
 

各位 

『『『『わグルまわグルまわグルまわグルま!!!!』』』』    新新新新キャラクターキャラクターキャラクターキャラクター

さらにさらにさらにさらにヨウコとメリジムがヨウコとメリジムがヨウコとメリジムがヨウコとメリジムが

オンラインゲームの開発・運営

以下ゲームポット） は、自社開発

ンス終了後よりアップデートを行います

 

    

歌好歌好歌好歌好

本日10 月31 日（水）メンテナンス

ヨウコは歌好きのおてんば娘。

声を担当するのは声優 諏訪彩花

 

 

 

 

平成

 

会 社 名 株式会社ゲームポット

（URL http://www.gamepot.co.jp/

キャラクターキャラクターキャラクターキャラクター、、、、歌好歌好歌好歌好きのイタズラきのイタズラきのイタズラきのイタズラ狐狐狐狐っっっっ娘娘娘娘““““ヨウコヨウコヨウコヨウコ””””実装実装実装実装

ヨウコとメリジムがヨウコとメリジムがヨウコとメリジムがヨウコとメリジムがテーマソングをテーマソングをテーマソングをテーマソングを歌歌歌歌うううう！？！？！？！？    ユニットユニットユニットユニット「「「「グルでびグルでびグルでびグルでび

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

自社開発ソーシャルゲーム 『わグルま!』において、本日10 月

行います。 

≪≪≪≪公式公式公式公式サイトサイトサイトサイト≫≫≫≫    

http://www.waguruma.jp/http://www.waguruma.jp/http://www.waguruma.jp/http://www.waguruma.jp/entrance/entrance/entrance/entrance/    

歌好歌好歌好歌好きのイタズラきのイタズラきのイタズラきのイタズラ狐狐狐狐っっっっ娘娘娘娘、、、、ヨウコがヨウコがヨウコがヨウコが登場登場登場登場！！！！    

メンテナンス終了後より、新キャラクター「ヨウコ」を実装いたしました

。人里離れた静かな山などのほら穴に住んでいる狐型

諏訪彩花さん。ぜひこの機会に『わグルま!』をチェックしてみてください

ヨウコヨウコヨウコヨウコ    （（（（CV CV CV CV 諏訪彩花諏訪彩花諏訪彩花諏訪彩花））））    

人里離れた静かな山などにある、ほら

狐型の獣人族。 

 

ほとんどが単独行動をしているが、

買い物をしに町まで下りてくる。 

 

自由奔放な性格で、主人や周りを騙

イタズラするのが趣味。 

それでも憎めない、明るい性格。 

歌が大好きで、森の中で歌っている

 

主人は「ご主人様」 

一人称は「あたし」 

  

平成24 年10 月31 日 

ゲームポット 

http://www.gamepot.co.jp/） 

実装実装実装実装！！！！    

グルでびグルでびグルでびグルでび!!!!」」」」結成結成結成結成！！！！    

代表取締役社長：植田修平、

月 31 日（水）メンテナ

    

いたしました。 

狐型の獣人族です。 

をチェックしてみてください！ 

ほら穴に住んでいる、 

、時々、 

騙して 

 

っている姿を度々目撃される。 



 

●●●●役柄役柄役柄役柄がががが決決決決まったまったまったまった時時時時のののの感想感想感想感想

役が決まった時は、すごくうれしかったです

しかも、こんなキュートな女

見ていても、カッコイイなぁ

とてもうれしいです☆ 

しかもこんなにかわいい妖狐

元気でイタズラっ子な、しっぽが

あのしっぽをまくらにして寝

 

●●●●収録収録収録収録をををを終終終終えてのえてのえてのえての感想感想感想感想やややや、、、、

実は、今まであまりヨウコみたいな

役で頂いて演じたことがなかったので

収録では、髪型をヨウコ風

でもやっぱり戦闘の台詞が

☆ 

その中でも、印象に残ったのは

しっぽうらやましいです！！

 

●●●●ファンのファンのファンのファンの方方方方へメッセージへメッセージへメッセージへメッセージ

わグルま!は、私の初めてのゲーム

一生懸命演じたので、皆さんにヨウコを

可愛がってもらえたらうれしいです

 

ヨウコヨウコヨウコヨウコとメリジムとメリジムとメリジムとメリジムがユニットがユニットがユニットがユニット

本日登場した歌好きイタズラ狐

がユニット「グルでび!」を結成！ 

「グルでび!」は、なんと 『わグルま

は佐々木宏人さんが担当！  

 

今後2 人がどんな活動をしていくのか・・・

 

さらに、特設サイトでは 2 人が

聞く事ができます！ 「グルでび

 

 

 

    

 

諏訪彩花諏訪彩花諏訪彩花諏訪彩花コメントコメントコメントコメント    

感想感想感想感想、、、、キャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターの印象印象印象印象などなどなどなど    

すごくうれしかったです！！！ 

女の子！！子供の頃から「妖狐」ってアニメやゲームを

カッコイイなぁ♡と思っていたので、そんなあこがれの存在を演じられて

妖狐のヨウコちゃんを！！（笑） 

しっぽが萌えなヨウコに出会えて感謝です！！！ 

寝たらキモチイイだろうなぁ Zzz 

、、、、演演演演じたキャラクターのじたキャラクターのじたキャラクターのじたキャラクターの印象深印象深印象深印象深いセリフなどいセリフなどいセリフなどいセリフなど    

まであまりヨウコみたいな元気でかわいい無邪気な子を 

じたことがなかったので、最初はすごく心配な面もあったのですが

風にして、形から入って挑戦してみました（笑）！！ 

が楽しかったです！！！あーやって叫ぶのにあこがれていました

ったのは「んっふっふ、今日もふさふさ」です♡ 

！！ 

へメッセージへメッセージへメッセージへメッセージ    

めてのゲーム作品です☆ 

さんにヨウコを 

がってもらえたらうれしいです♡ 

がユニットがユニットがユニットがユニット「「「「グルでびグルでびグルでびグルでび!!!!」」」」をををを結成結成結成結成！！！！    テーマソングをテーマソングをテーマソングをテーマソングを聴聴聴聴きにきにきにきに

狐っ娘のヨウコ（CV諏訪彩花）と、関西弁娘の元気っ娘

  

わグルま!』テーマソング「魔界は天国」を歌います！！ 「魔界

をしていくのか・・・！？ 特設サイトをチェックしよう！ 

が歌う『わグルま!』テーマソング「魔界は天国」ショートバージョンも

グルでび!」にぜひご期待ください！ 

「「「「グルでグルでグルでグルでびびびび!!!!」」」」特設特設特設特設サイトサイトサイトサイト    

http://www.waguruma.jp/special_1210/http://www.waguruma.jp/special_1210/http://www.waguruma.jp/special_1210/http://www.waguruma.jp/special_1210/    

ってアニメやゲームを 

じられて 

もあったのですが、 

ぶのにあこがれていました

きにきにきにきに行行行行こうこうこうこう！！！！    

    

娘メリジム（CV藤田彩）

魔界は天国」の作曲

ショートバージョンも 



 
●●●●作曲家情報作曲家情報作曲家情報作曲家情報（（（（敬称略敬称略敬称略敬称略））））    

    

佐佐佐佐々々々々木木木木    宏人宏人宏人宏人    

「'93年株式界社ナムコ（現バンダイナムコゲームス

数々のアーケード、家庭用ゲーム

’08年退社後フリーの作曲家として

 

代表作は、「アイドルマスター」、「

 

●●●●声優情報声優情報声優情報声優情報（（（（敬称略敬称略敬称略敬称略））））    

諏訪彩花諏訪彩花諏訪彩花諏訪彩花

5月27日生

 

主な出演作品

TVアニメ『ジャイロゼッター

TVアニメ『CODE:BREAKER

CD『FMファミソン 16BIT

 

●●●●ストーリーストーリーストーリーストーリー    

ある日のこと― 

魔界を散歩（正しくは飛行中

 

森の中にこだまするその歌声

ヨウコの歌にいたく感動したメリジム

 

「ウチもいっしょに歌いたいんや

ヨウコのほうも、初めて出会

「あんたのしょってるそれ、なあに

 

明るくて元気な性格の二人はすぐに

そうして、なんだかんだ仲良

 

バンダイナムコゲームス）入社。 

ゲーム、テーマーパーク等の音楽や効果音を手がける。 

として活動中。 

」、「ペーパーマン」等。 

諏訪彩花諏訪彩花諏訪彩花諏訪彩花    藤田彩藤田彩藤田彩藤田彩    

 

日生まれ 

出演作品 

ジャイロゼッター』河野サキ役 

CODE:BREAKER』つぐみ役 

16BIT』源レム役 

11 月26日生まれ 

 

 

主な出演作品 

『ホリキング』エミリ役

飛行中）のメリジムの耳に美しい歌声が聞こえてきました。 

歌声の主は、化けるのが得意な狐モンスターのヨウコ。 

したメリジム。 

いたいんや―！ いまの曲なんやー？ ウチにおしえてんか

出会うメリジムの機械ボディに興味しんしん。 

なあに？ ちょっとよくみせてよ～！」 

はすぐに意気投合。 

仲良くなった二人はユニットを結成して歌ってみることに…

 

 

 

役 

 

 

ウチにおしえてんか！」 

… 



 

    

「「「「グルでびグルでびグルでびグルでび

「グルでび!」の結成を記念して

ス開始までの期間中、「グルでび

 

本キャンペーンでは、特定のレアリティのヨウコ

なアイテムをプレゼント！ さらに

ジムの出現率が大幅アップ！！

ぜひお楽しみください。 

 

 

ニコニコチャンネルニコニコチャンネルニコニコチャンネルニコニコチャンネル

「「「「グルでびグルでびグルでびグルでび

本日10 月31 日（水）より、ニコニコチャンネル

「わグルまチャンネル」では、ユニット

 

さらに、声優 諏訪彩花さんと藤田彩

 

ここでしか見られない情報満載

 

 

    

    

グルでびグルでびグルでびグルでび!!!!」」」」をををを捕捕捕捕まえようキャンペーンまえようキャンペーンまえようキャンペーンまえようキャンペーン開催開催開催開催！！！！    

して、本日10 月31 日（水）メンテナンス終了後から 11 月

グルでび!を捕まえようキャンペーン」を実施いたします。 

のレアリティのヨウコ、またはメリジムを捕獲すると、レアリティに

さらに、本キャンペーン期間中は、「モンスターエッグ FULL

！！ 新キャラクターを捕まえるなら今がチャンス！ 

ニコニコチャンネルニコニコチャンネルニコニコチャンネルニコニコチャンネル内内内内にににに「「「「わグルまチャンネルわグルまチャンネルわグルまチャンネルわグルまチャンネル」」」」がががが開設開設開設開設！！！！    

グルでびグルでびグルでびグルでび!!!!」」」」からのからのからのからの開設記念開設記念開設記念開設記念メッセージをチェックしようメッセージをチェックしようメッセージをチェックしようメッセージをチェックしよう！！！！！！！！    

ニコニコチャンネル内に『わグルま!』公式チャンネルを開設

ユニット「グルでび!」や、アップデートの最新情報をお届

藤田彩さんからの、「わグルまチャンネル」開設記念メッセージを

情報満載の「わグルまチャンネル」をお見逃しなく！ 

月8日（木）メンテナン 

レアリティに応じた様々

FULL」からのヨウコとメリ

    

    
開設いたしました。 

届けする予定です！ 

メッセージを公開！ 



 

    

 

 
 

「「「「わグルまチャンネルわグルまチャンネルわグルまチャンネルわグルまチャンネル」」」」    

http://ch.nicovideo.jp/channel/wagurumahttp://ch.nicovideo.jp/channel/wagurumahttp://ch.nicovideo.jp/channel/wagurumahttp://ch.nicovideo.jp/channel/waguruma    

        



 
 

 

    

【【【【ゲームゲームゲームゲーム概要概要概要概要】】】】    

『わグルま!』は、あなたが悪魔となり

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

・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

 

■■■■対応対応対応対応ブラウザブラウザブラウザブラウザ    

・Windows XP : IE 8.x, Firefox 最新版

・Windows Vista :IE 8.x, Firefox 最新版

・Windows 7 : 8.x, 9.x  Firefox 最新版

・Adobe Flash Player 最新版推奨 

 

■■■■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

 

■■■■    基本基本基本基本ゲームプレイのゲームプレイのゲームプレイのゲームプレイの紹介紹介紹介紹介    

    

1. 1. 1. 1. 【【【【部下部下部下部下となるとなるとなるとなる女女女女のののの子子子子モンスターでアイテムをモンスターでアイテムをモンスターでアイテムをモンスターでアイテムを

アップデートで、仲間にできる

 

2. 2. 2. 2. 【【【【家具合成家具合成家具合成家具合成（（（（制作制作制作制作））））するするするする】】】】    

 集めたアイテムの中には「素材

 素材にあなた（悪魔）の力を

 

3. 3. 3. 3. 【【【【家具家具家具家具をををを配置配置配置配置するするするする】】】】 

自分の部屋に、作った家具を

自分の好みに合った部屋を、

また、家具によっては、配置することで

 

【【【【わグルまわグルまわグルまわグルま!!!!】】】】サービスサービスサービスサービス概要概要概要概要    

ドキドキドキドキドキドキドキドキ！！！！ハーレムライフハーレムライフハーレムライフハーレムライフ！『！『！『！『わグルまわグルまわグルまわグルま!!!!』』』』    

となり、部下となる「女の子モンスター」を使って、素材

にしていくゲームです。    

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 ] 

//www.realworld.jp/app/waguruma ] 

最新版 

最新版 

最新版, 

 

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

モンスターでアイテムをモンスターでアイテムをモンスターでアイテムをモンスターでアイテムを集集集集めるめるめるめる】】】】    

にできる「女の子モンスター」はどんどん増えていきます。 

素材」と呼ばれるアイテムがあり、 

を加えることで、家具を作ることができます。 

を自由に配置することができます。 

、コーディネートしましょう。 

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

素材を集め、家具を作り

会員登録 

 

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

いたずらをすると、相手の

スキルを覚えることができます

 

5555. . . . 【【【【アイテムをアイテムをアイテムをアイテムを買買買買うううう】】】】    

素材の収集や、家具の合成

購入したアイテムの使用によって

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

 

© Gamepot Inc., All Rights Reserved.

    

 

モンスター」にいたずらすることができます。 

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

えることができます。 

合成には、時間がかかります。 

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

 

作成」 ゲーム画面「あそぶ

 
画面」 ゲーム画面「家具合成画面

 
」 ゲーム画面「

 
いたずらバトル画面」 ゲーム画面「もようがえ

epot Inc., All Rights Reserved. 

        

められるようになる等の、 

めることができます。 

 

あそぶ」 

 
家具合成画面」 

 
「会話」 

 
もようがえ画面」 

 



 
株式会社株式会社株式会社株式会社ゲームポットについてゲームポットについてゲームポットについて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、

メント株式会社の連結子会社です。ゲームポットは

ンシップを擁しており、幅広く展開する戦略的

業界のリーダーとしての地位を確立しております

（ http://www.gamepot.co.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    

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 

コンチェルトゲート フォルテ 

メビウスオンライン 

トリックスター 

THE SHOGUN 

Livly Island COR 

幕末魂 

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！    

童話スピリッツ（R）-魔法のﾄﾗﾝﾌﾟ-

狩りとも 

ゾンビハンターズ by 狩りとも 

特殊戦隊クロニクル 

戦姫★クライシス＠アクエリアンエイジ

萌妖★クライシス 

ラテール イリス物語 

蒼穹ドラゴンギルド 

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 

 

 

、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

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

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、

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

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.cgf.jp/ 

http://mebius-online.jp/ 

http://www.trickster.jp/ 

http://www.theshogun.jp/ 

http://www.livly.com/ 

http://bakuspirits.jp/ 

http://www.waguruma.jp/ 

- http://company.gamepot.co.jp/special/douwa2/

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

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

http://tksc.docs.social-games.jp/support/gp_tksc/index.html

アクエリアンエイジ    http://company.gamepot.co.jp/special/senki/

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

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

http://pf.mbga.jp/12010535 

http://yururobo.jp 

現在、ソネットエンタテイン

海外開発会社とのリレーショ

、日本のオンラインゲーム

ホームページをご覧下さい。

http://company.gamepot.co.jp/special/douwa2/ 

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

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

games.jp/support/gp_tksc/index.html 

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

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

 


