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『わグルま『わグルま『わグルま『わグルま!!!!』』』』ボーイッシュで可愛いモンスター「ハーピーボーイッシュで可愛いモンスター「ハーピーボーイッシュで可愛いモンスター「ハーピーボーイッシュで可愛いモンスター「ハーピー

さらに「ハーピーを捕まえようさらに「ハーピーを捕まえようさらに「ハーピーを捕まえようさらに「ハーピーを捕まえよう

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

を行います。 

 

    

6 月 28 日（金）のメンテナンスにて、新

ーの「ハーピー」。鳥の獣人族で、ボーイッシュな可愛い

声を担当するのは、声優桑谷夏子

魅力的な新モンスター「ハーピー
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ボーイッシュで可愛いモンスター「ハーピーボーイッシュで可愛いモンスター「ハーピーボーイッシュで可愛いモンスター「ハーピーボーイッシュで可愛いモンスター「ハーピー」登場！」登場！」登場！」登場！

さらに「ハーピーを捕まえようさらに「ハーピーを捕まえようさらに「ハーピーを捕まえようさらに「ハーピーを捕まえようキャンペーン」も開催！キャンペーン」も開催！キャンペーン」も開催！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、

は、自社開発ソーシャルゲーム 『わグルま!』において、6 月 28 日（金）

≪公式サイト≫≪公式サイト≫≪公式サイト≫≪公式サイト≫    
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新モンスター「ハーピー新モンスター「ハーピー新モンスター「ハーピー新モンスター「ハーピー」登場」登場」登場」登場！！！！        

メンテナンスにて、新モンスターを実装いたします。今回登場するのは獣人族モンスタ

鳥の獣人族で、ボーイッシュな可愛いモンスターです。  

桑谷夏子さん。 

ハーピー」をぜひチェックしてみて下さい！！ 

ハーピーハーピーハーピーハーピー    （（（（CV CV CV CV 桑谷桑谷桑谷桑谷夏子夏子夏子夏子））））    

 

 

魔界に生息する鳥の獣人族。 

集団で生活していて、最初に見た悪魔になつく個体が多い。

 

主に、魔界で郵便屋として働いている。

性格はボーイッシュで活発。 

やや幼さを残していて、短気。 

頭がキレるほうではないが、仲間想い。

 

一人称は「オレ」、主人は「オヤブン」と呼ぶ。
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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（金）にアップデート

 

を実装いたします。今回登場するのは獣人族モンスタ

集団で生活していて、最初に見た悪魔になつく個体が多い。 

主に、魔界で郵便屋として働いている。 

頭がキレるほうではないが、仲間想い。 
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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

普段あまり演じる事の無い、少年っぽいキャラだったので、意外でした！

 

●収録を終えての感想や、演じたキャラクターの印象深いセリフなど●収録を終えての感想や、演じたキャラクターの印象深いセリフなど●収録を終えての感想や、演じたキャラクターの印象深いセリフなど●収録を終えての感想や、演じたキャラクターの印象深いセリフなど

イキ、イナセ、江戸っ子…難しいモノですね（笑）

チャキチャキな娘さんでした。 
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演
や

らせて頂けるなら、何でも挑戦します！

 

●ファンの方へメッセージ●ファンの方へメッセージ●ファンの方へメッセージ●ファンの方へメッセージ 

ハーピー、沢山使って下さいネ♡
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イキ、イナセ、江戸っ子…難しいモノですね（笑） 

』に登場する自分が演じた女の子モンスター以外で、演じてみたいキャラクター』に登場する自分が演じた女の子モンスター以外で、演じてみたいキャラクター』に登場する自分が演じた女の子モンスター以外で、演じてみたいキャラクター』に登場する自分が演じた女の子モンスター以外で、演じてみたいキャラクター

らせて頂けるなら、何でも挑戦します！ どんと来い！！ 

ハーピー、沢山使って下さいネ♡ 

』に登場する自分が演じた女の子モンスター以外で、演じてみたいキャラクター』に登場する自分が演じた女の子モンスター以外で、演じてみたいキャラクター』に登場する自分が演じた女の子モンスター以外で、演じてみたいキャラクター』に登場する自分が演じた女の子モンスター以外で、演じてみたいキャラクター    



 

    

「「「「ハーピーハーピーハーピーハーピー

本日6月28日（金）メンテナンス終了後から

を捕まえようキャンペーン」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

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

モンスターを捕まえるなら今がチャンス！

 

 

    

ハーピーハーピーハーピーハーピーを捕まえようキャンペーンを捕まえようキャンペーンを捕まえようキャンペーン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4日（木）メンテナンス開始前までの期間中、

を捕まえようキャンペーン」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ハーピーを捕獲すると、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」からハーピーの出現率が大幅アップ！

を捕まえるなら今がチャンス！ ぜひお楽しみください。 

  

 
前までの期間中、「ハーピー

レアリティに応じて「SP ハーピー像」

出現率が大幅アップ！ 新



 

 

 

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 ] 
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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。
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素材の収集や、家具の合成には、時間がかかります。 
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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、

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。
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