
 

 

平成27 年3 月25 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』戦って回そう！「ペーパダス戦って回そう！「ペーパダス戦って回そう！「ペーパダス戦って回そう！「ペーパダス EXEXEXEX」登場」登場」登場」登場    

さらに新規登録キャンペーンやテリシアのお誕生日記念イベントなどさらに新規登録キャンペーンやテリシアのお誕生日記念イベントなどさらに新規登録キャンペーンやテリシアのお誕生日記念イベントなどさらに新規登録キャンペーンやテリシアのお誕生日記念イベントなど    

内容盛りだくさん内容盛りだくさん内容盛りだくさん内容盛りだくさん    春休み春休み春休み春休みもももも『ペーパ『ペーパ『ペーパ『ペーパーーーーマン』で楽しもうマン』で楽しもうマン』で楽しもうマン』で楽しもう！！！！    

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、3 月25 日（水）定期メンテナンスにてアップデートを行います。 

    

ペーパダスペーパダスペーパダスペーパダス EXEXEXEX 登場！登場！登場！登場！    

    

本日3 月25 日（水）定期メンテナンスにて、「ペーパダス EX」を実装いたします。 

ゲーム内で戦闘するとたまる「ペーパダスポイント」や、ゲーム内で購入が可能な「ペーパダス EX チケ

ット」を使用して、ペーパダスマシンで遊ぶことができます。 

生まれ変わった「ペーパダス EX」で春休みも楽しもう！ 

 

「ペーパダス「ペーパダス「ペーパダス「ペーパダス EXEXEXEX」の詳細は下記」の詳細は下記」の詳細は下記」の詳細は下記 URLURLURLURL よりご確認ください。よりご確認ください。よりご確認ください。よりご確認ください。    

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

 

 

        



 

 

『ペーパーマン』をはじめるなら今！『ペーパーマン』をはじめるなら今！『ペーパーマン』をはじめるなら今！『ペーパーマン』をはじめるなら今！    

新規登録キャンペーン新規登録キャンペーン新規登録キャンペーン新規登録キャンペーン開催開催開催開催    

    

 本日3 月25 日（水）定期メンテナンス終了後から 4 月8 日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、

新規登録キャンペーンを開催いたします。 

キャンペーン期間中に新規登録を行い、キャラクターを作成したアカウントに下記アイテムをプレゼント

いたします。ぜひこの期間に『ペーパーマン』をはじめてみませんか？ 

■■■■M4A1M4A1M4A1M4A1    

    
■■■■M3 SUPER90M3 SUPER90M3 SUPER90M3 SUPER90    

    
■■■■WIN M70WIN M70WIN M70WIN M70    

    
    

■セット衣装■セット衣装■セット衣装■セット衣装    

ハヤテ用：「エンジニアルック」 

ティナ用：「スクールルック」 

テリシア用：「ファー付きパーカー」 

ガイ用 ：「ミリタリー(グレー)」 

※購入していないキャラクターの衣装セットは受け取ることができません。キャラクター購入後にお受け取

りください。 



 

 

    

    

新規登録キャンペーンの詳細は下記新規登録キャンペーンの詳細は下記新規登録キャンペーンの詳細は下記新規登録キャンペーンの詳細は下記URLURLURLURL よりご確認くださいよりご確認くださいよりご確認くださいよりご確認ください    

http://www.paperman.jp/notice_newsview.aspx?seq=http://www.paperman.jp/notice_newsview.aspx?seq=http://www.paperman.jp/notice_newsview.aspx?seq=http://www.paperman.jp/notice_newsview.aspx?seq=2924292429242924    

    

    

欲しかったキャラクターをゲットしよう！欲しかったキャラクターをゲットしよう！欲しかったキャラクターをゲットしよう！欲しかったキャラクターをゲットしよう！    

キャラクターセール開催キャラクターセール開催キャラクターセール開催キャラクターセール開催    

    

 本日3 月25 日（水）定期メンテナンス終了後から 4 月8 日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、

ショップにてCASH販売をおこなっている、キャラクターパッケージが50％OFF、PG販売を行っているキャ

ラクターが 30％OFF になる「キャラクターセール」を開催いたします。 

 欲しかったキャラクターをお得にゲットして、『ペーパーマン』をお楽しみください！ 

 

【【【【CASHCASHCASHCASH 販売販売販売販売セールセールセールセール対象アイテム】対象アイテム】対象アイテム】対象アイテム】    

アイテム名アイテム名アイテム名アイテム名    通常価格通常価格通常価格通常価格    セール価格セール価格セール価格セール価格    

ベーシックパック(ハヤテ) 50CASH 25CASH25CASH25CASH25CASH    

ベーシックパック(ティナ) 57CASH 29CASH29CASH29CASH29CASH    

コートパック(ミリィ) 78CASH 39CASH39CASH39CASH39CASH    

ベーシックパック(サイラス) 69CASH 35CASH35CASH35CASH35CASH    

伝説パック(ドッドン) 72CASH 36CASH36CASH36CASH36CASH    

ベーシックパック(ガイ) 55CASH 28CASH28CASH28CASH28CASH    

ベーシックパック(テリシア) 52CASH 26CASH26CASH26CASH26CASH    

ベーシックパック(アルル) 70CASH 35CASH35CASH35CASH35CASH    

伝説パック(ヴァン) 66CASH 33CASH33CASH33CASH33CASH    

オーバーオールパック(フッド) 72CASH 36CASH36CASH36CASH36CASH    

秘書セット(リカ) 81CASH 41CASH41CASH41CASH41CASH    

プロトタイプパック(レム) 81CASH 41CASH41CASH41CASH41CASH    

プリンセスパック(エリス) 81CASH 41CASH41CASH41CASH41CASH    



 

 

リトルマジシャンパック(ルコット) 100CASH 50CASH50CASH50CASH50CASH    

 

【【【【PGPGPGPG 販売セール対象アイテム】販売セール対象アイテム】販売セール対象アイテム】販売セール対象アイテム】    

アイテム名アイテム名アイテム名アイテム名    通常価格通常価格通常価格通常価格    セール価格セール価格セール価格セール価格    

ハヤテ 20000PG 14000PG14000PG14000PG14000PG    

ティナ 20000PG 14000PG14000PG14000PG14000PG    

ミリィ 40000PG 28000PG28000PG28000PG28000PG    

サイラス 30000PG 21000PG21000PG21000PG21000PG    

ドッドン 35000PG 24500PG24500PG24500PG24500PG    

ガイ 20000PG 14000PG14000PG14000PG14000PG    

テリシア 20000PG 14000PG14000PG14000PG14000PG    

アルル 35000PG 24500PG24500PG24500PG24500PG    

ヴァン 30000PG 21000PG21000PG21000PG21000PG    

フッド 35000PG 24500PG24500PG24500PG24500PG    

リカ 40000PG 28000PG28000PG28000PG28000PG    

レム 40000PG 28000PG28000PG28000PG28000PG    

エリス 40000PG 28000PG28000PG28000PG28000PG    

ルコット 40000PG 28000PG28000PG28000PG28000PG    

 

 

ログインするだけでお得なアイテムがもらえるチャンス！ログインするだけでお得なアイテムがもらえるチャンス！ログインするだけでお得なアイテムがもらえるチャンス！ログインするだけでお得なアイテムがもらえるチャンス！    

春の日替わりログインキャンペーン開催春の日替わりログインキャンペーン開催春の日替わりログインキャンペーン開催春の日替わりログインキャンペーン開催    

 

 本日3 月25 日（水）定期メンテナンス終了後から 3 月31 日（火）23：59 までの期間中、日替わりログイン

イベントを開催いたします。 

  ログインキャンペーンに参加して、お得なアイテムをゲットしよう！ 

 

■対象賞品■対象賞品■対象賞品■対象賞品    

対象日対象日対象日対象日    対象アイテム対象アイテム対象アイテム対象アイテム    

3 月25 日（水） メインマガジン増加30％(7 日) 

 

  



 

 

3 月26 日（木） クッションボム+(1 日) 

 

3 月27 日（金） PG+50%UP(7 日) 

 

3 月28 日（土） FAMAS(CosmosCustum)(1 日) 

 

3 月29 日（日） 福袋(☆) 

 

3 月30 日（月） クロスヘア固定ベーシック(7 日) 

 

3 月31 日（火） PG50％アップ(7 日) 

 

 

【注意事項】 

※1 日の切り替えは 0：00～23：59 となっております。 

※日付をまたいでのゲームのチャンネルログインはカウントされませんので、必ず再ログインをしてくだ

さい。 

※各報酬は１度のみ受け取ることができます。 

※各報酬はプレゼントボックスへ配布されます。 

 

 

        



 

 

あのマップも生まれ変わる「モード変更マップ」実装あのマップも生まれ変わる「モード変更マップ」実装あのマップも生まれ変わる「モード変更マップ」実装あのマップも生まれ変わる「モード変更マップ」実装    

    

    本日3月25日（水）定期メンテナンスにて、新マップとして「池袋（チーム戦術モード）」「紛争地区（チーム

サバイバル）」を追加いたします。 

 今回生まれ変わるマップは、「池袋（チーム戦術モード）」と「紛争地区（チームサバイバル）」の 2 種類で

す。 

 次回の「モード変更マップ」もお楽しみに！ 

池袋池袋池袋池袋((((チーム戦術モードチーム戦術モードチーム戦術モードチーム戦術モード))))    紛争地区紛争地区紛争地区紛争地区((((チームサバイバルチームサバイバルチームサバイバルチームサバイバル))))    

  

 

モード変更マップについては下記モード変更マップについては下記モード変更マップについては下記モード変更マップについては下記 URLURLURLURL よりご確認くださいよりご確認くださいよりご確認くださいよりご確認ください    

http://www.paperman.jp/notice_newsview.aspx?seq=2922http://www.paperman.jp/notice_newsview.aspx?seq=2922http://www.paperman.jp/notice_newsview.aspx?seq=2922http://www.paperman.jp/notice_newsview.aspx?seq=2922    

    

    

みんなのアイドル！？みんなのアイドル！？みんなのアイドル！？みんなのアイドル！？    テリシア杯開催テリシア杯開催テリシア杯開催テリシア杯開催    

    

 本日3 月25 日（水）定期メンテナンス終了後から 4 月8 日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、

テリシアのお誕生日を記念し「テリシア杯」を開催いたします。 

 お友達を誘って、クラントーナメントをお楽しみください。 

みんなで力を合わせて限定称号や豪華アイテムをゲットしよう！ 

  



 

 

 

■優勝賞品■優勝賞品■優勝賞品■優勝賞品    

称号「テリシア杯王者」称号「テリシア杯王者」称号「テリシア杯王者」称号「テリシア杯王者」    

    

福袋☆☆福袋☆☆福袋☆☆福袋☆☆    

    

援護爆援護爆援護爆援護爆(1(1(1(1 日日日日))))    

    

 

■準優勝■準優勝■準優勝■準優勝    

福袋☆☆福袋☆☆福袋☆☆福袋☆☆    

 

 

■■■■3333 位位位位    

2,000PG2,000PG2,000PG2,000PG    

 

 

■参加賞■参加賞■参加賞■参加賞    

1,000PG1,000PG1,000PG1,000PG    

 

 

テリシア杯の詳細は下記テリシア杯の詳細は下記テリシア杯の詳細は下記テリシア杯の詳細は下記 URLURLURLURL よりご確認ください。よりご確認ください。よりご確認ください。よりご確認ください。    

http://www.paperman.jp/notice_newsview.aspx?seq=2921http://www.paperman.jp/notice_newsview.aspx?seq=2921http://www.paperman.jp/notice_newsview.aspx?seq=2921http://www.paperman.jp/notice_newsview.aspx?seq=2921    

    

        



 

 

■『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/ 

Wizardry Online †LIBERAL† http://liberal.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/ 

フロンティアタクティクス 

戦国武将姫 MURAMASA乱          

 

http://yahoo-mbga.jp/game/12021183/play 

http://yahoo-mbga.jp/game/12021838/play 

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 

Wizardry Schema 

わグルま★ 

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

http://star.waguruma.jp/ 

    


