
 

 

平成24 年3 月14 日 

各位 

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』「「「「衣装袋衣装袋衣装袋衣装袋」「武器袋」「武器袋」「武器袋」「武器袋シルバーシルバーシルバーシルバー」」」」第第第第 5555 弾弾弾弾登場登場登場登場！！！！    欲しかった衣装や武器ゲット欲しかった衣装や武器ゲット欲しかった衣装や武器ゲット欲しかった衣装や武器ゲット

のチャンス！のチャンス！のチャンス！のチャンス！    さらに経験値＆さらに経験値＆さらに経験値＆さらに経験値＆PGPGPGPG アップイベントや日替わりログインイベント開催！アップイベントや日替わりログインイベント開催！アップイベントや日替わりログインイベント開催！アップイベントや日替わりログインイベント開催！    

オンラインゲームの開発・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：植田修

平 以下ゲームポット）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3

月14 日（水）定期メンテナンスにてアップデートを行います。 

 

欲しかった衣装や武器を手に入れるチャンス欲しかった衣装や武器を手に入れるチャンス欲しかった衣装や武器を手に入れるチャンス欲しかった衣装や武器を手に入れるチャンス！！！！    

    
本日 3 月 14 日（水）定期メンテナンス終了後より、「衣装袋（A05）」「武器袋 S(S05)」再販売を開始いた

します。 

「衣装袋（A05）」は、ペーパチCASHで人気だった「アーミーセット」や「パーティーセット」などの衣装や、

PG がランタムで当たる福袋で、「武器袋 S(S05)」は、人気の「FAMAS F1 (シルバー) 」や「M3 

GREASEGUN (シルバー)」 などのシルバー武器やセットヘアアイテム、PG がランタムで当たります。 

欲しかった衣装や武器が手に入るかも！？ この機会に、ぜひ人気のアイテムを手に入れよう！ 

 

・アーミーセット・アーミーセット・アーミーセット・アーミーセット    

 



 

 

    

・パーティーセット・パーティーセット・パーティーセット・パーティーセット    

    
    

・・・・FAMAS F1 (FAMAS F1 (FAMAS F1 (FAMAS F1 (シルバーシルバーシルバーシルバー))))    

 
 

・・・・M3 GREASEGUN (M3 GREASEGUN (M3 GREASEGUN (M3 GREASEGUN (シルバーシルバーシルバーシルバー))))    

    
「経験値＆「経験値＆「経験値＆「経験値＆PGPGPGPG＋＋＋＋30303030％アップイベント」開催！％アップイベント」開催！％アップイベント」開催！％アップイベント」開催！    

本日 3 月 14 日(水)定期メンテナンス終了後から、3 月 21 日（水）定期メンテナンス開始前までの期間

中、「経験値＆PG＋30％アップイベント」を開催いたします！ 本イベントでは、全サーバーを対象に経

験値＆PG が 30％アップ！ お得な期間をお見逃しなく！ 

 

≪≪≪≪「経験値＆「経験値＆「経験値＆「経験値＆PGPGPGPG＋＋＋＋30303030％アップイベント」％アップイベント」％アップイベント」％アップイベント」開催概要開催概要開催概要開催概要≫≫≫≫    

    

【イベント期間】【イベント期間】【イベント期間】【イベント期間】    

 2012 年3 月14 日（水）定期メンテナンス終了後～2012 年3 月21 日（水）定期メンテナンス開始前 

 

【イベント内容】【イベント内容】【イベント内容】【イベント内容】    

 上記期間中、全サーバーを対象に経験値＆PG が 30％アップいたします。 

 

 



 

 

 

【注意事項】【注意事項】【注意事項】【注意事項】    

・本イベントの経験値＆PG 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、 

ペーパースロットの経験値＆PG ブーストアイテムとも併用が可能です。 

 

「日替わりログインイベント」開催！「日替わりログインイベント」開催！「日替わりログインイベント」開催！「日替わりログインイベント」開催！    

    
本日3 月14 日（水）定期メンテナンス後から、3 月21 日（水）定期メンテナンス前までの期中、「日替わ

りログインイベント」を開催いたします。本イベントでは、1 日 1 回ゲームのチャンネルへログインした方

に、様々なゲーム内アイテムをプレゼント！  

プレゼントアイテムは毎日変わりますので、ぜひチェックしてみてください！ 

 

≪≪≪≪「日替わりロ「日替わりロ「日替わりロ「日替わりログインイベント」開催概要グインイベント」開催概要グインイベント」開催概要グインイベント」開催概要≫≫≫≫    

    

【イベント期間】【イベント期間】【イベント期間】【イベント期間】    

 2011 年3 月14 日(水)定期メンテナンス終了後～2011 年3 月21 日(水)定期メンテナンス開始前 

 

【イベント内容】【イベント内容】【イベント内容】【イベント内容】    

 上記期間中、1 日1 回ゲームのチャンネルへログインした方に、様々なアイテムを 

プレゼントいたします。 

 

【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】    

日程日程日程日程    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    

3 月14 日(水)    EXP+30%UP(7 日) 

3 月15 日(木)    PG+30%UP(7 日) 

3 月16 日(金)    500 PG 

3 月17 日(土)    福袋(☆) 

3 月18 日(日)    メインマガジン 20%増加(1 日) 

3 月19 日(月)    サブマガジン 20%増加(1 日) 

3 月20 日(火)    クロスヘア固定ベーシック(1 日) 

3 月21 日(水) 500 PG 

 



 

 

【注意事項】【注意事項】【注意事項】【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、 

必ず再度ログインを行うようお願いいたします。 

・各プレゼントアイテムは 1 度のみ受け取ることができます。 

・各プレゼントアイテムはプレゼントボックスへ配布されます。 

 

タイムゲットイベント開催！タイムゲットイベント開催！タイムゲットイベント開催！タイムゲットイベント開催！    

 

本日 3 月 14 日（水）定期メンテナンス終了後から 8 月 29 日（水）定期メンテナンス開始前の期間中、「タ

イムゲットイベント」を開催いたします。本イベントでは、イベントページの「イベントに参加する」ボタンを

押せば参加完了！ イベント参加日からの経過日数に応じて素敵な報酬が貰えます。 

参加したら待つだけでゲーム内アイテムゲット！ ぜひこの機会にご参加ください！ 

 

≪「タイムゲットイベント」開催概要≫≪「タイムゲットイベント」開催概要≫≪「タイムゲットイベント」開催概要≫≪「タイムゲットイベント」開催概要≫    

 

【開催期間】【開催期間】【開催期間】【開催期間】    

2012 年3 月14 日（水）定期メンテナンス終了後～8 月29 日（水）定期メンテナンス開始前 

 

【開催内容】【開催内容】【開催内容】【開催内容】    

イベントページの「イベントに参加する」ボタンを押した参加日からの経過日数に応じてゲーム内アイテ

ムをプレゼントいたします。 

 

【注意事項】【注意事項】【注意事項】【注意事項】    

・イベントに参加するボタンを押さないと日数は経過いたしません。 

・１日の切り替えは 0:00～23:59 となっております。 

・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。 

・各報酬は、2012 年12 月19 日(水)メンテナンス開始前まで受け取ることが出来ます。12 月19 日(水) 

メンテナンス開始前までに貰うボタンを押さない場合はアイテムが受け取れなくなります。 



 

 

■『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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株式会社ゲームポットについて株式会社ゲームポットについて株式会社ゲームポットについて株式会社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、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、ソネットエンタテインメント株

式会社の連結子会社です。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/ 

スカッとゴルフ パンヤ    http://www.pangya.jp/    

CABAL ONLINE http://www.cabal.jp/ 

トキメキファンタジー ラテール http://www.latale.jp/ 

ファンタジーアース ゼロ http://www.fezero.jp/ 

コンチェルトゲート フォルテ http://www.cgf.jp/ 

ブラウザ封神演義 http://buraho.jp/ 

メビウスオンライン http://mebius-online.jp/ 

Livly Island COR http://www.livly.com/ 

アヴァロンの鍵ONLINE http://www.avalon-online.jp/ 

アルテイルネット http://www.alteil.jp/ 

THE SHOGUN http://www.theshogun.jp/ 

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

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    http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/douwa/ 

狩りとも http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/karitomo/ 

ミニチュアガーデン http://yahoo-mbga.jp/43086316/diary/823168547 

Alteil バトル RPG http://www.alteil.jp/mobile/ 

ネイビーウォーズ http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/navy/ 

わグルま！    http://www.waguruma.jp/ 

ワイルドレーシング MAX http://company.gamepot.co.jp/special/wrmax/ 

バトルゴルフ パンヤ http://company.gamepot.co.jp/special/battlegolfpangya/ 

童話スピリッツ（R）-魔法のﾄﾗﾝﾌﾟ- http://company.gamepot.co.jp/special/douwa2/ 

ゾンビハンターズ by 狩りとも http://company.gamepot.co.jp/special/zombie 

 


