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

サービス開始を記念し、サービス開始を記念し、サービス開始を記念し、サービス開始を記念し、

オンラインゲームの開発・運営を行う

部直人、以下 GMO ゲームポット）

★（わぐるますたー）』iOS 版をリリースいたしました

 

    

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

 

3 月 11 日（火）、ついに待望のリズミックアクションゲーム

たしました。 

『わグルま★（わぐるますたー）』とは、女の子モンスターを育てて一流アイドルに育成し、自分のアイド

ル事務所を大きくしていくモンスターっ娘アイドル育成リズミックアクションゲーム

 

『わグルま!』でお馴染みの、可愛く個性的な女の子モンスター達が踊る姿は必見！

さらに豪華声優陣も参加する、

ぜひ、可愛い女の子モンスターを、一人前のアイドルに育ててあげてください！

    

 

平成

会 社 名 GMO ゲームポット株式会社

（URL 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『わグルま『わグルま『わグルま!!!!』』』』期待の期待の期待の期待のスピンオフスピンオフスピンオフスピンオフ作品作品作品作品第一弾第一弾第一弾第一弾

『わグルま★（わぐるますたー）』『わグルま★（わぐるますたー）』『わグルま★（わぐるますたー）』『わグルま★（わぐるますたー）』iOSiOSiOSiOS版版版版    ついについについについに3333月月月月11111111日（火）リリース！日（火）リリース！日（火）リリース！日（火）リリース！

サービス開始を記念し、サービス開始を記念し、サービス開始を記念し、サービス開始を記念し、3333大キャンペーン同時大キャンペーン同時大キャンペーン同時大キャンペーン同時開催開催開催開催    

    

オンラインゲームの開発・運営を行う GMO ゲームポット株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：

ゲームポット）は、自社開発のアイドル育成リズミックアクション

版をリリースいたしました。 

    

http://star.waguruma.jp/http://star.waguruma.jp/http://star.waguruma.jp/http://star.waguruma.jp/    

君は君は君は君は一流一流一流一流アイドルを育てられるか？！アイドルを育てられるか？！アイドルを育てられるか？！アイドルを育てられるか？！    

『わグルま★（わぐるますたー）』『わグルま★（わぐるますたー）』『わグルま★（わぐるますたー）』『わグルま★（わぐるますたー）』    ついについについについにリリースリリースリリースリリース    

待望のリズミックアクションゲーム『わグルま★（わぐるますたー）』をリリースい

『わグルま★（わぐるますたー）』とは、女の子モンスターを育てて一流アイドルに育成し、自分のアイド

モンスターっ娘アイドル育成リズミックアクションゲームです。

でお馴染みの、可愛く個性的な女の子モンスター達が踊る姿は必見！ 

する、ハイクオリティなゲームとなっております。 

ぜひ、可愛い女の子モンスターを、一人前のアイドルに育ててあげてください！ 

        

平成26 年3 月12 日 

ゲームポット株式会社 

http://www.gamepot.co.jp/） 

第一弾第一弾第一弾第一弾    

日（火）リリース！日（火）リリース！日（火）リリース！日（火）リリース！    

区、代表取締役社長：服 

リズミックアクションゲーム 『わグルま

『わグルま★（わぐるますたー）』をリリースい

『わグルま★（わぐるますたー）』とは、女の子モンスターを育てて一流アイドルに育成し、自分のアイド

です。 

 



 

 

3 月 11 日（火）より『わグルま★（わぐるますたー）』の

ートいたします。 

 

◆◇キャンペーン◆◇キャンペーン◆◇キャンペーン◆◇キャンペーン 1111◇◆◇◆◇◆◇◆    

連続ログインボーナスキャンペーン連続ログインボーナスキャンペーン連続ログインボーナスキャンペーン連続ログインボーナスキャンペーン

    

3 月11 日（火）から 3 月19 日（水

毎日ログインするだけで、魔聖石などステキなアイテムをプレゼント！

 

連続ログイン 1 日目：指南酒×1 

連続ログイン 2 日目：魔聖石×1 

連続ログイン 3 日目以降：魔聖石×

 

 

◆◇キャンペーン◆◇キャンペーン◆◇キャンペーン◆◇キャンペーン 2222◇◆◇◆◇◆◇◆    

スタートダッシュキャンペーンスタートダッシュキャンペーンスタートダッシュキャンペーンスタートダッシュキャンペーン    

    

3 月11 日（火）から 3 月31 日（月）までの期間中、トレーニングでモンスターを鍛えちゃおう！

モンスター育成応援キャンペーンを開催いたします。

トレーニングがお得なこの機会をお見逃しなく！

    

1：トレーニング指導力／スタミナ

トレーニングで消費されるスタミナが

 

2：トレーニング指導力約1/2 

トレーニングに必要な指導力が約

トレーニング Easy 5 -> 3 

トレーニング Normal 10 -> 5 

トレーニング Hard 15 -> 7 

    

 

リリース記念リリース記念リリース記念リリース記念    3333 大キャンペーン開催！大キャンペーン開催！大キャンペーン開催！大キャンペーン開催！    

日（火）より『わグルま★（わぐるますたー）』のリリース開始を記念し、3 つのキャンペーンをスタ

連続ログインボーナスキャンペーン連続ログインボーナスキャンペーン連続ログインボーナスキャンペーン連続ログインボーナスキャンペーン    

日（水）までの期間中、連続ログインボーナスキャンペーンを開催いたします。

毎日ログインするだけで、魔聖石などステキなアイテムをプレゼント！ 

 

 

日目以降：魔聖石×2 

日（月）までの期間中、トレーニングでモンスターを鍛えちゃおう！

モンスター育成応援キャンペーンを開催いたします。 

お得なこの機会をお見逃しなく！ 

：トレーニング指導力／スタミナ 

トレーニングで消費されるスタミナが 1/2 に減少いたします。 

約1/2 に減少いたします 

 

        

つのキャンペーンをスタ

）までの期間中、連続ログインボーナスキャンペーンを開催いたします。

日（月）までの期間中、トレーニングでモンスターを鍛えちゃおう！ 



 
◆◇キャンペーン◆◇キャンペーン◆◇キャンペーン◆◇キャンペーン 3333◇◆◇◆◇◆◇◆    

合成応援キャンペーン合成応援キャンペーン合成応援キャンペーン合成応援キャンペーン    

    

3 月11 日（火）から 3 月31 日（月）までの期間中、合成を無料で行うことができる、合成応援キャンペーン

を開催いたします。イベント期間中にたくさん合成して、周りのみんなに差をつけよう！

    

ついにスタートした『わグルま★（わぐるますたー

    

    

わグルま★（わぐるますたーわグルま★（わぐるますたーわグルま★（わぐるますたーわグルま★（わぐるますたー））））    基本情報基本情報基本情報基本情報

    

    

タイトル わグルま★（わぐるますたー

提供開始日 2014 年3

利用料金 無料（一部アイテムの購入は有料）

提供カテゴリー ゲーム＞ミュージック、ゲーム＞アドベンチャー

対応機種 iOS 

対応言語 日本語 

配信地域 日本 

 

    

 

日（月）までの期間中、合成を無料で行うことができる、合成応援キャンペーン

を開催いたします。イベント期間中にたくさん合成して、周りのみんなに差をつけよう！

ついにスタートした『わグルま★（わぐるますたー）』。ぜひ、お楽しみください！ 

基本情報基本情報基本情報基本情報    

App App App App StoreStoreStoreStore    

わグルま★（わぐるますたー） 

3 月11 日（火） 

無料（一部アイテムの購入は有料） 

ミュージック、ゲーム＞アドベンチャー 

App StoreApp StoreApp StoreApp Store    

    
        

日（月）までの期間中、合成を無料で行うことができる、合成応援キャンペーン

を開催いたします。イベント期間中にたくさん合成して、周りのみんなに差をつけよう！ 



 
【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

皆様には転生悪魔として、壮大なプロジェクトのお手伝いをしてもらいます！

目指せ魔界一のアイドルプロデューサー！

    

・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    ：無料（※一部有料アイテムがあります。）

・対応機種 ： iOS、Android（今夏予定

    

【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プロジェクトが突然スタートしてしまった！

皆様には転生悪魔として、壮大なプロジェクトのお手伝いをしてもらいます！  

目指せ魔界一のアイドルプロデューサー！ 

：モンスターっ娘アイドル育成リズミックアクション 

一部有料アイテムがあります。） 

今夏予定） 

    
                                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.

        

が突然スタートしてしまった！ 

    
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】    

モンスター達を応援！モンスター達を応援！モンスター達を応援！モンスター達を応援！    

ライブが成功するかどうかは、 

応援のキレ次第！？ 

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。

© 2014 GMO Gamepot Inc. All Rights Reserved.

    

    

    

    
    

    

 

    

 

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！    

照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。

2014 GMO Gamepot Inc. All Rights Reserved.    

        

    

    

持ち歌を歌うのはもちろん、他のモンスターの 

    

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。    



 
    

GMOGMOGMOGMOゲームポット株式会社ゲームポット株式会社ゲームポット株式会社ゲームポット株式会社についてについてについてについて 

GMO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

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。（

 

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    

コアマスターズ 

MIRROR WAR 

スカッとゴルフ パンヤ 

ファンタジーアース ゼロ 

ペーパーマン 

トキメキファンタジー ラテール 

Wizardry Online 

Livly Island COR 

Shadow of Eclipse 

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！    

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★ 

Shadow of Eclipse(Android版) 

    

 

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/ ） 
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http://shadowofeclipse.jp/ 

http://www.waguruma.jp/ 

http://star.waguruma.jp/ 

http://shadowofeclipse.jp/ 

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。 


