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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』』』』本日本日本日本日 11111111

またまたまたまた、、、、待望待望待望待望のペパコンのペパコンのペパコンのペパコン

オンラインゲームの開発・運営

以下ゲームポット）は、Windows 用

21 日（水）定期メンテナンスにてアップデート

 

ついにチームシャッフルついにチームシャッフルついにチームシャッフルついにチームシャッフル

本日11月21日（水）定期メンテナンスにて

種類を実装いたしました。 

より快適に遊べるようになった

 

●●●●「「「「チームシャッフルチームシャッフルチームシャッフルチームシャッフル」」」」        

ルーム画面で、自動的にチームメンバーがシャッフルされる

「チームシャッフル」機能は、試合毎

様々な人とチームを組んで試合

 

●●●●「「「「放置放置放置放置キャラクターキャラクターキャラクターキャラクター対策対策対策対策」」」」        

放置しているキャラクターをロビー

放置キャラクターをロビー画面

 

    

 

平成

会 社 名 株式会社ゲームポット

（URL http://www.gamepot.co.jp/

11111111 月月月月 21212121 日日日日（（（（水水水水））））シャッフルやシャッフルやシャッフルやシャッフルや放置対策放置対策放置対策放置対策のののの新機能新機能新機能新機能

のペパコンのペパコンのペパコンのペパコン装備装備装備装備実装実装実装実装やややや、、、、ペーパチペーパチペーパチペーパチ PGPGPGPG のののの更新更新更新更新などなどなどなど内容内容内容内容盛盛盛盛

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した。 

ついにチームシャッフルついにチームシャッフルついにチームシャッフルついにチームシャッフル機能機能機能機能やややや放置放置放置放置キャラクターキャラクターキャラクターキャラクター対策機能対策機能対策機能対策機能がががが本日実装本日実装本日実装本日実装

メンテナンスにて、ペーパーマンアップデート大作戦の一環

べるようになった『ペーパーマン』をぜひチェックしてみてください！ 

にチームメンバーがシャッフルされる「チームシャッフル」を追加

試合毎にランダムでチームシャッフルが行える機能となっております

試合を楽しみましょう！ 

    

しているキャラクターをロビー画面へ戻す「放置キャラクター対策」を追加いたしました

画面へ移動させることで、チャンネル入場を快適に行うことができます

        

平成24 年11 月21 日 

ゲームポット 

http://www.gamepot.co.jp/ ） 

新機能新機能新機能新機能がががが実装実装実装実装！！！！        

盛盛盛盛りりりり沢山沢山沢山沢山！！！！        

代表取締役社長：植田修平 

において、本日 11 月

本日実装本日実装本日実装本日実装！！！！    

 

一環として新システム2

追加しました。 

となっております！  

いたしました。 

うことができます！ 



 

第第第第3333

超超超超おおおお得得得得なななな

 

本日11 月21 日（水）定期メンテナンスにて

人気のあったユーザーデザイン

器はもちろん、お得な 12 キャラパッケージ

ます！ 

また、CASHチャージを行うことでボーナス

ることで豪華なアイテムが入手できる

このお得な機会にぜひ『ペーパーマン

    

●●●●第第第第3333 回回回回ペパコンアバターアイテムペパコンアバターアイテムペパコンアバターアイテムペパコンアバターアイテム

 

3333 回回回回ペパコンアイテムがゲームペパコンアイテムがゲームペパコンアイテムがゲームペパコンアイテムがゲーム内内内内にににに実装実装実装実装！！！！    

得得得得なななな WWWW ゲットキャンペーンもあわせてチェックゲットキャンペーンもあわせてチェックゲットキャンペーンもあわせてチェックゲットキャンペーンもあわせてチェック！！！！        

メンテナンスにて、「第3 回ペパコンアイテム」を実装いたしました

のあったユーザーデザインのアイテムが登場！ キャラ毎のパッケージやユーザーデザインの

キャラパッケージ、3 つの武器のオールインパッケージを期間限定

うことでボーナスPGが手に入るチャージ特典や、ペパコンアイテムを

できる W ゲットキャンペーンも実施いたします！ 

ペーパーマン』をお楽しみください！  

ペパコンアバターアイテムペパコンアバターアイテムペパコンアバターアイテムペパコンアバターアイテム    

 

いたしました。 

のパッケージやユーザーデザインの武

期間限定で販売いたし

ペパコンアイテムを購入す



 

●●●●メインメインメインメイン武器武器武器武器    ARX160 PepaCon3(ARX160 PepaCon3(ARX160 PepaCon3(ARX160 PepaCon3(

 

●●●●サブサブサブサブ武器武器武器武器    Auto9 PepaCon3(Auto9 PepaCon3(Auto9 PepaCon3(Auto9 PepaCon3(

 

    

ARX160 PepaCon3(ARX160 PepaCon3(ARX160 PepaCon3(ARX160 PepaCon3(夜夜夜夜とととと蝶蝶蝶蝶))))    

Auto9 PepaCon3(Auto9 PepaCon3(Auto9 PepaCon3(Auto9 PepaCon3(椛椛椛椛))))    

    

    



 

 

●●●●近接武器近接武器近接武器近接武器    CuCuCuCu----bk7 PepaCon3(bk7 PepaCon3(bk7 PepaCon3(bk7 PepaCon3(

 

    

 

bk7 PepaCon3(bk7 PepaCon3(bk7 PepaCon3(bk7 PepaCon3(シャケシャケシャケシャケ))))    

        

 

 



 

≪≪≪≪「「「「ペパコンペパコンペパコンペパコン実装記念実装記念実装記念実装記念CASHCASHCASHCASH チャージチャージチャージチャージ

■■■■キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン１１１１    

【内容】 

キャンペーン期間中に CASH チャージ

CASHCASHCASHCASH チャージチャージチャージチャージ

500 円以上、1,000

1,000 円以上、3,000

3,000 円以上

 

【対象期間】 

第1 回：2012 年11 月21 日(水)メンテナンス

第2 回：2012 年11 月28 日(水)メンテナンス

第3 回：2012 年12 月5 日(水)メンテナンス

 

【配布日】 

第1 回：2012 年12 月5 日(水)メンテナンス

第2 回：2012 年12 月12 日(水)メンテナンス

第3 回：2012 年12 月19 日(水)メンテナンス

  

■■■■キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン 2222    

今回は第3 回ペパコン！アイテム

イテムを追加でプレゼント！ 

さらにその中から、抽選で豪華アイテムが

この機会をお見逃しなく！ 

 

【特典内容1】 

  

    

対象① ペパコン 3rd パック(

対象② ペパコン 3rd 衣装パック

対象③ ペパコン 3rd 衣装パック

 

【対象期間】 

2012 年11 月21 日(水)メンテナンス

 

 

チャージチャージチャージチャージ WWWW ゲットキャンペーンゲットキャンペーンゲットキャンペーンゲットキャンペーン」」」」概要概要概要概要≫≫≫≫    

チャージ金額に応じて PG をプレゼントいたします。 

チャージチャージチャージチャージ金額金額金額金額    プレゼントプレゼントプレゼントプレゼント PGPGPGPG    

1,000 円未満 7,000PG7,000PG7,000PG7,000PG 

3,000 円未満 15,000PG15,000PG15,000PG15,000PG 

円以上 30,000PG30,000PG30,000PG30,000PG 

メンテナンス終了後 ～ 2012 年11 月28 日(水)メンテナンス

メンテナンス終了後 ～ 2012 年12 月5 日(水)メンテナンス

メンテナンス終了後 ～ 2012 年12 月12 日(水)メンテナンス

メンテナンス時 

メンテナンス時 

メンテナンス時  

アイテム実装記念として、第3 回ペパコンアイテムを購入した

アイテムが当選するチャンス！ 

プレゼントプレゼントプレゼントプレゼント対象対象対象対象    プレゼントアイテムプレゼントアイテムプレゼントアイテムプレゼントアイテム

(各キャラ)1 個or ペパコン武器１個を購入 
PG +30%UP(7

福袋

パック(12 キャラ)or ペパコン 3rd 武器パックを購入 
PG +30%UP(30

福袋(

パック(12 キャラ)とペパコン 3rd 武器パックを購入 
PG +50%UP(30

福袋(☆☆☆

メンテナンス終了後 ～2012 年12 月12 日(水)メンテナンス開始前

メンテナンス開始前まで 

メンテナンス開始前まで 

メンテナンス開始前まで 

したお客様にお得なア

プレゼントアイテムプレゼントアイテムプレゼントアイテムプレゼントアイテム    

PG +30%UP(7 日間) 

福袋(☆) 

PG +30%UP(30 日間) 

(☆☆) 

PG +50%UP(30 日間) 

☆☆☆) 

開始前まで 



 

【アイテム配布】 

2012 年12 月19 日(水)メンテナンス

 

【特典内容2】 

ペパコンアイテムを購入した方の

    
プレゼントプレゼントプレゼントプレゼント

対象① ペパコン 3rd パック(各キャラ

対象② ペパコン 3rd 衣装パック(12 キャラ

対象③ ペパコン 3rd 衣装パック(12 キャラ

 

【アイテム配布】 

2012 年12 月19 日(水)メンテナンス

 

【注意事項】 

※「ペパコン3rd衣装パック(12 キャラ

の期間限定販売となります。 

その他のペパコンアイテムに関しては

※既に各キャラクターの「ペパコン

入することができません。 

 複数のキャラクターをお持ちの

※ペパコンアイテムはプレゼント

※ペパコン 3rd衣装パック(12 キャラ

 

    

 

メンテナンス時 

の中から、抽選で豪華アイテムをプレゼント！ 

プレゼントプレゼントプレゼントプレゼント対象対象対象対象    プレゼントアイテムプレゼントアイテムプレゼントアイテムプレゼントアイテム

キャラ)1 個or ペパコン武器１個を購入 
販売中ボム詰め合わせ

※現在発売中のボム

キャラ)or ペパコン 3rd 武器パックを購入 カルテ 

キャラ)とペパコン 3rd 武器パックを購入 
ボイスシリーズの中から

好きなボイスパッケージをひとつ

メンテナンス時 

キャラ)」、「ペパコン 3rd武器パック」は、12 月12日(水)

しては、販売終了期限を設けておりません。 

ペパコン衣装パック」をお持ちの方は、「ペパコン3rd衣装パック

ちの方は、ペパコン 3rd衣装パック(12 キャラ)をお勧め致します

ペパコンアイテムはプレゼント及びリサイクルできませんのでご注意ください。 

キャラ)は、所持していないキャラクターも購入できるのでご

        

プレゼントアイテムプレゼントアイテムプレゼントアイテムプレゼントアイテム    当選人数当選人数当選人数当選人数    

わせ＋７日間 

のボム限定 
200 名 

 50 名 

から一部を除き 

きなボイスパッケージをひとつ 
10 名 

)メンテナンス前まで

パック(12キャラ)」を購

します。  

できるのでご注意下さい。 



 

ペーパチペーパチペーパチペーパチＰＧＰＧＰＧＰＧにににに、、、、銀色銀色銀色銀色

ペーパーマンペーパーマンペーパーマンペーパーマン界界界界のトップアイドルのトップアイドルのトップアイドルのトップアイドル

本日11月21日（水）の定期メンテナンスにて

鈍く銀色に輝く「M14 EBR シルバー

イドルヘア」も登場いたします。 

また、「AA-12(クロスソード)」が

ペーパチ PG のアイテムや新しい

 

●●●●メインメインメインメイン武器武器武器武器    M14 EBRM14 EBRM14 EBRM14 EBR    シルバーシルバーシルバーシルバー

    

●●●●憧憧憧憧れのアイドルヘアれのアイドルヘアれのアイドルヘアれのアイドルヘア

 

銀色銀色銀色銀色にににに生生生生まれまれまれまれ変変変変わったわったわったわった破壊力抜群破壊力抜群破壊力抜群破壊力抜群のののの「「「「M14 EBRM14 EBRM14 EBRM14 EBR」」」」がががが

のトップアイドルのトップアイドルのトップアイドルのトップアイドル達達達達をををを模模模模したしたしたした髪型髪型髪型髪型やややや、、、、カスタムカラーのカスタムカラーのカスタムカラーのカスタムカラーの「「「「AAAAAAAA----12121212

メンテナンスにて、「ペーパチＰＧ」を更新いたしました。

シルバー」や、ペーパーマン界のトップアイドル達をモチーフとした

 

が期間限定で登場！ この機会をお見逃しなく！！  

新しい武器で、ぜひ『ペーパーマン』をお楽しみください！

シルバーシルバーシルバーシルバー        

 

がががが登場登場登場登場！！！！    

12121212」」」」もももも要要要要チェックチェックチェックチェック！！！！    

 

。今回より大当たりに

をモチーフとした「憧れのア

！ 

    

    



 

 

●●●●AAAAAAAA----12(12(12(12(クロスソードクロスソードクロスソードクロスソード))))    

※2012 年12 月19 日(水)メンテナンス

    

 

メンテナンス前までの期間限定販売となります。 

        

 



 

■■■■『『『『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

し、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

 

 

 

Gamepot Inc, All rights Reserved. 

  

 

 



 

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/ 

 


