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『人狼オンライン』の VIP 機能がさらにパワーアップ！
VIP 限定のクエストでアバターをゲット！
http://jinrou-online.com

オンラインゲームの開発・運営を行う株式会社コアエッジ（東京都品川区、代表取締役 CEO：宮本 貴志、以下コ
アエッジ）は、ヤフー株式会社が運営するゲームポータルサイト「Yahoo!ゲーム」で展開する多人数参加型オンライ
ン推理ゲーム『人狼オンライン』にて、１１月１２日（水）に VIP 機能の第二弾「VIP 限定クエスト」を追加します。
この VIP 機能は現在キャンペーン実施中で、通常月額 980 円（税抜）を永久月額 500 円（税抜）でお楽しみ頂け
ます。
『人狼オンライン』は１日に約 7,000 人がプレイする、多人数参加型オンライン推理ゲームです。VIP 機能の実装
により、これまで以上に深くゲームをお楽しみ頂くことが可能となります。ご期待下さい。
●VIP 限定のクエストでさらに面白さパワーアップ！
『人狼オンライン』は本日 11 月 12 日（水）
、VIP 機能第２弾となる「VIP 限定クエスト」
を追加します。１１月１２日（水）～１１月３０（日）23：59 までの挑戦期間中、獲得条件と
なる下記の勝利数をあげると「白い髪の男性」が獲得できます。
【白い髪の男性

クエスト獲得条件】

獲得条件

プレゼント

VIP になって期間中に２０勝する。 白い髪の男性

靴とズボン

VIP になって期間中に４０勝する。 白い髪の男性

髪と口

VIP になって期間中に８０勝する。 白い髪の男性

服と目と眉

獲得報酬アバター
「白い髪の男性」

●VIP 入会特典はまだまだキャンペーン実施中！今すぐ VIP 会員になろう！
 今ならずーっと月額５００円！（税抜）
今 VIP に加入すると、特典期間終了後に通常価格 980 円（税抜）になった後も、解約されない限り、ずーっ
と月額５００円（税抜）でご利用できるお得なサービスです。
 限定アバターについて
限定アバター配付期間中に VIP だった方のみ、期間限定の「月替わりプレゼントアバター」がゲットできます。
しかも入手できる限定アバターは毎月入れ替わります。期間限定のアバターパーツは毎週水曜日のメンテナン
ス後にクエストから受け取る事ができます。 さらに！VIP だけが挑戦できる限定クエストをクリアすると、上
記とは別の期間限定アバターがゲットできます。
 VIP 限定エモーションについて
ゲームルームの中で使用できる、VIP 限定の多彩なエモーションが使えます。
 限定部屋設定について
各ゲームルームのゲーム設定を行えます。
 VIP 限定部屋作成: VIP の人のみでゲームをプレイできる部屋を作れます。
 カギ部屋: パスワードを知っている人のみが参加できる、カギ付きの部屋を作成できます。
 人数設定: ゲーム参加人数を設定できます。(最小 6 人、最大 18 人)
 レーティング設定: 任意のレーティングの人だけ参加できる部屋を作れます。
 ゲームスピード変更: 通常よりも早い試合時間の設定ができます。(昼 3 分、夜 2 分)
 背景設定: ゲームルームの背景を変更することができます。
 コンピューター（NPC）の役割あり、なし機能について
 最初に襲われるコンピューターの役割をあり、なしに設定できます。
 ありに設定されていると、最初に襲われるコンピューターは人狼・妖弧以外の役割になります。
 なしに設定されていると、最初に襲われるコンピューターは常に村人になります。
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● 人狼オンラインについて
「人狼オンライン」は、近年多くのメディアで取り上げられ、人気急上昇中の推理パーティゲーム「人狼」をオン
ライン向けにアレンジし、気軽に遊ぶことができるようにした多人数参加型オンライン推理ゲームです。
複雑なルールの把握、スムーズな進行を行う司会者の準備、10 人程度の参加者を集める必要があるなど、ゲームを
開始するための準備が大変だった「人狼」ですが、オンラインゲーム化をした事により、ちょっとした空き時間に、
誰でも気軽にプレイできる内容に生まれ変わりました！
推理を重ね犯人を暴きだす緊張感、言葉巧みに疑惑をかわしながら一人、また一人と参加者を排除していくスリ
ル・・・。他のゲームでは味わえない、参加者同士の駆け引きとハラハラ感を存分に楽しめる「人狼オンライン」を、
ぜひこの機会にお試しください！

●人狼オンライン

役割紹介

昼は人間になりすまし、夜は参加者

夜には何もすることができません。

のだれか一人を襲い、ゲームから排

昼、誰か一人をゲームから排除する

除することができます。人狼以外の

ための投票に参加することができま

人数を、人狼と同じ人数にすると勝

す。すべての人狼を排除することが

利となります。

できれば勝利となります。

人狼

村人
占い師は非常に重要な役割を持って

このほかにも様々な役職が登場しま

います。夜、参加者の中からだれか一

す。それぞれの役職の特徴を活かし、

人を選び、その正体を知ることができ

自分のチームを勝利に導きましょ

ます。すべての人狼を追放することが

う！

できれば勝利となります。

占い師
●自分好みのアバターでプレイ！表情豊かにコミュニケーションを楽しもう！
様々な種類の服を組み合わせることはもちろん、色を変更して自分だけのオリジナルアバターを作ることができま
す。アバターは様々なアクションや表情をとる事ができます。チャットと併せて使う事で円滑なコミュニケーション
をお楽しみ下さい！

ジャンル

多人数参加型オンライン推理ゲーム

ゲーム URL

http://jinrou-online.com

対応ブラウザ

Internet Explorer 8 以上(推奨)、Mozilla Firefox 最新(推奨)、Google Chrome 最新、Safari
最新

利用料金

月額無料、一部アイテム課金

コピーライト表記

(C)CORE EDGE Inc. All Rights Reserved.

その他

プレイするには、Yahoo! JAPAN ID が必要です。
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●株式会社コアエッジについて
コアエッジは、10 年以上にも及ぶオンラインカードゲームの運営ノウハウを活かし、業界最先端のオンラインゲーム
運営・開発に加え、カードイラストの受託やゲーム事業のコンサルティングなど、多岐にわたる業務を行っておりま
す。国内外へ魅力的なコンテンツを提供し、最高の“企画”をもって最高の笑顔を創ってまいります。
株式会社コアエッジ

ホームページ

http://www.core-edge.jp/

●コアエッジコンテンツ
PC ゲーム
 人狼オンライン
[Yahoo!ゲーム]
http://jinrou-online.com
 SKYLOCK（スカイロック）
［Yahoo! Mobage]
http://yahoo-mbga.jp/game/12018316/play
 聖闘士星矢ビッグバンコスモ
[Yahoo! Mobage] http://yahoo-mbga.jp/game/12018468/detail
 ドラゴンタクティクスｆ（フォルテ）
[mixi ゲーム]
http://mixi.jp/run_appli.pl?id=40514
[ニコニコアプリ] http://app.nicovideo.jp/app/ap254
[ゲソてん] http://gesoten.com/games/game/8147
[ガマニア] http://dratac.core-edge.jp/gamania/dratac/index.php
[Yahoo! Mobage] http://yahoo-mbga.jp/game/12012666/play
 モンスタートレジャー
[mixi ゲーム]
http://mixi.jp/run_appli.pl?id=40576
[ゲソてん] http://gesoten.com/games/game/8169
[Yahoo! Mobage] http://yahoo-mbga.jp/game/12015466/play
 闘神！アルテイル★コロシアム
[ゲソてん]
http://gesoten.com/games/game/8161
[ガマニア] http://www.alteil.jp/gamania/al_colo/index.php
[Yahoo! Mobage] http://yahoo-mbga.jp/game/12013251/detail
 アルテイルネット
http://www.alteil.jp/index_html.php
携帯ゲーム
 Alteil BRAVE（アルテイルブレイブ）
[iOS 版] http://alteil-brave.core-edge.jp/
 『攻城戦記◆バハムートグリード』
[Mobage スマートフォン版] http://g12013655.sp.pf.mbga.jp
[Mobage フィーチャーフォン版] http://pf.mbga.jp/12013655
 モバ釣り
[Mobage スマートフォン版] http://g12015652.sp.pf.mbga.jp
[Mobage フィーチャーフォン版] http://pf.mbga.jp/12015652
 アルテイル バトルアリーナ
[Mobage スマートフォン版] http://g12017313.sp.pf.mbga.jp
[Mobage フィーチャーフォン版] http://pf.mbga.jp/12017313
 モバ釣り DX 爆釣アイランド
[Mobage スマートフォン版] http://g12018247.sp.pf.mbga.jp
[Mobage フィーチャーフォン版] http://pf.mbga.jp/12018247

本件に関する報道関係のお問合せ先：株式会社コアエッジ
Tel:03-5781-3440／Fax:03-5781-3441

営業部

E-Mail: publicity@core-edge.jp
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