
 

 

平成 23 年 10 月 31 日 

各位 

会 社 名 株式会社ゲームポット 

（URL http://www.gamepot.co.jp/） 

 

『『『『わグルまわグルまわグルまわグルま!!!!』』』』((((YahooYahooYahooYahoo！！！！MobageMobageMobageMobage、、、、ハンゲームハンゲームハンゲームハンゲーム、、、、ポイントタウンポイントタウンポイントタウンポイントタウン))))    

本日本日本日本日10101010月月月月31313131日日日日((((月月月月)4)4)4)4匹匹匹匹のののの新新新新キャラクターキャラクターキャラクターキャラクター情報情報情報情報をををを公開公開公開公開！！！！    

さらにさらにさらにさらに、、、、新新新新キャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターの１１１１匹匹匹匹「「「「キョンシーキョンシーキョンシーキョンシー」」」」をををを実装実装実装実装！！！！    

 

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、完全自社開発ソーシャルゲーム『わグルま!』（Yahoo！Mobage 

[URL ： http://bit.ly/hqyVRx:]  ハ ン ゲ ー ム URL[http://bit.ly/qzFA9L] ポ イ ン ト タ ウ ン  URL 

[http://bit.ly/sTGzT3] ）において新たに追加予定の 4 キャラクターの情報を公開いたします。 

さらに、本日10月31日(月)メンテナンス終了後より、新キャラクターの１匹である「キョンシー」を実

装いたしました。 

 

『『『『わグルまわグルまわグルまわグルま！』！』！』！』のののの世界世界世界世界にににに登場登場登場登場するするするする 4444 匹匹匹匹のののの新規新規新規新規キャラクターキャラクターキャラクターキャラクター    

妖魔族の｢キョンシー｣、「カーミラ」、天使族の「アルケー」、獣人族の「ラミアー」の 4 匹を今後追加

いたします！ 各新キャラクターには個性豊かなセリフを用意しておりますので、ぜひご期待くださ

い！ 

                            

▲▲▲▲キョンシーキョンシーキョンシーキョンシー                                                                                                            ▲▲▲▲カーミラカーミラカーミラカーミラ 



 

 

       

▲▲▲▲アルケーアルケーアルケーアルケー                                                                                                                    ▲▲▲▲ラミアーラミアーラミアーラミアー    

  

※2011年10月31日(月)時点ではキョンシーが実装となります。その他の新キャラクターについて

は、詳しい情報をお待ちください。 

    

本日本日本日本日、、、、新新新新キャラクターキャラクターキャラクターキャラクター「「「「キョンシーキョンシーキョンシーキョンシー」」」」をををを実装実装実装実装！！！！    

    

本日10月31日（月）メンテナンス終了後より、12人目の新キャラクター「キョンシー」を実装いた

しました。「キョンシー」は死人だけど元気いっぱい！筋トレが趣味な彼女だけども、生命活動がな

いから結果が出ない・・・。そんな彼女が報われる日は来るのか!?黒瀬ゆうこさんのボイスも魅力

的なキョンシーをぜひお楽しみください。 

 

「「「「キョンシーをキョンシーをキョンシーをキョンシーを捕捕捕捕まえようまえようまえようまえよう」」」」キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンをををを開催開催開催開催！！！！    

    

本日 10 月 31 日（月）メンテナンス終了後より、11 月 10 日（木）メンテナンス開始前までの期間

中、「キョンシー」を捕獲することで“捕獲したキョンシーの Rank 毎に設定された特別賞品”を最大

3 個獲得することが出来る「キョンシーを捕まえよう」キャンペーンを開催いたします。さらに、期間

中キョンシーを捕まえた皆様の中から抽選で 30 名様に 1000 円相当のゲーム内アイテム「部屋増

築依頼書」をプレゼントいたします！ 

 



 

 

 

【開催期間】 

2011 年 10 月 31 日（月）メンテナンス終了後～2011 年 11 月 10 日（木）メンテナンス開始前 

 

   

                        

新新新新キャラクターキャラクターキャラクターキャラクター：「：「：「：「キョンシーキョンシーキョンシーキョンシー」」」」    

妖魔族の中でも死霊系に属するモンスターのうちのひとつ。 

 

ニンゲンの世界で死んだ魂が、 

肉体ごと魔界に堕ちてきた時に誕生すると言われてはいるが、 

魔界ではそんなにメジャーでもなく、その誕生の秘密はほとんど誰も知らない。 

性格は、お前ほんとに死んだのかよ、というくらい元気。 

 

一人称は「ワタシ」 

語尾はアルアルの怪しい中国風 

 



 

 

■■■■4444 匹匹匹匹のののの新新新新キャラクターをキャラクターをキャラクターをキャラクターを演演演演じたじたじたじた声優声優声優声優のののの皆皆皆皆さまからのコメントさまからのコメントさまからのコメントさまからのコメントをををを紹介紹介紹介紹介！！！！    

    

声優名声優名声優名声優名：：：：黒瀬黒瀬黒瀬黒瀬ゆうこゆうこゆうこゆうこ    

キャラクターキャラクターキャラクターキャラクター名名名名：：：：キョンシーキョンシーキョンシーキョンシー    

 

 

 

・役柄が決まった時の感想、キャラクターの印象など 

 小さいころにキョンシーごっこをやるくらい、キョンシーが好きだったので、決まった時はすごく嬉し

かったです。留守電で知ったのですが、その留守電のメッセージはずっととっておこうと思いました(>

∀<) 

 

・収録を終えての感想や、演じたキャラクターの印象深いセリフなど 

 戦闘シーンの“中華風の攻撃”のセリフが難しかったです。 「中華！」というのがなかなかわから

なくて・・・。「キョンシー」ちゃんは「カタコト」ではないのですが・・・、私の方がたまに「カタコト」になっ

てしまって困りましたアル。 

 

・『わグルま！』に登場する自分が演じた女の子モンスター以外で、演じてみた 

いキャラクター 

 「ケット・シー」・・・ネコみみと語尾の「ニャ！」が可愛すぎます!!私も「わグルま！」で遊んでいるので

すが、「ケット・シー」ちゃんはおうちにいます♡ 

 

・ファンの方へメッセージ 

 たーくさんのかわいい女の子たちが出てくるので、男性の方はもちろん！家具を作ったり集めたり

は女性の方も楽しめると思います!!（とっても楽しいですヨ!!）「キョンシー」ちゃんがお家に来た際はた

くさん可愛がってくださいアル!! よろしくアル!! 

 



 

 

声優名声優名声優名声優名：：：：志村志村志村志村    由美由美由美由美    

キャラクターキャラクターキャラクターキャラクター名名名名：：：：アルケーアルケーアルケーアルケー    

 

 
 

 

・役柄が決まった時の感想、キャラクターの印象など 

天使のような女の子だなと♡とっても可愛くて動いてる「アルケー」ちゃんを早くみてみたいと思いまし

た。 

 

・収録を終えての感想や、演じたキャラクターの印象深いセリフなど 

すごく天真爛漫な子なので、一言一言が憎めない、コロコロ表情が変わる子なんだなぁーと思いまし

た。次は負けないもん・・・かわいくできたかな(笑) !? 

 

・『わグルま！』に登場する自分が演じた女の子モンスター以外で、演じてみた 

いキャラクター 

キョンシーちゃんもやってみたかったです。アル～って言ってみたかったです!! 

 

・ファンの方へメッセージ 

元気いっぱいなアルケーちゃん。みなさんも可愛がって頂ければと思いますっ♡♡ 

早くマスターって言いたいなっ♡♡ 



 

 

 

声優名声優名声優名声優名：：：：一杉一杉一杉一杉    佳澄佳澄佳澄佳澄    

キャラクターキャラクターキャラクターキャラクター名名名名：：：：カーミラカーミラカーミラカーミラ    

 
 

・役柄が決まった時の感想、キャラクターの印象など 

最初キャラ絵だけを見た時「なんてかわいい子なんだ！」と思ったのですが、実際に台詞を見て「豹

変したー！！」って驚きました！！凄く演じてみたい役だったので、連絡をいただいた時は嬉しさの

あまりドッキリなんじゃないかと思ってしまい最初は信じられなかったんですが、いざ台本を頂いたら

実感がわいてきて嬉しさがこみ上げてきました。 

 

 

・収録を終えての感想や、演じたキャラクターの印象深いセリフなどカーミラちゃんの変わりっぷりを

上手く出せられたらいいなぁと思って演じてみました。二面性を持っている子なので両極端のキャラ

クターを演じられてすごい楽しかったです。 

 

・『わグルま！』に登場する自分が演じた女の子モンスター以外で、演じてみたいキャラクター 

サキュバスです！ 色気あふれるお姉さん いいですね♡ スローネも憧れます♪普段言えない台

詞を思いっきり言ってみたいです♡ 

 

・ファンの方へメッセージ 

S の方にも M の方にも一度で二度おいしい、「カーミラ」ちゃんをどうぞよろしくお願いします。 



 

 

 

声優名声優名声優名声優名：：：：行成行成行成行成    とあとあとあとあ    

キャラクターキャラクターキャラクターキャラクター名名名名：：：：ラミアーラミアーラミアーラミアー    

 
 

 

・役柄が決まった時の感想、キャラクターの印象など 

キャラクター絵を見て、ヘビさんだったもんでちょっとヘビ寄り(?)の芝居をしたら、「そこまでしなくても

いいです」と言われたのもいい思い出です(笑)オーディションではとてものびのびやらせて頂いたの

で、決まってとても幸せです。 

 

ラミアーは少し民族チックな見た目とか、好戦的なところとかが私のタイプです(笑)意思の強そうな赤

い目もスキ♡ 

 

・収録を終えての感想や、演じたキャラクターの印象深いセリフなど 

ごはん食べるセリフで「ヘビなんで丸飲みしてるヤツも下さい」と言われたことです(笑)まぁ、ヘビです

からね！（・∀・） 収録はのびのび、楽しくやる事ができました。もっともっと喋りたいです！ 

 

・『わグルま！』に登場する自分が演じた女の子モンスター以外で、演じてみたいキャラクター 

ドラゴニア。 姉さん！って感じで(笑) ブシドーとかも面白そう♪ 

 

・ファンの方へメッセージ 

褐色の肌の元気っ娘と一緒にゲームを楽しんで頂けたらなと思います！よろしくね！ご主人！！ 



 

 

 

【【【【わグルまわグルまわグルまわグルま!!!!】】】】サービスサービスサービスサービス概要概要概要概要    

 

ドキドキドキドキドキドキドキドキ！！！！ハーレハーレハーレハーレムライフムライフムライフムライフ！「！「！「！「わグルまわグルまわグルまわグルま!!!!」」」」    

    

【【【【ゲームゲームゲームゲーム概要概要概要概要】】】】    

『わグルま!』は、あなたが悪魔となり、部下となる「女の子モンスター」を使って、家具を集

め、自分の部屋を豪華にしていくゲームです。 

 

【【【【公式公式公式公式WEBWEBWEBWEB サイトサイトサイトサイト】】】】    

http://www.waguruma.jp/    

    

■■■■    基本情報基本情報基本情報基本情報    

・ タイトル： 『わグルま!』  

・ 利用料金： 基本プレイ無料、アイテム課金制 

・URL： http://www.waguruma.jp/ 

・ 【対応ブラウザ】Windows XP : IE 8.x,Windows Vista : IE 8.x,Windows 7 : IE 8.x 以上, 

※64bit 版のブラウザには対応しておりません。 

・ 利用条件： ポイントタウンへの無料会員登録 

■■■■    基本基本基本基本ゲームプレイのゲームプレイのゲームプレイのゲームプレイの紹介紹介紹介紹介    

    

1. 1. 1. 1. 【【【【部下部下部下部下となるとなるとなるとなる女女女女のののの子子子子モンスターでアイテムをモンスターでアイテムをモンスターでアイテムをモンスターでアイテムを集集集集めるめるめるめる】】】】    

 ※10 月 20 日時点で仲間にできる「女の子モンスター」は 11 キャラクターです。 

今後行われるアップデートで、仲間にできる「女の子モンスター」は増えていきます。 

2. 2. 2. 2. 【【【【家具合成家具合成家具合成家具合成（（（（制作制作制作制作））））するするするする】】】】    

 集めたアイテムの中には「素材」と呼ばれるアイテムがあり、 

 素材にあなた（悪魔）の力を加えることで、家具を作ることができます。 

3. 3. 3. 3. 【【【【家具家具家具家具をををを配置配置配置配置するするするする】】】】    

自分の部屋に、作った家具を自由に配置することができます。 

自分の好みに合った部屋を、コーディネートしましょう。 

また、家具によっては、配置することで、「女の子モンスター」がパワーアップするものもあります。 

4444. . . . 【【【【いたずらするいたずらするいたずらするいたずらする】】】】    

友達の「女の子モンスター」にいたずらすることができます。 

いたずらをすると、相手の「女の子モンスター」がアイテムを沢山集められるようになる等の 

スキルを覚えることができます。 

5555. . . . 【【【【アイテムをアイテムをアイテムをアイテムを買買買買うううう】】】】    

素材の収集や、家具の合成には、時間がかかります。 

購入したアイテムの使用によって、合成時間の短縮や成功率を高めることができます。 



 

 

ゲーム画面例： 

  

ゲーム画面「キャラクター作成」 ゲーム画面「遊ぶ」 

ゲーム画面「ステータス画面」 ゲーム画面「家具合成画面」 

  

ゲーム画面「ショップ」 ゲーム画面「会話」 

 

ゲーム画面「いたずらバトル画面」 ゲーム画面「もようがえ画面」 

©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、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    

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

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

ペーパーマン http://www.paperman.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/ 

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

THE SHOGUN http://www.theshogun.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 

わグルま！ http://www.waguruma.jp/ 

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

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 

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

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/ 

 


