
 

各位 

待望待望待望待望のののの新作新作新作新作『『『『ゆるロボゆるロボゆるロボゆるロボ

iOS&AndroidiOS&AndroidiOS&AndroidiOS&Android

さらにさらにさらにさらに、、、、総額総額総額総額 100,000100,000100,000100,000 円分円分円分円分のののの

オンラインゲームの開発・運営

以下ゲームポット）は、本日11 月

ー』の提供を開始いたしました。 

2012 年4 月の iOS 版公開後、

て、累計80 万人以上が遊んだ『ゆるロボ

の名も『ゆるロボ製作所 ふぃーばー

なる新機能を多数追加しました！！

ゲームの基本システムは非常

したお金で設備投資し、「ロボ設計図

ボの生産は、燃料と材料をセットするだけ

ムに、新機能を多数追加したことで

ゆるロボが歩き回る作業室は、

れるようになっています。これによって

い！  

また、作業室に投資することで

ます。今まで以上にたくさんのロボが

設備投資に必要なお金は、通常

リアすることで、報酬をもらうこと

酬も多くなっておりますので、挑戦

各フィーチャーについて、以下

老若男女を問わず、無料で気軽

 

 

 

会 社 名 株式会社ゲームポット

（URL http://www.gamepot.co.jp/

ゆるロボゆるロボゆるロボゆるロボ製作所製作所製作所製作所    ふぃーばーふぃーばーふぃーばーふぃーばー』』』』本日本日本日本日 11111111 月月月月 22227777 日日日日（（（（

iOS&AndroidiOS&AndroidiOS&AndroidiOS&Android でででで同時同時同時同時サービスサービスサービスサービス開始開始開始開始！！！！！！！！    

のののの amazonamazonamazonamazon ギフトカードがギフトカードがギフトカードがギフトカードが貰貰貰貰えるおえるおえるおえるお得得得得ななななキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン

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

月27 日（火）より iOS＆Android 向け無料アプリ『ゆるロボ

 

 

、AppStore 無料ゲームカテゴリで 1 位を獲得し、Android

ゆるロボ製作所』が、さらに大きくパワーアップしてかえってきました

ふぃーばー』！ これまでのゲームの面白さはそのままに、よりゲームが

！！  

非常にシンプル。ゆるかわいいロボを生産・出荷することでお

設計図」と呼ばれるリストを全て埋めるのが、このゲーム

をセットするだけ。前作から踏襲したこの「誰でも気軽に楽しめる

したことで、さらに奥の深い楽しさを追求いただけるようになりました

、タッチパネルを二本指で操作することで、自由に拡大

これによって、好きなロボを心行くまで好きなアングル・大きさでご

することで、ゆるロボを一度に置いておける台数の上限を増やせるようになってい

にたくさんのロボが動き回る様子を、ぜひお楽しみ下さい。 

通常プレイでも十分に貯めることができますが、「ミッション

をもらうこともできます。難易度のかなり高いものも用意されています

挑戦してみてはいかがでしょうか？  

以下に詳細説明を記載いたしました。 

気軽に遊べるアプリですので、ぜひこの機会にお試し下

  

平成24 年11 月27 日 

ゲームポット 

http://www.gamepot.co.jp/） 

（（（（火火火火））））    

キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンをををを開催開催開催開催！！！！    

代表取締役社長：植田修平 

ゆるロボ製作所 ふぃーば

 

Android 版・ｉOS 版合わせ

きくパワーアップしてかえってきました。そ

よりゲームが楽しく

することでお金に替え、手に

このゲームのゴールです。ロ

しめる」ゲームシステ

いただけるようになりました！！  

拡大・縮小、回転させら

きさでご鑑賞くださ

やせるようになってい

ミッション」というお題をク

されていますが、その分報

下さい！  



 

【【【【大幅大幅大幅大幅にパワーアップにパワーアップにパワーアップにパワーアップ！！！！    】】】】    

前作から大幅にパワーアップした

ルの変更も自由自在！！ お好みの

ゆるロボたちがますます身近に感

また、作業室のアップグレードも

だけでなく、生産可能なゆるロボの

上にゲームとしての楽しさも進化

製作所のアシスタント「ねじ子」

のロボット製作所を目指しましょう

【【【【スクリーンショットスクリーンショットスクリーンショットスクリーンショット】】】】    

前作から大幅にパワーアップした作業

室。ゲームの進行に応じて、様々な変

化が楽しめます。 

新たにレポート機能も追加。１週間分の

ゆるロボ出荷数やお金（G）の売上をグ

ラフで分かりやすくレポート！  

 

 

にパワーアップした作業室画面。拡大や縮小、さらにカメラアング

好みの位置でゆるロボを眺めることで、個性豊かな

感じられます。 

のアップグレードも大きく進化。デザインやレイアウトが変化する

なゆるロボの数もレベルに応じて増えていきます。前作以

進化しました。 

」と一緒に、新型ロボをどんどん生産して、世界一

しましょう！！  

  

作業 カメラアングルも自由自在。真上から作

業室を眺めるといったこともできます。 

ミッションモードも

ーションを用意しました

  

の

をグ

作業室のリフォームもできるように！ 

さらに外観だけでなく、ストックできるゆ

るロボの数も増やすことができます。 

そして、待望のフィーバーモード

れまでにない、エキサイティングなゆ

るロボ生産が楽

 

 

も追加。様々なバリエ

しました。 

 

のフィーバーモード！ こ

エキサイティングなゆ

楽しめる！？  



 

    

ゆるロボゆるロボゆるロボゆるロボ製作所製作所製作所製作所    ふぃーばーふぃーばーふぃーばーふぃーばー    

 

 

タイトル 

提供開始日 

利用料金 

提供カテゴリ 

対応機種 iPhone 4 

対応OS 

対応言語 

配信地域 

    

App Store URL： https://itunes.apple.com/us/app/yururobo

Google Play： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.gamepot.yurukabu&hl=ja

公式サイト：http:// yururobo.jp/ 

公式Twitter： http://twitter.com/#!/yuru_robo

公式Facebook： http://www.facebook.com/yururobo

 

（c）Gamepot Inc, All rights Reserved.

「ゆるロボ」及び「ゆるロボ製作所

 

※ iPhone、iPod touch、iPad、App Store

※ Google PlayはGoogle Inc.の商標

    

 

 

    基本情報基本情報基本情報基本情報    

App  Store Google Play

ゆるロボ製作所 ふぃーばー 

2012 年11 月27 日（火） 

無料 

ゲーム＞シミュレーション ゲーム

iPhone 4 以降、iPod touch 第4 世代以降 Android 

iOS 4.1 以降 Android 2.3

日本語 

日本 

https://itunes.apple.com/us/app/yururobo-zhi-zuo-suo-fiba/id576676539?ls=1&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.gamepot.yurukabu&hl=ja

 

http://twitter.com/#!/yuru_robo 

/www.facebook.com/yururobo 

Gamepot Inc, All rights Reserved. 

製作所」は株式会社ゲームポットの商標です。 

App StoreはApple Inc.の商標または登録商標です。 

商標または登録商標です。 

        

Google Play 

ゲーム＞カジュアル 

Android 搭載端末 

Android 2.3 以降 

fiba/id576676539?ls=1&mt=8 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.gamepot.yurukabu&hl=ja 



 

『『『『ゆるロボゆるロボゆるロボゆるロボ製作所製作所製作所製作所    

『ゆるロボ製作所 ふぃーばー

製作所 ふぃーばー』ゲーム内のロボット

ーナー（ユーザー）に総額100,000

■■■■実施期間実施期間実施期間実施期間    

11 月27 日（火）13:00 ～12 月14

 

■■■■必要必要必要必要ツイートツイートツイートツイート数数数数とととと賞品賞品賞品賞品    

必要必要必要必要ツイートツイートツイートツイート数数数数    

１０以上 

７～９ツイート 

４～６ツイート 

1～３ツイート 

※期間内のツイート数の合計で、

 

【応募条件】 

①Twitter アカウントをお持ちの方

②本キャンペーンの注意事項に

③『ゆるロボ製作所 ふぃーばー

通） 

 

【当選発表】 

当選された方には公式アカウント

きます。発表はキャンペーン終了後

れる場合もございますので、あらかじめご

 

その他、キャンペーンに関する

ださい。 

 

 

    ふぃーばーふぃーばーふぃーばーふぃーばー』』』』公開記念公開記念公開記念公開記念！！！！    出荷自慢出荷自慢出荷自慢出荷自慢でプレゼントゲットでプレゼントゲットでプレゼントゲットでプレゼントゲット

ふぃーばー』の公開を記念し、キャンペーンも開催。ロボットを出荷

のロボット設計図から twitter に投稿すると、ツイート数

100,000円分の amazonギフト券を抽選でプレゼント！  

14 日（金）17:00 

賞品賞品賞品賞品（（（（AmazonAmazonAmazonAmazon ギフトカードギフトカードギフトカードギフトカード））））    当選人数当選人数当選人数当選人数    

¥30,000 

¥10,000 

¥5,000 

¥500 

、自動エントリーされます。 

方 

同意いただける方 

ふぃーばー』ゲーム内のロボット設計図から twitter に投稿した方

アカウント(@yuru_robo)より Twitter のダイレクトメッセージにて

終了後、約１週間程度を予定しております。なお、都合により

あらかじめご了承ください。 

する詳細はゆるロボ製作所公式ウェブサイト（ http://yururobo.jp 

でプレゼントゲットでプレゼントゲットでプレゼントゲットでプレゼントゲット！！！！    

出荷した後、『ゆるロボ

数に応じて、製作所オ

 

    

1 名 

3名 

7 名 

10 名 

方（iOS & Android共

のダイレクトメッセージにて発表させていただ

により発表が多少遅

http://yururobo.jp ）をご覧く



 

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、

式会社の連結子会社です。ゲームポットは、

ており、幅広く展開する戦略的パートナーシップ

地位を確立しております。さらに詳しい情報は

 

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 

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 

わグルま！    

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 

    

 

 

、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、ソネットエンタテインメント

、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

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

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/

http://yururobo.jp 

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

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

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

http://www.waguruma.jp/ 

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 

ソネットエンタテインメント株

とのリレーションシップを擁し

のオンラインゲーム業界のリーダーとしての

http://www.gamepot.co.jp/ ） 

games.jp/support/gp_tksc/index.html 


