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頭頭頭頭にににに乗乗乗乗ったったったった動物動物動物動物たちがたちがたちがたちがキュートなキュートなキュートなキュートな

オンラインゲームの開発・運営

以下ゲームポット）は、Windows用

日（水）定期メンテナンスにてアップデート

 

ペーパチペーパチペーパチペーパチ CASHCASHCASHCASH にににに

本日12月5日（水）定期メンテナンスにて

が登場いたします。 

大当たりには「M200(レム)」と「ジュエルボム

ッド)」と「スコップ」がセットになった

イトになりきれる衣装セットが新登場

 

 レムやフッドの可愛いボイス武器

ください！    

 

会 社 名 株式会社ゲームポット

（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 12121212 月月月月 5555 日日日日（（（（水水水水））））ペーパチペーパチペーパチペーパチ CASHCASHCASHCASH をををを更新更新更新更新！！！！

キュートなキュートなキュートなキュートな北極動物大好北極動物大好北極動物大好北極動物大好きセットきセットきセットきセットやややや、、、、新武器新武器新武器新武器「「「「FN F2000FN F2000FN F2000FN F2000

運営を行う株式会社ゲームポット（東京都品川区 代表取締役社長

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

アップデートを行います。 

にににに、、、、レムとフッドのレムとフッドのレムとフッドのレムとフッドの可愛可愛可愛可愛らしいボイスらしいボイスらしいボイスらしいボイス武器武器武器武器パックパックパックパックがががが登場登場登場登場

 

メンテナンスにて、「ペーパチCASH」にレムのボイス武器とフッドのボイス

ジュエルボム」がセットになった「ボイス武器パック（レム

がセットになった「ボイス武器パック（フッド）」などが登場！ さらに、パピルス

登場いたします！ 

武器や、ナイトになりきれるかっこいい新衣装を、ぜひゲーム
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ゲームポット 
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！！！！    

FN F2000FN F2000FN F2000FN F2000」」」」もももも登場登場登場登場！！！！！！！！    

代表取締役社長：植田修平 

において、本日12月5

登場登場登場登場！！！！    

 

とフッドのボイス武器

レム）」や、「FNP45(フ

パピルス王国のナ

ぜひゲーム内でお楽しみ



 

●●●●ボイスボイスボイスボイス武器武器武器武器パックパックパックパック（（（（レムレムレムレム））））    

M200(レム)    

    

●●●●ボイスボイスボイスボイス武器武器武器武器パックパックパックパック（（（（フッドフッドフッドフッド））））    

FNP45(フッド)    

 

●●●●MP 7MP 7MP 7MP 7（（（（ゴールドゴールドゴールドゴールド））））    

 

    

    ジュエルボム

    

    スコップ    

    

ジュエルボム    

    

    



 

 

●●●●ナイトオブパピルスセットナイトオブパピルスセットナイトオブパピルスセットナイトオブパピルスセット

 

    

 

        

    



 

風変風変風変風変わりなわりなわりなわりな

冬冬冬冬のののの寒寒寒寒さにぴったりなさにぴったりなさにぴったりなさにぴったりな北極動物大好北極動物大好北極動物大好北極動物大好

 

本日12月5日（水）定期メンテナ

します。 

今回登場するアサルトライフル

ジで戦える優秀なアサルトライフルです

また、様々な北極動物たちが頭

も新登場！ 冬のペーパーマンをおしゃれに

ぜひ、この機会にアイテムショップをチェック

 

●●●●メインメインメインメイン武器武器武器武器    FN F2000FN F2000FN F2000FN F2000    

    

    

 

わりなわりなわりなわりな形状形状形状形状のアサルトライフルのアサルトライフルのアサルトライフルのアサルトライフル「「「「FN F2000FN F2000FN F2000FN F2000」」」」がががが登場登場登場登場！！！！        

北極動物大好北極動物大好北極動物大好北極動物大好きセットきセットきセットきセットやややや、、、、レムのレムのレムのレムの新新新新しいアバターアイテムもしいアバターアイテムもしいアバターアイテムもしいアバターアイテムも

メンテナンス終了後より、アイテムショップに新たな武器、アクセサリ

アサルトライフル「FN F2000」は一見風変わりな形状ですが、スコープも

なアサルトライフルです！ 

頭に乗って登場する「北極動物大好きセット」や、レムの

のペーパーマンをおしゃれに楽しんでみてはいかがでしょうか？ 

アイテムショップをチェックしてみてください！  

 

        

    

しいアバターアイテムもしいアバターアイテムもしいアバターアイテムもしいアバターアイテムも追加追加追加追加！！！！        

 

アクセサリを追加いた

スコープも搭載しオールレン

レムの新しいアクセサリ

 



 

●●●●北極動物大好北極動物大好北極動物大好北極動物大好きセットきセットきセットきセット    

 

●●●●レムレムレムレム専用専用専用専用アバターアバターアバターアバター    

・・・・アクセサリアクセサリアクセサリアクセサリ    エンジェルリングエンジェルリングエンジェルリングエンジェルリング    

・・・・アクセサリアクセサリアクセサリアクセサリ    ぬいぐるみぬいぐるみぬいぐるみぬいぐるみ 

    

 

 

        

 



 

FOOD’S BOOT CAMPFOOD’S BOOT CAMPFOOD’S BOOT CAMPFOOD’S BOOT CAMP

今今今今

 

本日12 月5 日(水) メンテナンス

中の「FOOD’S BOOT CAMP！」

「FOOD’S BOOT CAMP！」のラストスパート

の機会に「FOOD’S BOOT CAMP

最後の最後まで、フッドを鍛えぬきましょう

  

【イベント期間】 

2012 年12 月5 日(水)メンテナンス

 

【イベント内容】 

・全サーバーのゲーム終了時、獲得

 

※シングルモードも対象となります

※本イベントの PG・EXP +アップ

 ペーパースロットの PG or EXP 

    

    

    

    

 

FOOD’S BOOT CAMPFOOD’S BOOT CAMPFOOD’S BOOT CAMPFOOD’S BOOT CAMP！！！！    ラストスパートラストスパートラストスパートラストスパート！！！！        

今今今今ならならならなら獲得獲得獲得獲得 PGPGPGPG、、、、獲得経験値獲得経験値獲得経験値獲得経験値 50505050％％％％アップアップアップアップ中中中中！！！！        

メンテナンス終了後から、12 月12 日(水)メンテナンス開始前までの

！」のラストスパートを開催いたします。 

のラストスパート期間は、対戦時の獲得PG・EXP が 50％

FOOD’S BOOT CAMP！」をどんどん利用して、お得なアイテムをゲットしてください

えぬきましょう！ 

メンテナンス終了後 ～ 2012 年12 月12 日(水)メンテナンス開始

獲得 PG・EXP +50％UP 

となります。 

アップ設定は、他イベントや公認ネットカフェ特典のほか、 

PG or EXP ブーストアイテムとも併用可能です。 

        

 

までの期間、現在開催

％アップします！ こ

してください！ 

開始前まで 

 



 

    

■■■■『『『『ペーパーマンペーパーマンペーパーマンペーパーマン』』』』とはとはとはとは    

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

徴であり、横を向くと線上になり、

弾で相手を燃やしてしまうなど、

はの演出が多数盛り込まれています

ーボイスには人気声優が出演し、

ます。 

 

また、多数のアバターアイテムにより

型や衣装などを自分好みにアレンジでき

ターメイキングが楽しめます。 
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のキャラクターによるオンライン

出来ていることが最大の特

、撃たれれば穴が開き、爆

、ゲーム内には「紙」ならで

まれています。さらに、キャラクタ

、ゲームをさらに盛り上げ

のアバターアイテムにより、キャラクターの髪

みにアレンジでき、様々なキャラク
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株式会社株式会社株式会社株式会社ゲームポットについてゲームポットについてゲームポットについてゲームポットについて 
ゲームポットは2001年5月に設立した、

メント株式会社の連結子会社です。ゲームポットは

ンシップを擁しており、幅広く展開する戦略的

業界のリーダーとしての地位を確立しております

（ 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 

Wizardry Online 

トキメキファンタジー ラテール 

スカッとゴルフ パンヤ    

CABAL ONLINE 

ファンタジーアース ゼロ 

コンチェルトゲート フォルテ 

メビウスオンライン 

トリックスター 

THE SHOGUN 

Livly Island COR 

幕末魂 

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 

童話スピリッツ（R）-魔法のﾄﾗﾝﾌﾟ- 

狩りとも 

ゾンビハンターズ by 狩りとも 

わグルま！    

特殊戦隊クロニクル 

戦姫★クライシス＠アクエリアンエイジ

萌妖★クライシス 

ラテール イリス物語 

蒼穹ドラゴンギルド 

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 

ゆるロボ製作所 

 

 

、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、現在

ゲームポットは、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

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、

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

http://www.paperman.jp/ 

http://www.wizardry-online.jp/ 

http://www.latale.jp/ 

http://www.pangya.jp/    

http://www.cabal.jp/ 

http://www.fezero.jp/ 

http://www.cgf.jp/ 

http://mebius-online.jp/ 

http://www.trickster.jp/ 

http://www.theshogun.jp/ 

http://www.livly.com/ 

http://bakuspirits.jp/ 

 http://company.gamepot.co.jp/special/douwa2/

http://company.gamepot.co.jp/special/karitomo/

http://company.gamepot.co.jp/special/zombie

http://www.waguruma.jp/ 

http://tksc.docs.social-games.jp/support/gp_tksc/index.html

アクエリアンエイジ    http://company.gamepot.co.jp/special/senki/

http://company.gamepot.co.jp/special/moeyou/

http://www.latale.jp/smartphone/index.html 

http://pf.mbga.jp/12010535 

http://yururobo.jp 

現在、ソネットエンタテイン

海外開発会社とのリレーショ

、日本のオンラインゲーム

ホームページをご覧下さい。

http://company.gamepot.co.jp/special/douwa2/ 

http://company.gamepot.co.jp/special/karitomo/ 

http://company.gamepot.co.jp/special/zombie 

games.jp/support/gp_tksc/index.html 

http://company.gamepot.co.jp/special/senki/ 

http://company.gamepot.co.jp/special/moeyou/ 

 


