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オンラインゲームの開発・運営

以下ゲームポット）は、App Store 

製作所』において、本日7 月10 日

 

『ゆるロボ製作所』は、プレイヤーが

「ゆるいロボ」をたくさん生産・出荷

今回のアップデートでは、新たに

るロボは全42 種類となりました。

 

このアップデートと同時に、7 月

らえる「ゆるロボ製作所でズザー

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 社 名 株式会社ゲームポット

（URL http://www.gamepot.co.jp/

    

けけけけ無料無料無料無料アプリアプリアプリアプリ『『『『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』』』』アップデートアップデートアップデートアップデート実施実施実施実施

キャラクターキャラクターキャラクターキャラクター追加追加追加追加、、、、図鑑図鑑図鑑図鑑コンプリートをコンプリートをコンプリートをコンプリートを目指目指目指目指そうそうそうそう！！！！    

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

App Store 及び Google Play にて配信中の iOS・Android 向け無料

日（火）にアップデート版の配信を開始いたしました。 

プレイヤーが下町にあるロボット製作所の新しいオーナーとなり

出荷して、世界一のロボット製作所を目指す、新感覚の「

たに 12 体のキャラクターを追加し、これにより、『ゆるロボ

。 

月 10 日（火）10：00 から 7 月 31 日（火）17：00 まで、amazon

でズザー！出荷自慢キャンペーン 」を実施いたします。ぜひこの

 

  

＜追加キャラクター＞ 

平成24 年7 月10 日 

ゲームポット 

http://www.gamepot.co.jp/） 

実施実施実施実施！！！！    

    

代表取締役社長：植田修平 

無料アプリ『ゆるロボ

 

しいオーナーとなり、個性豊かな

「出荷ゲーム」です。

ゆるロボ製作所』に登場す

amazon ギフト券がも

ぜひこの機会にご参加下
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『ゆるロボ製作所』でロボットを出荷

イート数に応じて、 製作所オーナー

します。  

 

■キャンペーン開催期間 

7 月10 日（火） 10：00 ～ 7 月

 

■賞品 

amazon ギフトカード 60,000 円    

amazon ギフトカード 30,000 円    

amazon ギフトカード 10,000 円    

amazon ギフトカード  5,000 円   

amazon ギフトカード   500 円  

 

■参加条件 

参加・応募条件、本キャンペーン

ゆるロボ製作所公式facebook ページ
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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でズザーでズザーでズザーでズザー！！！！出荷自慢出荷自慢出荷自慢出荷自慢キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン」」」」    
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出荷した後、ロボット設計図から特定のワードを twitter

オーナー（ユーザー）に、総額120,000円分のamazonギフト

月31 日（火） 17：00  

    1 名様 

    1 名様 

    1 名様 

   2 名様 

   20 名様 

キャンペーン注意事項については、以下をご確認下さい。 

ページ ： http://www.facebook.com/yururobo 
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twitter に投稿。投稿したツ

ギフト券をプレゼントいた
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■■■■    基本情報基本情報基本情報基本情報    

タイトル： 『ゆるロボ製作所』 / Oddbot Workshop (

利用料金： 無料 

対応OS ：iPhone/iPod touch/ iPad 4.1

対応言語 ：日本語 / 英語 

配信地域 ：全世界 

 

App Store URL： http://itunes.apple.com/jp/app/yururobo

Google Play URL： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.gamepot.yururobo

 

公式サイト：http://company.gamepot.co.jp/social/yururobo/

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

 

■■■■キャプチャーキャプチャーキャプチャーキャプチャー    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（c）Gamepot Inc, All rights Reserved.

※ iPhone、iPod touch、iPad、App Store

※ Google PlayはGoogle Inc.の商標

※  AmazonおよびAmazonのロゴは
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『『『『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』』』』    サービスサービスサービスサービス概要概要概要概要    
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/ Oddbot Workshop (英語版タイトル) 

iPad 4.1 以降/ Android 2.2 以降 

http://itunes.apple.com/jp/app/yururobo-zhi-zuo-suo/id517201088?ls=1&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.gamepot.yururobo

http://company.gamepot.co.jp/social/yururobo/ 

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

Gamepot Inc, All rights Reserved. 

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 

のロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です

        

＜アイコン
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suo/id517201088?ls=1&mt=8 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.gamepot.yururobo 

です 

アイコン＞ 



 

 

    

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、オンラインゲーム

ントのグループ会社となりました。他社の追随

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

立しております。さらに詳しい情報は、ゲームポットの

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    

スカッとゴルフ パンヤ    

CABAL ONLINE 

ペーパーマン 

トキメキファンタジー ラテール 

ファンタジーアース ゼロ 

コンチェルトゲート フォルテ 

ブラウザ封神演義 

メビウスオンライン 

Livly Island COR 

アヴァロンの鍵ONLINE 

アルテイルネット 

Wizardry Online 

THE SHOGUN 

お宝発掘 ホリキング 

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 

ゆるロボ製作所 

童話スピリッツ 

狩りとも 

Alteil バトル RPG 

ネイビーウォーズ 

わグルま！ 

ワイルドレーシング MAX 

バトルゴルフ パンヤ 

童話スピリッツ（R）-魔法のﾄﾗﾝﾌﾟ- 

ゾンビハンターズ by 狩りとも 

ラテール イリス物語 

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

星戦サザンクロス 

 

 

 

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、2008 年9

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

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

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://www.pangya.jp/    

http://www.cabal.jp/ 

http://www.paperman.jp/ 

http://www.latale.jp/ 

http://www.fezero.jp/ 

http://www.cgf.jp/ 

http://buraho.jp/ 

http://mebius-online.jp/ 

http://www.livly.com/ 

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

http://www.alteil.jp/ 

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

http://www.theshogun.jp/ 

http://horiking.jp/entrance/ 

http://company.gamepot.co.jp/social/yururobo/ 

http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/douwa/

http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/karitomo/

http://www.alteil.jp/mobile/ 

http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/navy/

http://www.waguruma.jp/ 

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

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

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

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

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

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/southerncross/

9 月にソネットエンタテインメ

とのリレーションシップを擁しており、幅

のリーダーとしての地位を確

） 
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games.jp/support/gp_tksc/index.html 

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


