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ゆるロボシリーズ最新作ゆるロボシリーズ最新作ゆるロボシリーズ最新作ゆるロボシリーズ最新作

本日本日本日本日 6666 月月月月

～今度はゆる～いボコスカバトル！～今度はゆる～いボコスカバトル！～今度はゆる～いボコスカバトル！～今度はゆる～いボコスカバトル！

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

以下ゲームポット）は、本日6 月

スを開始いたしました。 

2012 年4 月の iOS 版公開後、

て累計100万人以上が遊んだ、『ゆるロボ製作所』シリーズから生まれたスピンオフ作品で、今作がシリー

ズ第三弾となります。 

「今度のゆるロボは

    

 

会 社 名 株式会社ゲームポット

（URL http://www.gamepot.co.jp/

ゆるロボシリーズ最新作ゆるロボシリーズ最新作ゆるロボシリーズ最新作ゆるロボシリーズ最新作『『『『ゆるロボゆるロボゆるロボゆるロボ vsvsvsvs わるロボわるロボわるロボわるロボ』』』』    

月月月月 12121212 日（日（日（日（水水水水））））    iOS&AndroidiOS&AndroidiOS&AndroidiOS&Android で同時で同時で同時で同時リリースリリースリリースリリース！！！！！！！！

～今度はゆる～いボコスカバトル！～今度はゆる～いボコスカバトル！～今度はゆる～いボコスカバトル！～今度はゆる～いボコスカバトル！    お得なキャンペーンも開催！～お得なキャンペーンも開催！～お得なキャンペーンも開催！～お得なキャンペーンも開催！～

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

月12 日（水）より iOS＆Android 向けアプリ『ゆるロボ vs

版公開後、AppStore 無料ゲームカテゴリで 1 位を獲得し、iOS 版・

万人以上が遊んだ、『ゆるロボ製作所』シリーズから生まれたスピンオフ作品で、今作がシリー

「今度のゆるロボはわらわらわらわらわらわらわらわらボコスカバトル！ボコスカバトル！ボコスカバトル！ボコスカバトル！」 
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！！！！    

お得なキャンペーンも開催！～お得なキャンペーンも開催！～お得なキャンペーンも開催！～お得なキャンペーンも開催！～    

代表取締役社長：植田修平 

vs わるロボ』のサービ

版・Android 版合わせ

万人以上が遊んだ、『ゆるロボ製作所』シリーズから生まれたスピンオフ作品で、今作がシリー

 

 



 

 

    

【ストーリー】【ストーリー】【ストーリー】【ストーリー】    

ゆるロボ製作所。 

ゆるくてかわいい「ゆるロボ」を世界に出荷しています。

ある日、ゆるロボ製作所のアシスタントロボ「ねじ子」

果たし状の送り主は「わるロボ軍団」

『ゆるロボ達は預かった。返して欲しければ

 

さぁ、大変！ 

「ねじ子」は工場に残っていた「

赴くのでした。 

http://www.youtube.com/watch?v=JNE26i59aeAhttp://www.youtube.com/watch?v=JNE26i59aeAhttp://www.youtube.com/watch?v=JNE26i59aeAhttp://www.youtube.com/watch?v=JNE26i59aeA

●yururobopv.wmv 

 

【【【【なんとなんとなんとなんとねじ子が操作可能に！】ねじ子が操作可能に！】ねじ子が操作可能に！】ねじ子が操作可能に！】

今作ではとってもかわいいアシスタントロボ

ゆる～い「量産型」を引き連れて大活躍！

かわいい姿からは想像もできなかった

「わるロボ」をやっつけよう！ 

【【【【3D3D3D3D でも片手でラクラク簡単操作でも片手でラクラク簡単操作でも片手でラクラク簡単操作でも片手でラクラク簡単操作

3D でもラクラク操作ができるように、画面中央にバーチャルパットを導入！！

移動から攻撃まで、片手で操作

 

【ゆる～い量産型を【ゆる～い量産型を【ゆる～い量産型を【ゆる～い量産型をわらわらわらわらわらわらわらわら引き連れて】引き連れて】引き連れて】引き連れて】

「ねじ子」はかわいい「量産型」

うまく「量産型」を指揮することで、戦闘が有利に！！

また、連れ去られた「ゆるロボ

す！  

全ての「ゆるロボ」を救出し、わらわらと

    

 

を世界に出荷しています。 

ある日、ゆるロボ製作所のアシスタントロボ「ねじ子」のところへ果たし状が届きます。

果たし状の送り主は「わるロボ軍団」。曰く、 

返して欲しければ、俺たち「わるロボ軍団」と勝負しろ！』 

「量産型」を連れて、ゆるロボ達を取り返すための戦いへと

    

＜ゆるロボ＜ゆるロボ＜ゆるロボ＜ゆるロボ vsvsvsvs わるロボＰＶ＞わるロボＰＶ＞わるロボＰＶ＞わるロボＰＶ＞    

http://www.youtube.com/watch?v=JNE26i59aeAhttp://www.youtube.com/watch?v=JNE26i59aeAhttp://www.youtube.com/watch?v=JNE26i59aeAhttp://www.youtube.com/watch?v=JNE26i59aeA    

ねじ子が操作可能に！】ねじ子が操作可能に！】ねじ子が操作可能に！】ねじ子が操作可能に！】    

今作ではとってもかわいいアシスタントロボ「ねじ子」がピコピコハンマーを片手に 

を引き連れて大活躍！！ 

かわいい姿からは想像もできなかったパワフルな「ねじ子」を巧みに操作し、 

 

 

でも片手でラクラク簡単操作でも片手でラクラク簡単操作でも片手でラクラク簡単操作でも片手でラクラク簡単操作】】】】    

作ができるように、画面中央にバーチャルパットを導入！！ 

移動から攻撃まで、片手で操作が可能となる便利な機能です。 

引き連れて】引き連れて】引き連れて】引き連れて】    

」を引き連れて、「わるロボ」とボコスカ戦います。 

で、戦闘が有利に！！ 

ゆるロボ」を救出していくと、引き連れる「量産型」の数がどんどん

、わらわらと「量産型」を引き連れよう！ 

        

    

果たし状が届きます。 

 

を取り返すための戦いへと 

 

どんどん増えていきま



 

 

    

【スクリーンショット】【スクリーンショット】【スクリーンショット】【スクリーンショット】    

わらわらボコスカバトルは

クプレイ！「量産型」はオートで動き回るので、

「ねじ子」を操作しながら指示を出すだけ！

圧倒的な 3D グラフィックと

るステージを多数ご用意！中には超難易度の

高いステージも！？ 

 

 
わらわらボコスカバトルは、片手操作でラクラ

はオートで動き回るので、

を操作しながら指示を出すだけ！ 

バーチャルパットを上手く操作すると、強烈な

必殺技『ねじ子百烈拳』が発動！他にも必殺技

は多数用意されているぞ！ 

 
グラフィックと何度遊んでも楽しめ

ステージを多数ご用意！中には超難易度の

ゆるロボ製作所シリーズでお馴染みのあの

「ゆるロボ」が今作にも登場！お気に入りの

「ゆるロボ」を「わるロボ」の手から救出しよ

う！ 

 

バーチャルパットを上手く操作すると、強烈な

必殺技『ねじ子百烈拳』が発動！他にも必殺技

 

所シリーズでお馴染みのあの

が今作にも登場！お気に入りの

の手から救出しよ



 

 

    

ゆるロボゆるロボゆるロボゆるロボ vsvsvsvs わるロボわるロボわるロボわるロボ    基本情報基本情報基本情報基本情報

 

 

タイトル 

提供開始日 

利用料金 

提供カテゴリ ゲーム＞

対応機種 

iPod touch 

対応OS 

対応言語 

配信地域 

 

App Store 

App Store URL： https://itunes.apple.com/jp/app/yururobovswarurobo/id581027420?l=ja&ls=1&mt=8

Google Play： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.gamepot.vswarurobo

公式サイト： http://yururobo.jp/warurobo/

公式Twitter： http://twitter.com/#!/yuru_robo

公式Facebook： http://www.facebook.com/yururobo

 

（c）Gamepot Inc, All rights Reserved.

「ゆるロボ」及び「ゆるロボ製作所」は株式会社ゲームポットの商標です。

 

※ iPhone、iPod touch、iPad、App Store

※ Google PlayはGoogle Inc.の商標または登録商標です。

    

 

    

 

基本情報基本情報基本情報基本情報    

App  StoreApp  StoreApp  StoreApp  Store    Google PlayGoogle PlayGoogle PlayGoogle Play

ゆるロボ vs わるロボ 

2013 年6 月12 日（水） 

無料（一部アイテムの購入は有料） 

ゲーム＞アクション＞アドベンチャー ゲーム＞アーケード

iPhone 4 以降、 

iPod touch 第4 世代以降 

Android 搭載端末

iOS 4.1 以降 Android2.3

日本語 

日本 

 Google Play 

 
https://itunes.apple.com/jp/app/yururobovswarurobo/id581027420?l=ja&ls=1&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.gamepot.vswarurobo 

warurobo/ 

http://twitter.com/#!/yuru_robo 

http://www.facebook.com/yururobo 

Gamepot Inc, All rights Reserved. 

「ゆるロボ」及び「ゆるロボ製作所」は株式会社ゲームポットの商標です。 

App StoreはApple Inc.の商標または登録商標です。 

の商標または登録商標です。 

Google PlayGoogle PlayGoogle PlayGoogle Play    

ゲーム＞アーケード&アクション 

搭載端末 

Android2.3 以降  

 

 
https://itunes.apple.com/jp/app/yururobovswarurobo/id581027420?l=ja&ls=1&mt=8 

 



 

 

    

『ゆるロボ『ゆるロボ『ゆるロボ『ゆるロボ vsvsvsvs わるロボわるロボわるロボわるロボ』サービス開始』サービス開始』サービス開始』サービス開始

 

本日6 月12 日（水）から 7 月

記念し、キャンペーンを開催いたします

#warurobo と twitter に投稿すると、ツイート数に応じて、総額

プレゼント！！ 

ゲーム内の「図鑑」をクリアすると

して、ぜひギフト券をゲットしてください！

 

■実施期間■実施期間■実施期間■実施期間    

6 月12 日（水） ～7 月5 日（金）23

 

■必要ツイート数と賞品■必要ツイート数と賞品■必要ツイート数と賞品■必要ツイート数と賞品    

必要ツイート数必要ツイート数必要ツイート数必要ツイート数    

10 以上 

7～9 ツイート 

4～6 ツイート 

1～3 ツイート 

 

※期間内のツイート数の合計で、自動エントリーされます。

※アプリから図鑑を開いた時、「ゆるロボ

 

』サービス開始』サービス開始』サービス開始』サービス開始記念！記念！記念！記念！    #warurobo#warurobo#warurobo#warurobo とつぶやいてとつぶやいてとつぶやいてとつぶやいてプレゼントプレゼントプレゼントプレゼント

月5 日（金）23：59 までの期間中、『ゆるロボ vs わるロボ

いたします。 

に投稿すると、ツイート数に応じて、総額 100,000 円分の Amazon

ゲーム内の「図鑑」をクリアするとTweetボタンが表示されますので、そこから「ゆるロボ

して、ぜひギフト券をゲットしてください！ 

 

 

23：59 

賞品（賞品（賞品（賞品（AmazonAmazonAmazonAmazon ギフトカード）ギフトカード）ギフトカード）ギフトカード）    当選人数当選人数当選人数当選人数    

¥30,000 

¥10,000 

¥5,000 

¥500 

※期間内のツイート数の合計で、自動エントリーされます。 

ゆるロボ」を救出していれば救出報告のツイートが可能と

プレゼントプレゼントプレゼントプレゼントををををゲット！ゲット！ゲット！ゲット！    

わるロボ』のサービス開始を

zon ギフト券を抽選で

ゆるロボ」の救出を自慢

    

1 名 

3 名 

7 名 

10 名 

救出報告のツイートが可能となります。 



 

 

 

【応募条件】 

①Twitter アカウントをお持ちの方

②本キャンペーンの注意事項に同意いただける方

③『ゆるロボ vs わるロボ』ゲーム内の

 

【当選発表】 

当選された方には公式アカウント

ます。発表はキャンペーン終了後、約

る場合もございますので、あらかじめご了承ください。

 

その他、キャンペーンに関する詳細はゆるロボ製作所公式ウェブサイト（

ださい。 

 

アカウントをお持ちの方 

②本キャンペーンの注意事項に同意いただける方 

』ゲーム内の図鑑から twitter に投稿した方（iOS & Android 共通）

当選された方には公式アカウント(@yuru_robo)より Twitter のダイレクトメッセージにて発表させていただき

ます。発表はキャンペーン終了後、約 1 週間程度を予定しております。なお、都合により発表が多少遅れ

る場合もございますので、あらかじめご了承ください。 

その他、キャンペーンに関する詳細はゆるロボ製作所公式ウェブサイト（ http://yururobo.jp 

共通） 

のダイレクトメッセージにて発表させていただき

週間程度を予定しております。なお、都合により発表が多少遅れ

http://yururobo.jp ）をご覧く



 

 

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 

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 

ガーディアンスピリッツ 

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 

    

 

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、AGGP Holdings,Inc.

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/

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。 

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

http://www.latale.jp/ 

http://www.pangya.jp/    

http://www.cabal.jp/ 

http://www.paperman.jp/ 

http://www.fezero.jp/ 

http://www.trickster.jp/ 

http://www.livly.com/ 

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

http://www.waguruma.jp/ 

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

http://pf.mbga.jp/12010535 

http://pf.mbga.jp/12014123 

http://yururobo.jp 

http://yururobo.jp 

AGGP Holdings,Inc.（※）

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

http://www.gamepot.co.jp/ ） 

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

 


