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『わグルま『わグルま『わグルま『わグルま!!!!』』』』新キャラクター“部下想いの雪女”「ネーヴェリエル」登場！新キャラクター“部下想いの雪女”「ネーヴェリエル」登場！新キャラクター“部下想いの雪女”「ネーヴェリエル」登場！新キャラクター“部下想いの雪女”「ネーヴェリエル」登場！

さらに「ネーヴェリエルを捕まえようさらに「ネーヴェリエルを捕まえようさらに「ネーヴェリエルを捕まえようさらに「ネーヴェリエルを捕まえよう

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

デートを行いました。 

    

部下想いの雪女「ネーヴェリエル」登場部下想いの雪女「ネーヴェリエル」登場部下想いの雪女「ネーヴェリエル」登場部下想いの雪女「ネーヴェリエル」登場

12 月20 日（木）メンテナンスにて、新キャラクターを実装いたします。今回登場するのは、雪女

「ネーヴェリエル」！ 性格は少しキツイものの、部下想いの優しい

声を担当するのは、声優 山崎はるかさん。かっこいい「ネーヴェリエル」をぜひ捕まえてみてください。
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魔界の雪山に住む妖魔族。いわゆる雪女。

 

邪
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族の悪魔たちと仲が良く、鍛えられた結果、

雪の精霊たちを従え、軍隊式の社会を形成している。

 

性格はキツく、全てにおいて上官口調で対応するが、魔王に

対しては従順。  

 

部下もビシバシしごくが、失敗などには甘すぎるほど甘く、

部下の失敗はたとえ魔王相手でも、なすりつけられる。

 

主人は「マスター」、魔王のことは「閣下」と呼ぶ。

 

一人称は「私(わたし)」 
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●役柄が決まった時の感想、キャラクターの印象など●役柄が決まった時の感想、キャラクターの印象など●役柄が決まった時の感想、キャラクターの印象など●役柄が決まった時の感想、キャラクターの印象など

もともと渡された役じゃなく、前に居た諏訪彩花さんが受けていて、

資料拝見させて頂いた時、雪女！美人！で一目ぼれしたキャラクターだったので

嬉しかったです！！ 
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印象深い・・・ 

「アハトアハトォー！！」です（笑）

ふだん言わないので…♡ 

でも楽しくやらせて頂きました。ビバ雪女！♡
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「ヨウコ」ですね。やっぱり金髪美女。いえ美少女…？

とてもやりたいです…。 
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皆さまにネーヴェリエルを愛して頂き（笑）わグルま

楽しんで頂けたら幸いです♡ 
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本キャンペーンでは、特定のレアリティの

ェリエル像」など、様々なアイテムをプレゼント！

さらに、本キャンペーン期間中は、「モンスターエッグ

プ！ 新キャラクターを捕まえるなら今がチャンス！
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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、

キャンペーン」を開催いたします。 

本キャンペーンでは、特定のレアリティのネーヴェリエルを捕獲すると、レアリティに応じて「

様々なアイテムをプレゼント！  

さらに、本キャンペーン期間中は、「モンスターエッグ FULL」からネーヴェリエルの出現率が大幅アッ

新キャラクターを捕まえるなら今がチャンス！ ぜひお楽しみください。 
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【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。
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■■■■    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 : 8.x , Firefox 4 以上 

Windows Vista : 8.x 以上, Firefox 4

Windows 7 : 8.x 以上, Firefox 4 以上

Adobe Flash Player : 最新版をご利用ください

※バージョンが古いと、画面が正しく表示されない可能性がありますので、最新版にアップデートをお願いします。

 

■■■■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。
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, Firefox 4 以上 

以上 

最新版をご利用ください 

※バージョンが古いと、画面が正しく表示されない可能性がありますので、最新版にアップデートをお願いします。

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
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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
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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

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。 
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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。
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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、 

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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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
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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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