
 

 

平成 23 年 12 月 7 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』    新ボイス「ドラキュラボイス」新登場！新ボイス「ドラキュラボイス」新登場！新ボイス「ドラキュラボイス」新登場！新ボイス「ドラキュラボイス」新登場！！！！！    

さらに力を合わせてアイテムゲット！さらに力を合わせてアイテムゲット！さらに力を合わせてアイテムゲット！さらに力を合わせてアイテムゲット！    「力をあわせて「力をあわせて「力をあわせて「力をあわせて 200200200200 万戦」イベント開催！万戦」イベント開催！万戦」イベント開催！万戦」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（東京都港区 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 12 月 7 日（水）定期メンテナンスにてアップデートを行います。 

 

キャラクターがドラキュラに変身！？キャラクターがドラキュラに変身！？キャラクターがドラキュラに変身！？キャラクターがドラキュラに変身！？    「ドラキュラボイス」新登場！「ドラキュラボイス」新登場！「ドラキュラボイス」新登場！「ドラキュラボイス」新登場！

 

本日 12 月 7 日（水）の定期メンテナンス終了後より、ペーパチ当たりアイテムの更新を行います。

今回のペーパチ CASH 大当たりアイテムは「ドラキュラボイス」！ ペーパーマンのキャラクターが吸

血鬼に大変身！ 魅力的なボイスを手に入れて、『ペーパーマン』をお楽しみください！ 

 

新メイン武器「新メイン武器「新メイン武器「新メイン武器「RK95TPRK95TPRK95TPRK95TP」を追加！」を追加！」を追加！」を追加！    さらにさらにさらにさらに USASUSASUSASUSAS----12121212（ゴールド）も登場！（ゴールド）も登場！（ゴールド）も登場！（ゴールド）も登場！ 

  

RK95 TP 



 

 

  

USAS-12（ゴールド） 

本日 12 月 7 日（水）の定期メンテナンス終了後より、新メイン武器となる「RK95TP」を追加いたしま

す。このアイテムは、威力と命中精度にすぐれた扱いやすいアサルトライフルです。 

さらに今回は「USAS-12（ゴールド）」も追加！ ショットガンの中でも連射に優れて使いやすい

USAS-12 を金色にコーティングしました！ 金色に光る銃を装備すれば、戦場で目立つこと間違い

なし！ ぜひゲーム内でチェックしてみてください！ 

 

冬にぴったりな衣装が登場冬にぴったりな衣装が登場冬にぴったりな衣装が登場冬にぴったりな衣装が登場！！！！ 

本日 12 月 7 日（水）の定期メンテナンス終了後より、「サンタ水着」衣装、「錬金術師セット」を追加

いたします。 

「サンタ水着衣装」はその名の通り赤を基調とし、サンタクロースをモチーフとした衣装です。「錬金

術師セット」はシックで可愛らしい衣装となっており、どちらも冬にぴったりな衣装です！ 

ぜひゲーム内でチェックしてみてください！ 

 

サンタ水着の衣装 

 

錬金術師セット 

 



 

 

スチールモードでもマップ「池スチールモードでもマップ「池スチールモードでもマップ「池スチールモードでもマップ「池袋（袋（袋（袋（XXXX----masmasmasmas））））」が楽しめるようになりました！」が楽しめるようになりました！」が楽しめるようになりました！」が楽しめるようになりました！ 

本日 12 月 7 日（水）定期メンテナンス終了後より、皆様よりご要望の多かった「池袋」マップが「池

袋（X-mas）」としてスチールモードで楽しめるようになります。スチールモード用に可愛らしいクリス

マス模様の瓶が設置されているので、仲間と力を合わせて染料を集めましょう！ ぜひお楽しみくだ

さい！ 

  

 

ティナの代わりに戦場を調査！ティナの代わりに戦場を調査！ティナの代わりに戦場を調査！ティナの代わりに戦場を調査！    「戦場視察お手伝い」開催！「戦場視察お手伝い」開催！「戦場視察お手伝い」開催！「戦場視察お手伝い」開催！ 

 

本日 12 月 7 日（水）の定期メンテナンス終了後より、イベント「戦場視察のお手伝い」を開始いたし

ます。イベント開催期間中に指定マップモードの回数をプレイすると、さまざまな報酬が貰えます！ 

さらに全ての条件をクリアすると、完全報酬として「福袋（☆）」がもらえるので期間中は色々なマッ

プに挑戦してみてはいかがでしょうか？ 「戦場視察お手伝い」に参加して、素敵な報酬を手に入れ

よう！ 

 

≪≪≪≪「戦場視察のお手伝い」概要「戦場視察のお手伝い」概要「戦場視察のお手伝い」概要「戦場視察のお手伝い」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 12 月 7 日(水)メンテナンス後 ～ 2012年 1 月 4日(水)メンテナンス前 

 

 

 

 



 

 

【イベント内容】【イベント内容】【イベント内容】【イベント内容】 

イベント期間中、各マップモードで目標戦闘回数を達成した方に様々な報酬をプレゼント 

いたします。 

さらに全ての目標を達成すると、完全報酬として福袋（☆）をプレゼントいたします。 

 

【プレゼント内容】【プレゼント内容】【プレゼント内容】【プレゼント内容】 

・チームサバイバルモード報酬：MUSHROOM BOMB＋(1 日間) 

・チーム戦術モード報酬：AIR BOMB＋(1 日間) 

・爆破ミッションモード報酬：FIRE BOMB＋(1 日間) 

・スチールモード報酬：スチームボム＋(1 日間) 

・個人サバイバルモード報酬：サッカーボム＋(1 日間) 

・パルプ＆ロールモード報酬：雪玉爆弾＋(1 日間) 

・完全報酬：福袋(☆) 

 

【注意事項】【注意事項】【注意事項】【注意事項】 

・マッププレイ回数は、1 ゲームあたり 120秒以上プレイを行い、試合終了後ルーム画面に戻った時 

点でカウントされます。試合中に途中退出(リザルト画面含む)した場合は、プレイ回数として加算さ

れません。 

・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、イベント終了後 1 月 11 日(水)メンテナンス開始前まで受け取ることが出来ます。 

 1 月 11 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 

なりますのでご注意ください。 

・プレイ回数の集計は 1 日に 1 回、07:00AM頃の更新となります。 

 

誰でも参加できる「力を合わせて誰でも参加できる「力を合わせて誰でも参加できる「力を合わせて誰でも参加できる「力を合わせて 200200200200 万戦」イベント開催！万戦」イベント開催！万戦」イベント開催！万戦」イベント開催！    

 

本日 12 月 7 日（水）定期メンテナンス終了後から 2012年 1 月 4日（水）メンテナンス前までの期間

中、「力を合わせて 200万戦」イベントを開催いたします。 

本イベントでは、総戦闘回数が一定戦闘回数に到達すると、様々な報酬がもらえます！ さらに、

一定戦闘回数のキリ番をゲットした方には、特別な報酬も！ ぜひこの機会に『ペーパーマン』に参

加してイベントをお楽しみください！ 



 

 

 

≪「力を合わせて≪「力を合わせて≪「力を合わせて≪「力を合わせて 200200200200 万戦」イベント万戦」イベント万戦」イベント万戦」イベント概要≫概要≫概要≫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 12 月 7 日(水)定期メンテナンス後から ～ 2012年 1 月 4日(水)メンテナンス前まで 

    

【イベント内容】【イベント内容】【イベント内容】【イベント内容】 

 総戦闘回数に応じて素敵なアイテムをプレゼントいたします。 

さらに下記条件を満たした方にはさらに報酬アイテムをご用意しております。 

 

●キリ番ゲット 

 特定の戦闘回数をゲットした方にはさらに報酬アイテムをプレゼントいたします。 

 

●ランキング 

個人戦闘回数の上位３名の方にはさらに報酬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】 

・総戦闘回数、個別ランキングのプレイ回数はゲーム終了画面表示時点で、戦闘参加秒数が 

120秒以上プレイしていないとカウントされません。 

・総戦闘回数の計測は一部屋 16人の状態戦闘を終了した場合、 各 1 名あたり 1 戦が加算され 

合計 16戦となります。 

・総戦闘回数の計測は、チームサバイバル、チーム戦術、スチールモード、爆破ミッション、 

個人戦の五つに限られます。 

・総戦闘回数のクリア報酬の配布アイテムを受け取るには、それぞれのアイテムに定められた 

戦闘回数をクリアしている必要があります。 

・総戦闘回数、個別ランキングの集計および、キリ番ゲット当選者の更新は、 翌日の AM7:00頃 

からの更新となります。 

・本イベントに参加したキャラクターを削除した場合、または運営チームにより アカウント停止と 

なった場合には、該当するキャラクターは本イベントの対象外となります。 

上記の理由等により「キリ番」当選者が変動する場合がございますので予めご了承ください。  

・各報酬は、イベント終了後 1 月 11 日(水)メンテナンス開始前まで受け取ることが出来ます。 

1 月 11 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 

なりますのでご注意ください。 

 

『ペーパーマン』公式サイト『ペーパーマン』公式サイト『ペーパーマン』公式サイト『ペーパーマン』公式サイト    

http://www.paperman.jp/http://www.paperman.jp/http://www.paperman.jp/http://www.paperman.jp/  

    



 

 

 

■『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/ 

ハウリングソード http://www.hs-online.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/ 

青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ http://company.gamepot.co.jp/special/hamonepu/ 

 


