
 

各位 

『わグルま『わグルま『わグルま『わグルま!!!!』』』』家具の「もようがえ」機能を大幅リニューアル！家具の「もようがえ」機能を大幅リニューアル！家具の「もようがえ」機能を大幅リニューアル！家具の「もようがえ」機能を大幅リニューアル！

超魔界的オールナイト生放送実施決定！超魔界的オールナイト生放送実施決定！超魔界的オールナイト生放送実施決定！超魔界的オールナイト生放送実施決定！

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

を行いました。 

 

    

12 月13 日（木）メンテナンスにて、「もようがえ」機能を大幅にリニューアルいたしました。

家具を重ねて配置できたり、方向変換システムやインターフェースの改修が行われたりと、

が置きやすくなり、「悪魔の巣」作りの幅が広がります！

ぜひこの機会に『わグルま!』でお楽しみください。

 

    

12 月13 日（木）メンテナンス終了後から

スキャンペーン 2012」を開催いたします。本キャンペーンでは、

具が手に入るチャンスが！ 使いやすくなった「もようがえ」機能で、素敵な「悪魔の巣」を作って下さい。
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超魔界的オールナイト生放送実施決定！超魔界的オールナイト生放送実施決定！超魔界的オールナイト生放送実施決定！超魔界的オールナイト生放送実施決定！    

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、

は、自社開発ソーシャルゲーム 『わグルま!』において、12月13日（木）にアップデート
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「もようがえ」機能大幅リニューアル！「もようがえ」機能大幅リニューアル！「もようがえ」機能大幅リニューアル！「もようがえ」機能大幅リニューアル！        

日（木）メンテナンスにて、「もようがえ」機能を大幅にリニューアルいたしました。

家具を重ねて配置できたり、方向変換システムやインターフェースの改修が行われたりと、

が置きやすくなり、「悪魔の巣」作りの幅が広がります！  

』でお楽しみください。 

「クリスマスキャンペーン「クリスマスキャンペーン「クリスマスキャンペーン「クリスマスキャンペーン 2012201220122012」開催！」開催！」開催！」開催！        

日（木）メンテナンス終了後から 12 月26 日（水）メンテナンス開始前までの期間中、「クリスマ

」を開催いたします。本キャンペーンでは、過去のキャンペーン家具や、クリスマス家

使いやすくなった「もようがえ」機能で、素敵な「悪魔の巣」を作って下さい。
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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、

日（木）にアップデート

 

日（木）メンテナンスにて、「もようがえ」機能を大幅にリニューアルいたしました。 

家具を重ねて配置できたり、方向変換システムやインターフェースの改修が行われたりと、さらに家具

 
日（水）メンテナンス開始前までの期間中、「クリスマ

過去のキャンペーン家具や、クリスマス家

使いやすくなった「もようがえ」機能で、素敵な「悪魔の巣」を作って下さい。 



 
 

◆キャンペーン①◆キャンペーン①◆キャンペーン①◆キャンペーン①    過去のキャンペーン家具を手に入れるチャンス！◆過去のキャンペーン家具を手に入れるチャンス！◆過去のキャンペーン家具を手に入れるチャンス！◆過去のキャンペーン家具を手に入れるチャンス！◆

使うと家具が手に入る「ガチャアイテム」を購入すると、「スペシャルＢＯＸ」と引き換えが可能な

「交換チケット」が手に入ります！

キャンペーン家具！ 見逃してしまったあの家具が手に入るかも！？

    

◆キャンペーン②◆キャンペーン②◆キャンペーン②◆キャンペーン②    期間限定！クリスマス家具登場！◆期間限定！クリスマス家具登場！◆期間限定！クリスマス家具登場！◆期間限定！クリスマス家具登場！◆

キャンペーン期間限定にて、アイテムショップに「大きなクリスマスツリー」や

りの「ウィンターシリーズ」家具が登場！

    

 

過去のキャンペーン家具を手に入れるチャンス！◆過去のキャンペーン家具を手に入れるチャンス！◆過去のキャンペーン家具を手に入れるチャンス！◆過去のキャンペーン家具を手に入れるチャンス！◆     

使うと家具が手に入る「ガチャアイテム」を購入すると、「スペシャルＢＯＸ」と引き換えが可能な

！ そして「スペシャル BOX」から出現するのは、過去の

見逃してしまったあの家具が手に入るかも！？ 

期間限定！クリスマス家具登場！◆期間限定！クリスマス家具登場！◆期間限定！クリスマス家具登場！◆期間限定！クリスマス家具登場！◆        

限定にて、アイテムショップに「大きなクリスマスツリー」や、 クリスマスの雰囲気

家具が登場！  この期間中に家具をゲットして、クリスマスを盛り上げよう！

使うと家具が手に入る「ガチャアイテム」を購入すると、「スペシャルＢＯＸ」と引き換えが可能な 

、過去の様々な 

    

クリスマスの雰囲気たっぷ

この期間中に家具をゲットして、クリスマスを盛り上げよう！  

    



 

    

今年も超魔界的！？今年も超魔界的！？今年も超魔界的！？今年も超魔界的！？

12月27日（木）23：00より、生放送『

しょく２～』を実施いたします。 

 

声優７名と造物主が送る超！魔界的生放送が今年もやってくる！

家具の作成やミニドラマなど…

とうの気持ちを込めて、視聴者様へ様々なプレゼントもご用意しております！

ハプニングあり、笑いあり！？

 

今年も超魔界的！？今年も超魔界的！？今年も超魔界的！？今年も超魔界的！？    オールナイトの生放送がやってくる！！オールナイトの生放送がやってくる！！オールナイトの生放送がやってくる！！オールナイトの生放送がやってくる！！    

より、生放送『ファミ通コネクト！パーティー 12月特別号 わグルま！～だいしん

声優７名と造物主が送る超！魔界的生放送が今年もやってくる！ 

…今年も様々な内容がてんこもり！ 『わグルま!』も 2

とうの気持ちを込めて、視聴者様へ様々なプレゼントもご用意しております！ 

ハプニングあり、笑いあり！？ 『わグルま!』ならではの 6 時間にぜひご期待ください。

    

    

    

わグルま！～だいしん

2 周年を迎え、ありが

時間にぜひご期待ください。 



 
 

【実施日時【実施日時【実施日時【実施日時（予定）（予定）（予定）（予定）】】】】 

2012 年12 月27 日（木）23：00～

 

【参加ゲスト（敬称略）】【参加ゲスト（敬称略）】【参加ゲスト（敬称略）】【参加ゲスト（敬称略）】    

藤田咲 

内村史子 

 

 

 

～29：00 

原由実 

 

 黒瀬ゆうこ 

 

  

 

 

 



 
野村真悠華 

 

12121212 月月月月14141414 日（金）日（金）日（金）日（金）

12月14日（金）21：00よりニコニコ生放送公式番組「ファミ通コネクト！パー

ーが登場いたします。 

ゲストに『わグルま!』テーマソングを歌うグルでび

今回はみなさんの自慢の悪魔の巣コンテストを開催！

び!の 2 人に見せちゃおう！ ニコニコアプリのユーザーにはコンテスト以外のチャンスがあるかも！？

聴者プレゼントも予定しております♪

 

造物主とグルでび!が賑やかにゆる～くお送りする生放送をお見逃しなく！

http://live.nicovideo.jp/watch/lv117005233http://live.nicovideo.jp/watch/lv117005233http://live.nicovideo.jp/watch/lv117005233http://live.nicovideo.jp/watch/lv117005233

 

 諏訪彩花 

 

藤田彩 

 

    

日（金）日（金）日（金）日（金）「ファミ通コネクト！パーティ」に『わグルま「ファミ通コネクト！パーティ」に『わグルま「ファミ通コネクト！パーティ」に『わグルま「ファミ通コネクト！パーティ」に『わグルま!!!!』が登場！』が登場！』が登場！』が登場！

よりニコニコ生放送公式番組「ファミ通コネクト！パーティ」に『わグルま

』テーマソングを歌うグルでび!のお 2 人、声優 諏訪彩花さん、藤田彩さんが登場！

はみなさんの自慢の悪魔の巣コンテストを開催！（ニコニコアプリは除く） 素敵な悪魔の巣をグルで

ニコニコアプリのユーザーにはコンテスト以外のチャンスがあるかも！？

聴者プレゼントも予定しております♪ 

が賑やかにゆる～くお送りする生放送をお見逃しなく！ 

 

http://live.nicovideo.jp/watch/lv117005233http://live.nicovideo.jp/watch/lv117005233http://live.nicovideo.jp/watch/lv117005233http://live.nicovideo.jp/watch/lv117005233    

 

 

』が登場！』が登場！』が登場！』が登場！    

ティ」に『わグルま!』のコーナ

諏訪彩花さん、藤田彩さんが登場！ 

素敵な悪魔の巣をグルで

ニコニコアプリのユーザーにはコンテスト以外のチャンスがあるかも！？視



 
 

 

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

・ゲソてん  [ http://gesoten.com/games/lp/21

・mixi ゲーム [ http://mixi.jp/view_appli.pl?id=35213

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

・ニコニコアプリ [ http://app.nicovideo.jp/app/ap129

 

■■■■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)

Niconico 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

アップデートで、仲間にできる「女の子モンスター」は

 

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。

 

    

 

【わグルま【わグルま【わグルま【わグルま!!!!】サービス概要】サービス概要】サービス概要】サービス概要    

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!!!!』』』』    

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。    

基本プレイ無料、アイテム課金制 

mbga.jp/ ]  

cial.hangame.co.jp/easygame/index.nhn?appId=O_ALS ] 

http://gesoten.com/games/lp/21 ] 

http://mixi.jp/view_appli.pl?id=35213 ] 

http://www.realworld.jp/app/waguruma ] 

http://app.nicovideo.jp/app/ap129 ] 

最新版 

最新版 

最新版, 

 

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】】】】    

アップデートで、仲間にできる「女の子モンスター」はどんどん増えていきます。 

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。 

        

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（無料） 

 



 
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。

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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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。

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。 

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「キャラクター作成」 ゲーム画面「あそぶ」

 
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」
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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。 

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、 

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「あそぶ」 

 
ゲーム画面「家具合成画面」 

 
ゲーム画面「会話」 

 
ゲーム画面「もようがえ画面」 

 



 
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    

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 

ペーパーマン 

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 

    

 

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。
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