
 

 

平成25 年11 月29 日 

各位 

会 社 名 株式会社ゲームポット 

（URL http://www.gamepot.co.jp/） 

『わグルま『わグルま『わグルま『わグルま!!!!』』』』×『まおゆう魔王勇者』Ｗ（ダブル）魔王×『まおゆう魔王勇者』Ｗ（ダブル）魔王×『まおゆう魔王勇者』Ｗ（ダブル）魔王×『まおゆう魔王勇者』Ｗ（ダブル）魔王によるコラボレーションがスタートによるコラボレーションがスタートによるコラボレーションがスタートによるコラボレーションがスタート    

コラボレーション限定アイテムやキャラクター、イベントなどが盛りだくさんコラボレーション限定アイテムやキャラクター、イベントなどが盛りだくさんコラボレーション限定アイテムやキャラクター、イベントなどが盛りだくさんコラボレーション限定アイテムやキャラクター、イベントなどが盛りだくさん    

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 『わグルま!』において、本日 11 月 29 日（金）より TV

アニメ『まおゆう魔王勇者』とのコラボレーションを実施いたします。 

 

≪『わグル≪『わグル≪『わグル≪『わグルまままま!!!!』×『まおゆう魔王勇者』コラボレーション』×『まおゆう魔王勇者』コラボレーション』×『まおゆう魔王勇者』コラボレーション』×『まおゆう魔王勇者』コラボレーション    特設特設特設特設サイトサイトサイトサイト≫≫≫≫    

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

    

『わグルま『わグルま『わグルま『わグルま!!!!』×『まおゆう魔』×『まおゆう魔』×『まおゆう魔』×『まおゆう魔王勇者』コラボレーションスタート！王勇者』コラボレーションスタート！王勇者』コラボレーションスタート！王勇者』コラボレーションスタート！    

    
本日11 月29 日（金）メンテナンス終了後から 12 月26 日（木）メンテナンス開始前までの期間中、『わグ

ルま!』と『まおゆう魔王勇者』のコラボレーションを実施いたします。 

 

『まおゆう魔王勇者』の「魔王」や「勇者」、「女騎士」が戦闘の支援にきてくれるアイテムが登場。フルボ

イスのバトルシーンで繰り出される「勇者」の「広域
こういき

殲滅光
せんめつこう

焔弾
えんだん

」は必見です！ 

 

また、「勇者抱き枕」などの部屋を飾る家具、キャラクターのボイスが流れる銅像なども登場するほか、

コラボレーション限定レアモンスターの「魔王」の衣装を着たリリムなど、ここでしか手に入らないアイテム

も多数登場いたします。 

 

さらに、コラボレーション期間中、「羅針盤」などの家具アイテムが手に入るイベントのほか、「魔王」が

『わグルま!』の世界に開いた畑へおでかけすると、「ばれいしょ」などの限定アイテムが手に入るイベント

開催など内容盛りだくさん。 

 

このコラボレーションでしか体験できないイベントや入手できないアイテムを手に入れて『わグルま!』を

お楽しみください！



 

 

 

アイテムアイテムアイテムアイテム    説明説明説明説明    

リリム(RD) 『まおゆう魔王勇者』魔王からもらったらしい、『まおゆう魔王

勇者』魔王が着ている赤いドレスを着たリリム。 

彼女に少しでも近づくため、『まおゆう魔王勇者』魔王の角を

模したカチューシャもちゃんと用意。 

それでも、リリム属御用達のカバンは手放さない！ 

『まおゆう魔王勇者』勇者抱き枕 勇者が描かれた抱き枕。 

魔王が、寝るときに抱いている。 

『まおゆう魔王勇者』の魔法のランプ 魔王が持つ、手にした者の心に刻まれた情景を映し出す魔

法のランプ。 

『まおゆう魔王勇者』魔王の銅像 魔王の銅像。魔王の声が聞こえてくる。 

『まおゆう魔王勇者』勇者の銅像 勇者の銅像。勇者の声が聞こえてくる。 

『まおゆう魔王勇者』女騎士の銅像 女騎士の銅像。女騎士の声が聞こえてくる。 

SP『まおゆう魔王勇者』魔王の銅像 魔王の銅像のスペシャルバージョン。 

魔王が、商人たちと渡り合うための表の顔、「紅の学士」とな

っている際の姿。 

魔王の「紅の学士」としての声が聞こえてくる。 

『まおゆう魔王勇者』一行の羅針盤 『まおゆう魔王勇者』一行が、元の世界に帰るために用意し

た羅針盤。 

勇者が使う、転移術の行先を指し示すことができる。 

『まおゆう魔王勇者』魔王への支援要請書 いたずらを含めた戦闘2 回分、各戦闘に 1 度だけ、魔王と勇

者が来て支援攻撃「ゆうしゃのばかー！」と「広域殲滅光焔

弾」を使う。 

『まおゆう魔王勇者』勇者への支援要請書 いたずらを含めた戦闘2回分、各戦闘に1度だけ、勇者が来

て、支援攻撃「広域殲滅光焔弾」を使う。 

『まおゆう魔王勇者』女騎士への支援要請書 いたずらを含めた戦闘2回分、各戦闘に1度だけ、女騎士が

来て、支援攻撃「勇者直伝、岩盤返し」を使う。 

『まおゆう魔王勇者』魔王の角 装備すると、いたずらを含めた戦闘の際、たまに魔王と勇者

が来て支援攻撃「ゆうしゃのばかー！」と「広域殲滅光焔弾」

を使う。 

ただし、支援に来てくれるかどうかはその時の気分次第。 

『まおゆう魔王勇者』勇者の黒騎士の兜 装備すると、いたずらを含めた戦闘の際、たまに勇者が来

て、支援攻撃「広域殲滅光焔弾」を使う。 

ただし、支援に来てくれるかどうかはその時の気分次第。 

『まおゆう魔王勇者』女騎士の剣 装備すると、いたずらを含めた戦闘の際、たまに女騎士が来

て、支援攻撃「勇者直伝、岩盤返し」を使う。 

ただし、支援に来てくれるかどうかはその時の気分次第。 

ばれいしょ 魔王が、「わグルま!」の魔界に開いた畑で収穫されたじゃが

いも。 

魔王の願いが込められていて、「悪魔の巣」にいる全モンス

ターの満腹度を回復させる。 

とうもろこし 魔王が、「わグルま!」の魔界に開いた畑で収穫されたとうも

ろこし。 

魔王の願いが込められていて、「悪魔の巣」にいる全モンス



 

 

ターの友好度を回復させる。 

    

魔王魔王魔王魔王    勇者勇者勇者勇者    女騎士女騎士女騎士女騎士    

            
    

    



 

 

    

リリムリリムリリムリリム(RD)(RD)(RD)(RD)    

    
 

 



 

 

■「まおゆう魔王勇者」とは 

ネット上の掲示板から発信された小説として、100 万人以上が熱狂したといわれる、ファンタジー作品。 

人間と魔族との戦争をベースとした深いテーマとリアリティ溢れる描写、経済から農業に至る豊富な知識

が盛り込まれ、既存ファンタジーの常識を覆すエンターテインメント性は、多くの人を魅了し続けている。 

 

「まおゆう魔王勇者」ＴＶアニメ公式サイト 

http://maoyu.jp/http://maoyu.jp/http://maoyu.jp/http://maoyu.jp/ 

---------------------------------------------------------------------- 

朗読劇「まおゆう魔王勇者 人間宣言 ～名もなき少女が 魂の解放を叫ぶ～」  

2014 年1 月15 日（水）発売決定！ 絶賛予約受付中 

---------------------------------------------------------------------- 

【商品仕様】 

◆Blu-ray：税抜6,800 円／DVD：税抜5,800 円 

◆収録内容：朗読劇約73 分＋メイキング映像 

◆初回特典：メイド姉妹（戸松 遥×東山奈央）ミニフォトブック 

◆発売・販売元：ポニーキャニオン 

 

【商品キャッチ】 

◆2013 年8 月18 日に開催された「まおゆう魔王勇者」の朗読劇を 

 完全収録した Blu-ray＆DVD が登場！！ 

◆戸松 遥＆東山奈央＆小清水亜美＆福山 潤ほか、 

 実力派キャストによる迫真の朗読劇を 8 台のカメラでクリアに再現！ 

◆主題である「人間宣言」を演じたメイド姉役の戸松 遥と、 

 メイド妹役の東山奈央をフィーチャーしたミニフォトブック付き（初回版のみ）！ 

 

 
（c）2013 TM by eb！／MP



 

 

 

【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!!!!』』』』    

    

【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 以上 

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

 Windows 8 : デスクトップモード IE 10.x, Firefox 16 以上 

 ※「Windows8 スタイル」の IE10 では動作しません。 

 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) またはハンゲームへの会員登録(無料)、 

ポイントタウンへの会員登録(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（無料） 

ニコニコへの会員登録（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」はどんどん増えていきます。 

 

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。 



 

 

    

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「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」 

 

© Gamepot Inc., All Rights Reserved. 



 

 

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す。 

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/ ） 

 

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    

わグルま！    http://www.waguruma.jp/ 

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 

わグルま★ http://star.waguruma.jp/ 

Shadow of Eclipse(Android版) http://shadowofeclipse.jp/ 

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    

ファンタジーアース ゼロ http://www.fezero.jp/ 

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

トキメキファンタジー ラテール http://www.latale.jp/ 

スカッとゴルフ パンヤ    http://www.pangya.jp/    

CABAL ONLINE http://www.cabal.jp/ 

ペーパーマン http://www.paperman.jp/ 

Livly Island COR http://www.livly.com/ 

Shadow of Eclipse http://shadowofeclipse.jp/ 

トリックスター http://www.trickster.jp/ 

 


