
 

各位 

『わグルま『わグルま『わグルま『わグルま!!!!』』』』×『エミル・クロニクル・オンライン』とのコラボレーションを×『エミル・クロニクル・オンライン』とのコラボレーションを×『エミル・クロニクル・オンライン』とのコラボレーションを×『エミル・クロニクル・オンライン』とのコラボレーションを

5555月月月月2222日（木）日（木）日（木）日（木）15151515：：：：00000000より開始より開始より開始より開始

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

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社（

以下 「ガンホー」）が運営する『エミル・クロニクル・オンライン』とコラボレーションを実施いたします。

 

    

『エミル・クロニクル・オンライン』の大人気キャラクター「タイニー」が魔界にやってきた！？『エミル・クロニクル・オンライン』の大人気キャラクター「タイニー」が魔界にやってきた！？『エミル・クロニクル・オンライン』の大人気キャラクター「タイニー」が魔界にやってきた！？『エミル・クロニクル・オンライン』の大人気キャラクター「タイニー」が魔界にやってきた！？

本日5月2 日（木）15：00 より、『エミル・クロニクル・オンライン』とのコラボレーションを実施いたします。

「ファミ通コネクト！パーティー

様が「エミル・クロニクル・オンライン」の世界へ拉致された

   

無事いつもの魔界に戻ってきたものの、なにが起こったのかまったく記憶がなく、

ル・クロニクル・オンライン』の世界の、「タイニー」が！

お近づきのしるしとして、自分をかたどったクッションを大量に置いて去っていきました。

   

残された大量の可愛いクッション、目を輝かせるカノンとヴァーチェ・・・

カノンの鶴の一声で、転生悪魔の皆様にもこのク

  

イベント実施期間中に、コラボレーション特設サイトで公開されているシリアルコードをゲーム内で入力

すると、「タイニークッション」をお届けいたします！

   

また、「エミル・クロニクル・オンライン」には、わグルま

ム）」が登場しています。  

 

 

 

 

 

 

会 社 名 株式会社ゲームポット

（URL http://www.gamepot.co.jp/

 

×『エミル・クロニクル・オンライン』とのコラボレーションを×『エミル・クロニクル・オンライン』とのコラボレーションを×『エミル・クロニクル・オンライン』とのコラボレーションを×『エミル・クロニクル・オンライン』とのコラボレーションを

より開始より開始より開始より開始！！！！    誰でももらえるコラボ家具をゲットしよう！誰でももらえるコラボ家具をゲットしよう！誰でももらえるコラボ家具をゲットしよう！誰でももらえるコラボ家具をゲットしよう！

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、

は、自社開発ソーシャルゲーム 『わグルま!』において、本日5 月2

ホー・オンライン・エンターテイメント株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長

が運営する『エミル・クロニクル・オンライン』とコラボレーションを実施いたします。

≪公式サイト≫≪公式サイト≫≪公式サイト≫≪公式サイト≫    

http://www.waguruma.jp/http://www.waguruma.jp/http://www.waguruma.jp/http://www.waguruma.jp/entrance/entrance/entrance/entrance/    

『エミル・クロニクル・オンライン』の大人気キャラクター「タイニー」が魔界にやってきた！？『エミル・クロニクル・オンライン』の大人気キャラクター「タイニー」が魔界にやってきた！？『エミル・クロニクル・オンライン』の大人気キャラクター「タイニー」が魔界にやってきた！？『エミル・クロニクル・オンライン』の大人気キャラクター「タイニー」が魔界にやってきた！？

 

より、『エミル・クロニクル・オンライン』とのコラボレーションを実施いたします。

ー」で生み出された(?)、あの「呪われたギターL」が突然しゃべりだし、

様が「エミル・クロニクル・オンライン」の世界へ拉致された!?   

無事いつもの魔界に戻ってきたものの、なにが起こったのかまったく記憶がなく、 気づけば背中に『エミ

の世界の、「タイニー」が！   

お近づきのしるしとして、自分をかたどったクッションを大量に置いて去っていきました。

残された大量の可愛いクッション、目を輝かせるカノンとヴァーチェ・・・   

カノンの鶴の一声で、転生悪魔の皆様にもこのクッションをプレゼントすることになりました！

イベント実施期間中に、コラボレーション特設サイトで公開されているシリアルコードをゲーム内で入力

すると、「タイニークッション」をお届けいたします！   

また、「エミル・クロニクル・オンライン」には、わグルま!とのコラボレーション家具として

  

平成25 年5 月2 日 

株式会社ゲームポット 

http://www.gamepot.co.jp/） 

×『エミル・クロニクル・オンライン』とのコラボレーションを×『エミル・クロニクル・オンライン』とのコラボレーションを×『エミル・クロニクル・オンライン』とのコラボレーションを×『エミル・クロニクル・オンライン』とのコラボレーションを    

誰でももらえるコラボ家具をゲットしよう！誰でももらえるコラボ家具をゲットしよう！誰でももらえるコラボ家具をゲットしよう！誰でももらえるコラボ家具をゲットしよう！    

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、

2 日（木）より、 

東京都千代田区、代表取締役社長 CEO 森下一喜 、 

が運営する『エミル・クロニクル・オンライン』とコラボレーションを実施いたします。 

『エミル・クロニクル・オンライン』の大人気キャラクター「タイニー」が魔界にやってきた！？『エミル・クロニクル・オンライン』の大人気キャラクター「タイニー」が魔界にやってきた！？『エミル・クロニクル・オンライン』の大人気キャラクター「タイニー」が魔界にやってきた！？『エミル・クロニクル・オンライン』の大人気キャラクター「タイニー」が魔界にやってきた！？        

 

より、『エミル・クロニクル・オンライン』とのコラボレーションを実施いたします。 

」が突然しゃべりだし、魔王

気づけば背中に『エミ

お近づきのしるしとして、自分をかたどったクッションを大量に置いて去っていきました。   

ッションをプレゼントすることになりました！ 

イベント実施期間中に、コラボレーション特設サイトで公開されているシリアルコードをゲーム内で入力

とのコラボレーション家具として「じゅうたん（リリ



 
『ファミ通コネクト！パーティー

ぜひこの機会に、スペシャルコラボレーションをお楽しみください！

   

●●●●コラボレーションイベント実施期間コラボレーションイベント実施期間コラボレーションイベント実施期間コラボレーションイベント実施期間

 5 月2 日(木)15：00 ～ 5 月30

   

●コラボレーション特設サイト●コラボレーション特設サイト●コラボレーション特設サイト●コラボレーション特設サイト        

    http://www.waguruma.jp/promo/eco/

 

●実装アイテム●実装アイテム●実装アイテム●実装アイテム    

 ・タイニークッション 

    

●エミル・クロニクル・オンラインとは？●エミル・クロニクル・オンラインとは？●エミル・クロニクル・オンラインとは？●エミル・クロニクル・オンラインとは？

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社が運営する、

「癒し」をテーマにしたかんたん・たのしい・ハートフルな

オリコン DD 株式会社によるアンケート調査「

ゲームランキング」「ゲームのストーリー・構成の満足度」「運営管理の満足度」

「プレイヤー数の多さの満足度」「年代別部門

「年代別部門40 代以上」「初心者」の

http://econline.gungho.jp/ 

    

    

●ファミ通コネクト！パーティ●ファミ通コネクト！パーティ●ファミ通コネクト！パーティ●ファミ通コネクト！パーティーーーーとは？とは？とは？とは？

ニコニコ生放送公式番組『ファミ通コネクト！パーティ

この番組の大きなテーマはふたつ！

オンラインゲームを題材にみんな

http://ch.nicovideo.jp/conepa    

    

    

 

ー』がきっかけで実現した奇跡のコラボレーションがついに始動！

ぜひこの機会に、スペシャルコラボレーションをお楽しみください！   

コラボレーションイベント実施期間コラボレーションイベント実施期間コラボレーションイベント実施期間コラボレーションイベント実施期間            

30 日(木)10：00 まで   

        

http://www.waguruma.jp/promo/eco/  

●エミル・クロニクル・オンラインとは？●エミル・クロニクル・オンラインとは？●エミル・クロニクル・オンラインとは？●エミル・クロニクル・オンラインとは？    

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社が運営する、   

「癒し」をテーマにしたかんたん・たのしい・ハートフルな MMORPG。  

株式会社によるアンケート調査「2013 年度版、顧客満足度の高いオンライン

ゲームランキング」「ゲームのストーリー・構成の満足度」「運営管理の満足度」 

「プレイヤー数の多さの満足度」「年代別部門10 代・20 代」「年代別部門30 代」 

代以上」「初心者」の 7 項目において No.1 を受賞！         

とは？とは？とは？とは？    

ニコニコ生放送公式番組『ファミ通コネクト！パーティー』（略してファミ通コネパ！）。 

この番組の大きなテーマはふたつ！ 「いっしょに楽しもう！」と「オフ会しよう！」。 

んなでワイワイ楽しく遊びながら、番組の放送やオフ会を実施しています。

        

実現した奇跡のコラボレーションがついに始動！ 

   

年度版、顧客満足度の高いオンライン 

        

でワイワイ楽しく遊びながら、番組の放送やオフ会を実施しています。 



 
『わグルま『わグルま『わグルま『わグルま!!!!』始めるなら今がチャンス！』始めるなら今がチャンス！』始めるなら今がチャンス！』始めるなら今がチャンス！

本日5月2日（木）15：00から5

ペーン」を開催いたします。 

本キャンペーン中は、『わグルま

 

『わグルま!』を始めるなら今がチャンス！

 

●●●●開催期間開催期間開催期間開催期間 

2013 年5 月2 日（木）15：00～2013

 

●●●●開催内容開催内容開催内容開催内容    

キャンペーン期間中に『わグルま

魔王様からのプレゼントに加えて、以下のアイテムがポストに届きます。

 

●●●●キャンペーン期間中にもらえるアイテムキャンペーン期間中にもらえるアイテムキャンペーン期間中にもらえるアイテムキャンペーン期間中にもらえるアイテム

  ・ヨクトレール×2 個（おでかけ時に入手するアイテムの数が増えるアイテムです）

  ・スグカエルン×2 個（おでかけさせたモンスターをすぐに帰らせるアイテムです）

  ・いたずラックス G20×2 個（いたずら成功時にもらえる「まおうＰ」が

  ・ウゴケルン DX×2 個（モンスターのスタミナを

 

 

 

』始めるなら今がチャンス！』始めるなら今がチャンス！』始めるなら今がチャンス！』始めるなら今がチャンス！    おいでませ魔界キャンペーンおいでませ魔界キャンペーンおいでませ魔界キャンペーンおいでませ魔界キャンペーン

5月31日（金）メンテナンス開始前までの期間中、「おいでませ魔界キャン

本キャンペーン中は、『わグルま!』登録時にもらえるアイテムが普段より盛りだくさん！

』を始めるなら今がチャンス！ ぜひこの機会にお楽しみください。 

2013 年5 月31 日（金）メンテナンス開始前 

キャンペーン期間中に『わグルま!』の登録をされた方は、登録時にもらえる 

魔王様からのプレゼントに加えて、以下のアイテムがポストに届きます。 

キャンペーン期間中にもらえるアイテムキャンペーン期間中にもらえるアイテムキャンペーン期間中にもらえるアイテムキャンペーン期間中にもらえるアイテム 

個（おでかけ時に入手するアイテムの数が増えるアイテムです） 

個（おでかけさせたモンスターをすぐに帰らせるアイテムです） 

個（いたずら成功時にもらえる「まおうＰ」が 20 倍になるアイテムです）

個（モンスターのスタミナを MAX まで回復させるアイテムです）

  

おいでませ魔界キャンペーンおいでませ魔界キャンペーンおいでませ魔界キャンペーンおいでませ魔界キャンペーン開催！開催！開催！開催！    

までの期間中、「おいでませ魔界キャン

』登録時にもらえるアイテムが普段より盛りだくさん！ 

 

 

倍になるアイテムです） 

まで回復させるアイテムです）    



 
 

 

 

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 4 以上

 Windows Vista : IE 8.x, IE9.x, Firefox 4 

 Windows 7 : IE 8.x, IE9.x, Firefox 4 

 Windows 8 : デスクトップモード

 ※「Windows8 スタイル」の IE10

 Adobe Flash Player ：最新版をご利用ください

 

■■■■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/ ]  

[ http://social.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 ] 

以上 

Windows Vista : IE 8.x, IE9.x, Firefox 4 以上 

Windows 7 : IE 8.x, IE9.x, Firefox 4 以上 

デスクトップモード IE 10.x, Firefox 16 以上 

IE10 では動作しません。 

ご利用ください 

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） 

 



 
3333. . . . 【【【【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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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、

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。（

（※）AGGP Holdings,Inc.はソネットエンタテインメント株式会社のグループ会社です。

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 

トリックスター 

Livly Island COR 

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-

童話スピリッツ-海と空の島々-    

狩りとも 

わグルま！    

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 

ゆるロボ製作所ふぃーばー 
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