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『わグルま！』『わグルま！』『わグルま！』『わグルま！』

さらにさらにさらにさらに期間限定で期間限定で期間限定で期間限定で

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、自社開発ソーシャルゲーム

ナンス終了後より新キャラクターの実装および

 

刈り取ってあげる刈り取ってあげる刈り取ってあげる刈り取ってあげる

本日 6 月 29 日(金)メンテナンス終了後より

今回、新登場となる 「イザナミ」
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メンテナンス終了後より、18 人目のキャラクター「イザナミ」 

「イザナミ」 は怒ると怖い死神少女。渡し賃はあなたの魂です。
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妖魔族の中の死神系の一派。死神系悪魔について、魔界で倒れた魔族や、迷い込んできたニンゲン

の魂などを導く役目を持っていたが、長年平和の続く魔界

単に、死神悪魔共々、魂の見守り役へとシフトしている。基本的にはボーっとしているが、発する言葉

は、ちょっと怖い事を喋っている。怒らせると目を血走らせて襲ってくる

 

 

期間限定期間限定期間限定期間限定

本日6 月29 日（金）メンテナンス終了後から

ナミ」の登場を記念して、「イザナミ

“ 新モンスター「イザナミ」” を捕獲した皆様に、捕獲したイザナミのレアリティに応じて特別賞品をプレゼ

ントいたします。 

期間限定で特別な賞品が貰えるこのチャンスをお見逃しなく！

 

【開催期間】【開催期間】【開催期間】【開催期間】    

6 月29 日(金)メンテナンス終了後

 

【開催内容】【開催内容】【開催内容】【開催内容】    

期間中に特定のレアリティの「イザナミ」「イザナミ」「イザナミ」「イザナミ」

 

※「イザナミ」は一日一回午前3 時から午前

ターエッグ FULL から出現するイザナミのモンスターカードを使用することで捕獲可能です。

 

【賞品内容】【賞品内容】【賞品内容】【賞品内容】    

RRRR 以上のイザナミを捕獲以上のイザナミを捕獲以上のイザナミを捕獲以上のイザナミを捕獲    : : : :     SPSPSPSP

（何匹捕獲してもプレゼントは

    

SRSRSRSR 以上のイザナミを捕獲以上のイザナミを捕獲以上のイザナミを捕獲以上のイザナミを捕獲    : : : :     

（捕獲した匹数分をプレゼントいたします。）
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妖魔族の中の死神系の一派。死神系悪魔について、魔界で倒れた魔族や、迷い込んできたニンゲン

の魂などを導く役目を持っていたが、長年平和の続く魔界(魔王以外)で、その役目は形骸化し、今では

単に、死神悪魔共々、魂の見守り役へとシフトしている。基本的にはボーっとしているが、発する言葉

は、ちょっと怖い事を喋っている。怒らせると目を血走らせて襲ってくる。一人称は 「私」

期間限定期間限定期間限定期間限定！「！「！「！「イザナミを捕まえようキャンペーンイザナミを捕まえようキャンペーンイザナミを捕まえようキャンペーンイザナミを捕まえようキャンペーン」開催！」開催！」開催！」開催！    

メンテナンス終了後から 7 月8 日(日) 23 時59 分までの期間中、新モンスター「イザ
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時から午前5 時までの時間帯に発生する侵蝕の刻で捕獲するか、モンス

から出現するイザナミのモンスターカードを使用することで捕獲可能です。
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イザナミ像を入手できるこのチャンスをぜひともお見逃しなく！
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で、その役目は形骸化し、今では

単に、死神悪魔共々、魂の見守り役へとシフトしている。基本的にはボーっとしているが、発する言葉
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ドキドキ！ハーレムライフ！『わグルまドキドキ！ハーレムライフ！『わグルまドキドキ！ハーレムライフ！『わグルまドキドキ！ハーレムライフ！『わグルま

    

【ゲーム概要】【ゲーム概要】【ゲーム概要】【ゲーム概要】    

『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、素材を集め、家具を作り

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

・YAHOO!Mobage[ http://yahoo-mbga.jp/

・ハンゲーム[ http://social.hangame.co.jp/easygame/index.nhn?appId=O_ALS

・ポイントタウン  [ http://www.pointtown.com/ptu/app/home.do?appId=21

・mixi ゲーム [ http://mixi.jp/view_appli.pl?id=35

・リアルワールド [ http://www.realworld.jp/app/waguruma

 

■■■■対応ブラウザ対応ブラウザ対応ブラウザ対応ブラウザ    

・Windows XP : IE 8.x, Firefox 最新版

・Windows Vista :IE 8.x, Firefox 最新版

・Windows 7 : 8.x, 9.x  Firefox 最新版

・Adobe Flash Player 最新版推奨 

 

■■■■利用条件：利用条件：利用条件：利用条件：    

「Yahoo！Mobage」への会員登録(無料

ポイントタウンへの会員登録(無料)

 

■■■■    基本ゲームプレイの紹介基本ゲームプレイの紹介基本ゲームプレイの紹介基本ゲームプレイの紹介    

    

1. 1. 1. 1. 【【【【部下となる女の子モンスターでアイテムを集める部下となる女の子モンスターでアイテムを集める部下となる女の子モンスターでアイテムを集める部下となる女の子モンスターでアイテムを集める

 ※6 月29 日時点で仲間にできる「女の子モンスター」は

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（制作）する家具合成（制作）する家具合成（制作）する家具合成（制作）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. 【【【【家具を配置する家具を配置する家具を配置する家具を配置する】】】】 

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。
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自分の部屋を豪華にしていくゲームです。    

基本プレイ無料、アイテム課金制 
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最新版 
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無料) またはハンゲームへの会員登録(無料)、 

無料)、mixi へのユーザー登録（無料）、リアルワールドへの会員登録

部下となる女の子モンスターでアイテムを集める部下となる女の子モンスターでアイテムを集める部下となる女の子モンスターでアイテムを集める部下となる女の子モンスターでアイテムを集める】】】】    

日時点で仲間にできる「女の子モンスター」は 18 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。

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。 

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。

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、素材を集め、家具を作り

へのユーザー登録（無料）、リアルワールドへの会員登録 

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。 

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. . . . 【【【【アイテムを買うアイテムを買うアイテムを買うアイテムを買う】】】】    

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「ステータス画面」

ゲーム画面「ショップ」

ゲーム画面「いたずらバトル画面」
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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。 
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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。

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    

CABAL ONLINE 

ペーパーマン 

トキメキファンタジー ラテール 

ファンタジーアース ゼロ 

コンチェルトゲート フォルテ 

ブラウザ封神演義 

メビウスオンライン 

Livly Island COR 

アヴァロンの鍵ONLINE 

アルテイルネット 

Wizardry Online 

THE SHOGUN 

お宝発掘 ホリキング 

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！    

童話スピリッツ    

狩りとも 

Alteil バトルRPG 

ネイビーウォーズ 

ワイルドレーシングMAX 

童話スピリッツ（R）-魔法のﾄﾗﾝﾌ-゚ 

ゾンビハンターズ by 狩りとも 

ラテール イリス物語 

星戦サザンクロス 

ゆるロボ製作所 

 

 

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

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/ ） 
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http://www.cgf.jp/ 

http://buraho.jp/ 

http://mebius-online.jp/ 

http://www.livly.com/ 

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

http://www.alteil.jp/ 

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

http://www.theshogun.jp/ 

http://horiking.jp/entrance/ 

http://www.waguruma.jp/ 

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

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

http://www.alteil.jp/mobile/ 

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

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

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

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

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

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

http://company.gamepot.co.jp/social/yururobo/ 

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

 

 

 


