
 

各位 

リズミックアクションゲームリズミックアクションゲームリズミックアクションゲームリズミックアクションゲーム

ついに本日ついに本日ついに本日ついに本日7777月月月月31313131

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、本日7月

版 『わグルま★（わぐるますたー）

    

『わグルま★『わグルま★『わグルま★『わグルま★

本日7 月31 日（水）、待望のリズミックアクションゲーム

正式サービス開始に先駆けて、プレイできるチャンスです。これまでになかった新しいゲームを体験し

てみてください。 

  

さらに『わグルま★（仮）』では、

募集しております。 

『わグルま★』の正式サービス開始時に

ぜひ、どんどん遊んでみてください！

 

※ご意見、ご感想はゲーム内ヘルプの「
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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、

月31日（水）より自社開発リズミックアクションゲームのオープン

『わグルま★（わぐるますたー）（仮）』をリリースいたします。 
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リズミックアクションゲーム『わグルま★（仮）』をリリース

に先駆けて、プレイできるチャンスです。これまでになかった新しいゲームを体験し

さらに『わグルま★（仮）』では、オープンβテストのため、実際にプレイをして頂いた皆さまからの声を

正式サービス開始時に、あなたの声が反映されるかも？！ 

ぜひ、どんどん遊んでみてください！ 

ゲーム内ヘルプの「お問い合わせ」より、お送りください。    

平成25 年7 月31 日 

株式会社ゲームポット 

http://www.gamepot.co.jp/） 

『わグルま★（わぐるますたー）（仮）』『わグルま★（わぐるますたー）（仮）』『わグルま★（わぐるますたー）（仮）』『わグルま★（わぐるますたー）（仮）』    

参加声優陣からのコメント公開！参加声優陣からのコメント公開！参加声優陣からのコメント公開！参加声優陣からのコメント公開！    

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、

のオープンβテスト

リリースいたします。 

に先駆けて、プレイできるチャンスです。これまでになかった新しいゲームを体験し

実際にプレイをして頂いた皆さまからの声を

     



 
リリムリリムリリムリリム    CV.CV.CV.CV.藤田咲藤田咲藤田咲藤田咲     

 

曲の第一印象や、収録後の感想曲の第一印象や、収録後の感想曲の第一印象や、収録後の感想曲の第一印象や、収録後の感想

まだ歌っていないのですが（笑）、リリムらしい元気で可愛い印象をうけました。

 

演じるキャラクターのダンスの感想演じるキャラクターのダンスの感想演じるキャラクターのダンスの感想演じるキャラクターのダンスの感想

よく動くな～と思いました（笑） 

ちっこいリリムが一生懸命歌って踊る姿は心奪われます！

 

歌ってみたい他キャラクターの曲歌ってみたい他キャラクターの曲歌ってみたい他キャラクターの曲歌ってみたい他キャラクターの曲

ケット・シーの曲を聴いたのですが、すっごく可愛くてすてきだな～と思いました！

 

今後の『わグルま』への期待今後の『わグルま』への期待今後の『わグルま』への期待今後の『わグルま』への期待    

皆期待していると思いますが、ＴＶアニメ化したら良いですね！！

ゆくゆくは劇場版となって、ハリウッド化！？

夢は大きく！ということで、全部ホントウになりますように☆

 

ファンへの一言ファンへの一言ファンへの一言ファンへの一言    

どんどん盛りあがっていくわグルま

ずっと応援して下さってる皆さんは、変わらず応援を、宜しくお願いします！！

 

※収録前に頂いたコメントです。
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ゆくゆくは劇場版となって、ハリウッド化！？ 

夢は大きく！ということで、全部ホントウになりますように☆ 

どんどん盛りあがっていくわグルま!の世界に、みなさんぜひ飛びこんできて下さい！ 

ずっと応援して下さってる皆さんは、変わらず応援を、宜しくお願いします！！ 

※収録前に頂いたコメントです。 

  

 



 
 

サキュバスサキュバスサキュバスサキュバス    CV.CV.CV.CV.門田幸子門田幸子門田幸子門田幸子 

 

曲の第一印象や、収録後の感想曲の第一印象や、収録後の感想曲の第一印象や、収録後の感想曲の第一印象や、収録後の感想

収録はまだなのですが（笑） はじめて聞いた時はサキュバスのイメージにピッタリなかっこよくセクシー

な曲だなぁと思いました！！ 

今は早く歌いたくてウズウズしています！
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サッきゅんのナイスバディが際立つ、めっちゃセクシーなダンス！

これをもし私が踊るとしたら…まずはスタイルから変えないとですね（笑）

 

歌ってみたい他キャラクターの曲歌ってみたい他キャラクターの曲歌ってみたい他キャラクターの曲歌ってみたい他キャラクターの曲

アルケーちゃん！ 曲も歌詞もダンスも、めちゃくちゃ可愛いので機会があったら、

ゼヒ歌ってみたいです♪ 

 

今後の『わグルま』への期待今後の『わグルま』への期待今後の『わグルま』への期待今後の『わグルま』への期待    

常に進化、展開し続ける作品になると嬉しいです！

アニメとかしたいなぁ♡ もちろん全員出演で！！

 

ファンへの一言ファンへの一言ファンへの一言ファンへの一言    

みなさん、わグルま!楽しんでますかー？？

今度はアプリとして遊べるので、さらに沢山の方に楽しんでもらえるかと思うと

ワクワクします♪ ぜひ、たくさんのキャラクター達を可愛がってくださいね！

もちろん、サッきゅんもよろしくー

 

※収録前に頂いたコメントです。
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曲も歌詞もダンスも、めちゃくちゃ可愛いので機会があったら、 

常に進化、展開し続ける作品になると嬉しいです！ 当面の目標はやっぱり「アニメ化」！！

もちろん全員出演で！！ 

楽しんでますかー？？ 

今度はアプリとして遊べるので、さらに沢山の方に楽しんでもらえるかと思うと 

ぜひ、たくさんのキャラクター達を可愛がってくださいね！ 

もちろん、サッきゅんもよろしくー♡ 

※収録前に頂いたコメントです。 

  

はじめて聞いた時はサキュバスのイメージにピッタリなかっこよくセクシー

当面の目標はやっぱり「アニメ化」！！ 歌って踊る



 
 

アルケーアルケーアルケーアルケー    CV.CV.CV.CV.志村由美志村由美志村由美志村由美 
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『わグルま!』らしい曲で楽しい、ウキウキした気分になりました！

一生懸命頑張って歌ったのですが…心配です…。。

温かい、広い心を持って聞いてください（笑）
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やばいッ！！カワイすぎるぅーーー！！！！

 

歌ってみたい他キャラクターの曲歌ってみたい他キャラクターの曲歌ってみたい他キャラクターの曲歌ってみたい他キャラクターの曲

ケット・シーちゃんの曲可愛いですね

でも・・・どれも可愛いです！！ 
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全員でイベントに出たいですッ！

できたら楽しそうですよね♡ 

 

ファンへの一言ファンへの一言ファンへの一言ファンへの一言    

これからも『わグルま!』の応援宜しくお願いします

みんなで盛り上がっていきましょう！！
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明日8 月1 日（木）より、秋葉原駅にてデジタルサイネージ

JR 秋葉原駅で『わグルま★』に登場するキャラクターが踊る？！

 

ぜひ、この機会に足を運んでみてください！

 

【放映期間】 

●秋葉原駅 昭和通り口改札外

●秋葉原駅 電気街口改札外  

  

 

※ご注意 

JR 駅社員へのお問い合わせはご遠慮頂きますよう、お願いいたします。

 

JRJRJRJR 秋葉原駅に秋葉原駅に秋葉原駅に秋葉原駅に『わグルま★』が登場？！『わグルま★』が登場？！『わグルま★』が登場？！『わグルま★』が登場？！    

    

日（木）より、秋葉原駅にてデジタルサイネージへの広告掲載を開始いたします。

秋葉原駅で『わグルま★』に登場するキャラクターが踊る？！ かわいい動画はファン必見です！

ぜひ、この機会に足を運んでみてください！ 

昭和通り口改札外  …  2013 年8 月1 日（木）～ 8 月31 日（土） 

電気街口改札外  …   2013 年8 月5 日（月）～ 8 月11 日（日） 

駅社員へのお問い合わせはご遠慮頂きますよう、お願いいたします。 

を開始いたします。 

かわいい動画はファン必見です！ 

  



 
【わグルま★とは】【わグルま★とは】【わグルま★とは】【わグルま★とは】    

＜＜＜＜概要概要概要概要＞＞＞＞                                

「魔界にもアイドルが欲しい。」 

魔王様の勝手な思い付きで、モンスター総アイドル化計画が突然スタートしてしまっ

た！ 

転生悪魔となる皆様には早速、「★モンスター育成マニュアル」に従って、

魔王様のお手伝いをしてもらいます！

    

・ジャンル  ：モンスターっ娘アイドル育成リズミックアクション

・価 格    ：アプリ本体無料（※

・対応機種 ：Android（7 月下旬

予定） 

    

＜登場キャラクター＞＜登場キャラクター＞＜登場キャラクター＞＜登場キャラクター＞    

                
リリム（リリム（リリム（リリム（CV.CV.CV.CV.藤田咲）藤田咲）藤田咲）藤田咲）                                

    

                        
ヴァーチェ（ヴァーチェ（ヴァーチェ（ヴァーチェ（CV.CV.CV.CV.内村史子）内村史子）内村史子）内村史子）                

    

 

魔王様の勝手な思い付きで、モンスター総アイドル化計画が突然スタートしてしまっ

には早速、「★モンスター育成マニュアル」に従って、 

魔王様のお手伝いをしてもらいます！ 

：モンスターっ娘アイドル育成リズミックアクション 

：アプリ本体無料（※一部有料アイテムがあります。） 

月下旬β版サービス開始予定）、iOS（8 月下旬審査

    
                                ケット・シー（ケット・シー（ケット・シー（ケット・シー（CV.CV.CV.CV.近村望実）近村望実）近村望実）近村望実）    

                                                
                サキュバス（サキュバス（サキュバス（サキュバス（CV.CV.CV.CV.門田幸子）門田幸子）門田幸子）門田幸子）                        アルケー（アルケー（アルケー（アルケー（CV.CV.CV.CV.

        

    
CV.CV.CV.CV.志村由美）志村由美）志村由美）志村由美）    



 
＜ゲームシステム＞＜ゲームシステム＞＜ゲームシステム＞＜ゲームシステム＞    

モンスター達をオタ芸で応援！モンスター達をオタ芸で応援！モンスター達をオタ芸で応援！モンスター達をオタ芸で応援！

ライブが成功するかどうかは、 

オタ芸のキレ次第！？ 

モンスター達の衣装を選べる！モンスター達の衣装を選べる！モンスター達の衣装を選べる！モンスター達の衣装を選べる！

コスチュームとアクセサリを自由に組み合わせ

て、モンスターを着飾ろう！ 

    

※画像は開発途中のものも含まれております。実際とは異なる場合がございます。

© Gamepot Inc., All Rights Reserved.

    

 

    

モンスター達をオタ芸で応援！モンスター達をオタ芸で応援！モンスター達をオタ芸で応援！モンスター達をオタ芸で応援！    

 

モンスター達が歌って踊る！モンスター達が歌って踊る！モンスター達が歌って踊る！モンスター達が歌って踊る！    

持ち歌を歌うのはもちろん、他のモンスターの

曲をカバーすることも！？ 

    

モンスター達の衣装を選べる！モンスター達の衣装を選べる！モンスター達の衣装を選べる！モンスター達の衣装を選べる！    

コスチュームとアクセサリを自由に組み合わせ

ステージレイアウト可能！ステージレイアウト可能！ステージレイアウト可能！ステージレイアウト可能！    

証明やスピーカーなどを自由にカスタマイズ！

    

※画像は開発途中のものも含まれております。実際とは異なる場合がございます。

epot Inc., All Rights Reserved. 

    

    

    

持ち歌を歌うのはもちろん、他のモンスターの 

    

証明やスピーカーなどを自由にカスタマイズ！ 

※画像は開発途中のものも含まれております。実際とは異なる場合がございます。 
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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。（
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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/

はソネット株式会社のグループ会社です。 

http://www.fezero.jp/ 

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

http://www.latale.jp/ 

http://www.pangya.jp/    

http://www.cabal.jp/ 

http://www.paperman.jp/ 

http://www.trickster.jp/ 

http://www.livly.com/ 

http://shadowofeclipse.jp/ 

http://www.waguruma.jp/ 

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

http://pf.mbga.jp/12014123 

http://yururobo.jp 

http://yururobo.jp 

http://yururobo.jp/warurobo/ 

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/ 


