスル王国ヘアアイスル王国ヘアアイスル王国ヘアアイスル王国ヘア(2nd(2nd(2nd(2nd カラカラカラカラーーーー))))」」」」    

 

    

●●●●メイン武器メイン武器メイン武器メイン武器「「「「FN F2000FN F2000FN F2000FN F2000（シルバー）（シルバー）（シルバー）（シルバー）」」」」    

 
 

    

 

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 10 月 15 日（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」の当たり

アイテムと交換アイテムを更新いたします。 

今回はキャラクター達がガイアを輝かせる俺様ボイスや男女の性別が逆転！特にガイとヴァンファン

は必聴の男装＆女装ボイスなどが登場します。 

また、交換アイテムにはホラーボイスなどが追加され、みんなの注目を集めること間違い無し！？ 

過去のペーパチCASHを逃した方は今が狙い時！ ぜひこの機会に、ペーパーガッチャンをご利用くだ

さい。 

    

    



 

 

今度は武器がもらえちゃう！今度は武器がもらえちゃう！今度は武器がもらえちゃう！今度は武器がもらえちゃう！「ログインギフト」イベント実施「ログインギフト」イベント実施「ログインギフト」イベント実施「ログインギフト」イベント実施    ！！！！

    

 本日10月15日（水）定期メンテナンス終了後から11月15日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、

「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、お好きな武器アイテムやお役立ちアイテムをプレ

ゼント！  1 日1 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。 

 

さらに、2014年8月1日以降、一度も『ペーパーマン』にログインしていない方を対象に、10月15日（水）

メンテナンス時に、15 ポイントを一気に付与いたします。 交換可能期間に武器アイテム 1 個と交換できま

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】 

10 月15 日(水)定期メンテナンス終了後 ～ 11 月12 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。 

    

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

10 月15 日(水)定期メンテナンス終了後 ～ 11 月19 日(水)定期メンテナンス開始前    

    

 



 

 

待望の待望の待望の待望のリボルバーリボルバーリボルバーリボルバーついに登場ついに登場ついに登場ついに登場    さらにさらにさらにさらに武器武器武器武器パックもパックもパックもパックも追加！追加！追加！追加！    

    

本日10 月15 日(水)定期メンテナンス終了後より、サブ武器 「リボルバー」、「Winchester+M72(Blue 

Edition)パック」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！ 

 

●●●●サブサブサブサブ武器武器武器武器    「「「「リボルバーリボルバーリボルバーリボルバー」」」」    

        
    

●●●●武器パック「武器パック「武器パック「武器パック「Winchester+M72(Blue Edition)Winchester+M72(Blue Edition)Winchester+M72(Blue Edition)Winchester+M72(Blue Edition)パックパックパックパック」」」」    

【「「「「Winchester+M72(Blue Edition)Winchester+M72(Blue Edition)Winchester+M72(Blue Edition)Winchester+M72(Blue Edition)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    「「「「Winchester(Blue Edition)Winchester(Blue Edition)Winchester(Blue Edition)Winchester(Blue Edition)」」」」    

    

    

    

◇サブ◇サブ◇サブ◇サブ武器武器武器武器    「「「「M72(Blue Edition)M72(Blue Edition)M72(Blue Edition)M72(Blue Edition)」」」」    

 

 

    



 

 

◇◇◇◇称号称号称号称号「「「「寂しい寂しい寂しい寂しい」」」」    

 

    

    

新新新新 MAPMAPMAPMAP「激戦区」実装！「激戦区」実装！「激戦区」実装！「激戦区」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    

 

本日10 月15 日(水)定期メンテナンス終了後より、新MAP「激戦区」が登場いたします。 

新 MAP「激戦区」はその名の通り、MAP のところどころに激しい戦いの跡が見られる、チーム戦術用 M

AP です。 

この MAP にはマップギミックが採用されており、ミサイルを攻撃して爆発させると、ギミックが発動しま

す。 

また、この新MAP 実装を記念して、イベント期間中は「激戦区」で獲得できる PG・EXP がアップする、獲

得アップイベントを開催します。 

君はどう戦うか？！ 新MAP「激戦区」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】    

10 月15 日(水)定期メンテナンス終了後 ～ 10 月22 日(水)定期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】    

MAP「激戦区（チーム戦術）」でのゲーム終了時、獲得 PG・EXP +50％UP 

  

墜落したミサイルが刺さっています墜落したミサイルが刺さっています墜落したミサイルが刺さっています墜落したミサイルが刺さっています    戦車が参戦！？戦車が参戦！？戦車が参戦！？戦車が参戦！？ 



 

 

     

激しい銃撃戦の痕跡が激しい銃撃戦の痕跡が激しい銃撃戦の痕跡が激しい銃撃戦の痕跡が このミサイルを攻撃して爆発させると……？このミサイルを攻撃して爆発させると……？このミサイルを攻撃して爆発させると……？このミサイルを攻撃して爆発させると……？ 

 

  



 

 

■『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、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/ 

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/ 

Wizardry Schema http://www.wiz-s.jp/ 

    


