Introduction -Character's Talking-

深海 のナゾが今、
明かされる！？
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オオホモラ

パンケーキ食べたーい！
……いつもそればかり言ってる。
そんなことないよぅ。たこ焼きだって食べたいし……そうだ！
デメニギスちゃん、カニ食べに行こっ！
……いかない（タコがたこ焼きが食べたいって……パンケーキはもういいの？
カニはどこからでてきたの？）
えー、お願いお願いー！
なんだよ、騒がしいな。
あ、オオホモラちゃん！一緒にカニ食べに行く？
ああ？なんでお前なんかと……。
そんなこと言わないでー！カニ美味しいよー！
うるせえな。おいデメニギス、こいつなんとかしろよ。
……無理。
私、オオホモラちゃんと一緒にカニ食べたいな。……ねえ、ダメ？
っ……。し、仕方ねえな。そんなに言うなら行ってやってもいいけど。
（オオホモラに向かってカニ食べたいなんてよく言えるわね。
受け入れるオオホモラもだけど。）
あらあら。オオホモラさん、相変わらずチョロ……やさしいのね。
バレルクラゲ……！
……今なんて？
くっ……。バ、バレルクラゲ……さん。
ふふっ。察しのいい子は好きよ。
ちっ……。
バレルクラゲさんもカニ食べに行く？ 人数多いほうが楽しいし♪
残念だけど、このあと予定があるのよねぇ。
そっか～。じゃあ3人で行こっか！
……私は行かない。
えー！ 行かないの？ なんでなんでー！
（『行くのが当たり前だと思ってた』みたいな顔されても困る。）
お前らほんとうるせえな……。ったく、これから死合なんだろ？ 大人しくしてろよ。
……私、そんなに喋ってない。
お前は心の中がうるせえんだよ。
……。
二人とも、そろそろ死合の時間じゃない？
あ、そうだった！
死合前の貴重な時間が無駄になった……。先に行く。
あ、待って、デメニギスちゃん！
何？
その肩に乗ってるの……。
（これに気づくなんて……この子のそういう所が油断できない。）
これはクリオネキャノン。あなたを倒すための武器で……。
すっごくおいしそう！！
……。
あらあら。
世話ねぇな。
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Illustrator's Comment
メンダコの丸い頭と足の形の可愛らしさをフードと

Design sketch

スカートに落とし込みました。全体的に丸々なシル
エットにしたいと思いデザインしました。

Finish Design
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いつも元気いっぱい太陽みたいな女の子。
パンケーキを食べると元気100倍！
すぐに体力がなくなるので何もない日は家
でのんびりしている。

優 里奈
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Illustrator's Comment
可愛さ×美しさ×スタイリッシュさをまとめる
のが難しいと感じました。
頭にボール型のライトを乗せていたり、衣装
が所々スケルトン素材になっているなど、微妙
なシュールさを取り入れたことで不思議ちゃん
らしさを出せてよかったと思っています。

Finish Design
Design sketch

マイペースな不思議ちゃん。

CHARACTER
PROFILE

周りから無口と思われているが、心の中では
ものすごいしゃべっている。
趣味はかわいいもの集めらしいが、どう見て
もグロテスクなものしか持っていない。
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Illustrator's Comment
オオホモラは強そうなイメージだったの
で、可愛いけど触ったら危険そうな雰囲
気を出したいと思いました。

Finish Design

胸のハーネスが個人的なポイントです。

Design sketch
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「全ての海洋生物は私にひれ伏すのよ！」
といつも自慢気に話している。
寝る時は、お気に入りの貝殻を背中に乗せ
ないと眠れないらしい。

依子
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Illustrator's Comment
デメニギスの「可愛さ」とは逆に「美し
さ」に重点を置いてデザインしました。元
になったクラゲの色合いの美しさが大変
印象的だったため、それを衣装に取り入
れるのが難しかったです。

Finish Design

Design sketch
みんなを優しさで包み込むお姉さん。

CHARACTER
PROFILE

だけど根はドS 。特に可愛い子はいじめたく
なってしまうらしい。頭についている傘の柔
らかさは深海一とも言われており、お気に入
りの子にだけぷにぷにさせている。
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SDアニメーション

装備品

Spineを利用してキャラクターに命を吹き込んでいます。

「AMA3」の魅力の一つは派手なアクションバトル。

装備ごとに異なる動きにご注目ください！

キャラクターがお魚たちを装備し格闘！派手な必殺技で相手をKO！！

メンダコ

クラブハンド

キレッキレな攻撃で垣間見る可愛さを意識して制

属性：近接・遠距離攻撃

作しました。耳を動かしたり、表情を細かく切り替
えたりする部分もご注目ください。
特にハイキックからのバック転は、この動きを作
るために構成を練ったくらいなので必見です。

殴るだけじゃない。
飛ばして当てたら
もっと痛い。

クリオネキャノン

デメニギス
メンダコとは真逆の方向性、静かでクールな性格

属性：遠距離攻撃

かわいいけど凶暴。

をしっかり表現しつつ、超元気印のメンダコと同

頭部が開けば

じ世界に立たせる（浮かせる）ことを意識しまし

全てが消し炭に。

た。揺れものや細かいディテールまで静かになっ
てしまっては違和感が出てしまうと思い、特に気
をつけて制作しています。
メンダコと似たような過程で、腕をクロスしてから
「発っ」とビームを放つ動作を作るために構成を
練りました。
可愛いからといって容赦はしない、格ゲーとして
恥ずかしくない全力の動きを作りこみました。ぜ
ひご堪能ください。
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キャラクター・モーション
2Dのイラストをより可愛らしく・より魅力的に……！

Live2D®を利用してキャラクターに命を吹き込んでいます。
ボイスにシンクロする表情や、キャラの性格ごとに異なる動きにご注目ください！

わり
こだ ト
ン
ポイ

4キャラクターとも、一目で性格やキャラ性が伝わるように動きを差別化
することを意識しました。海の中ということで、揺れものが全体的にたゆ
たうような動きを表現しています。また、指先や服飾などの細かい部分に
も気を使って動かしておりますのでご注目いただけると嬉しいです。

S t a f f’s C o m m e n t

耳（ヘッドパーツ）がピコピコ動くところは、キャラク
ターデザインが決まった時点で絶対に動かそうと決め
ていました。

Motion for

Motion for

S t a f f’s C o m m e n t

ジャケットの揺れを作成している画面で
す。元の位置を透かして表示しながら次
の動きを作っていきます。

オオホモラ

メンダコ

胴体パーツと腰部分のパーツは「グルー機能」でつけます。

ラクターなので、髪の毛の動きで「気」を
表現しました。

グルー機能で多数のフリルパーツの
メッシュずれを防ぐことによって、効
率的に立体的な揺れの表現を作り込

バレルクラゲ

デメニギス

むことができました。

Motion for

メンダコとは対照的に、おとなしいキャ

S t a f f’s C o m m e n t

Motion for

S t a f f’s C o m m e n t

表情が崩れないようにパラメーターを移動させなが
ら、微調整を重ねてメッシュの崩れを直していきます。
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ムービー制作会社紹介

サウンド制作会社紹介
音楽制作会社紹介

Mju:Z

株式会社スーパースィープ

フリーランスのデザイナーが手を取り合い2006年に結成した映像制作
企業紹介

ブランド。制作に対してメンバーが持っていた独自の考えや作風を活かし
たままメンバー同士が競い合い、時に協力し合う、
1つにならない1つを目

私たちスーパースィープは、長年積み重ねたスタッフの経験とノウハウ
企業紹介

を活かし、ゲーム・アニメを中心としたあらゆるエンターテインメントの
サウンド制作を行なっています。

指す「Motion Graphics Joyful United Zone」。それがMju:Zです。

運用サービス
紹介

私たちMju:Zは静止画をベースとしたデザイニング、ムービー制作を専

運用サービス

門に取り扱い、過去十数年にわたり美少女ゲームやキャラクターゲーム

紹介

会社HP

作などの静止画ムービーの技術を用いたコンテンツであれば幅広く承

所在地

らせていただいております。

連絡先

Mju:Zのデザイナーは活動名義を公表しております。これは全員がブラン

懐かしのレトロゲームまで、価値あるサウンドトラックCDや映像作品の
プロデュースから企画・制作を行なっています。

のオープニングや店頭用デモムービーを数多く手掛けてまいりました。
静止画ムービーの需要の高まりの中でゲーム内の演出や、エフェクト制

自社音楽レーベル「SweepRecord」にて、最新のゲームサウンドから

http://sweep.co.jp/

東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル11F 12号

ContactUs@sweep.co.jp

ドの看板を背負う責任と自負を持って活動していくMju:Zの理念です。
会社HP
連絡先

http://web.mjuz-dept.com/
info@mjuz-dept.com

作詞：田中文久

ボーカル：ricono

泡に隠れた

制作コメント

海より深い想い

ムービー全体の大枠の構成はすでに決まっていたので、そこから演出を曲に合わせ更に
カットを細かく割る等でもっとコミカルな演出を盛り込ませていきました。
本作は架空のゲームという事でしたが、本当にリリースされるかの様な面白い設定で……笑。
過去作のAMA 、AMA2はどういったゲームで、どういう経緯でAMA3が出来たのかなど
世界観や細部を想像しながら楽しく制作いたしました。ムービーの演出と設定で二度楽し
める、楽しい映像作品になれば幸いです。
クリエイター紹介

深海のメモリー

かがみ
天体観測に誘われれば赤道儀まで準備する。山に登ろうと声を掛け

入社以来、並外れた吸収力と制作

への挑戦心から様々な楽曲 / 効果

そっと開いた手

したタイトルは枚挙に暇がない。

音を手がけており、これまでに担当
抒情的なエレクトロニカからジャズ・

本当は君とつなぐ為にあるから
仲間を信じて未来に駆け出そう

ゲーム、ホラーADV、幼児向けタイ

僕らが生きてく意味を

トルまで、ニーズに応じた幅広いサ

無理して笑う君がちょっと Deep Sea Blue でも

映像の編集まで望まれれば何でもこなせる多彩な技術を武器に静止

同じ世界で息を続けてる事
これを奇跡と名前をつけて
また駆け出そう

にいたるまで、多岐にわたる方向

効果音制作においてもアクション

見つけ出そうよ

僕がいるから心配しないでよ

フュージョン、ロック、最新のEDM
性での楽曲制作に対応している。

おとぎ話じゃ足りないから

年齢を下げるのにも一役買っている。イラスト制作の受注から、実写
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江口 孝宏

みんなの夢だけ輝くよ It ʼs OK!

られれば装備も買ってくる。やること真面目な紅一点。Mju:Zの平均

画ムービーを制作します。

クリエイター紹介

約束ね

ウンドメイキングで日々ファンと信
頼を獲得している。
「ポケモンクエスト」楽曲制作
「リーグ・オブ・レジェンド」JP楽曲

TVアニメ 「ノーゲーム・ノーライフ」
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Producers talks
徒歩 5 分間に所在するご近所企業の「サーチフィールド」と「flaggs」。

今回 TGS に共同出展するにあたりつくられた「AMA3」はどのように生まれたのか。
両社のこだわりを、制作者のみなさんにお伺いしました。
——深海魚を擬人化したキャラクターの格闘

ゲームである「AMA3」ですが、
「深海」をモ

ね。どんな武器があるんだ？って。見た目や形
が似てるファンタジー的な武器とは差別化でき

チーフにした理由を教えてください。

たと思います。

品川：もともと深海とか宇宙とか、未知の世界

笹淵：ダイオウイカの被り物とか！

が大好きで。

横川：様々な案が出てましたけど、みんなあれ

フィクションであっても、そういう「未知な部分」

だけは死守してましたからね（笑）。

を解明できるゲームがあったら面白いんじゃな
いかな、というのが発端ですね。深海魚って結

——キャラクターの作画はどのようなコンセプ

構グロテスクな見た目だったり、独特の生態系

トで制作したのでしょうか？

を築いてたり……。

笹淵：深海魚ってかなり特徴的なので、擬人化

その奇妙さを可愛い女の子と組み合わせれば、

しやすいモチーフだったなぁと。

そのギャップが面白いんじゃないかと発案しま

ただ「深海魚の擬人化」というだけでなく、SFと

した。

いうモチーフも足して着色のテイストも今のトレ
ンドを押さえたビジュアルにしたいと思っていま

——「格闘ゲーム」というジャンルにされたの

した。

は？

吉江：キャラメイクに関しては本当に助けられま

品川：やはりflaggsはアニメーション制作が強

したね。基本をおさえて流行もおさえてって。

みだと思っているので、そこを最大限見せるに

笹淵：クリエイターさんに発注する時に、こちら

は、キャラがキビキビ動くゲームがいいなと。そ

のデザインの要望をがちっとまとめた指示書

ういった意味で、アクション性のある格闘ゲー

を展開したんですけど、この指示書の案とは別

ムになりました。

にクリエイターさんからのアイデアで描いたデ

笹淵：より2Dのイラストも魅力的に見せられま

ザイン画も欲しいですって依頼させていただい

すよね。PV映えするというか。

て。結果、メンダコもデメニギスもクリエイター
さんの案を採用ということになりましたね。

——今回は「架空のゲーム」としてPVを制作し

本来あるはずの制限がすべて取り払われた状

ですけれど。今回はうちがベンチマークを定め

態でのスタートだったので、最初は「何すれば

て、クオリティを上げていくのが難しいところで

いいんだ」みたいなところだったのですが、いざ

もあり、一番のやりがいでしたね。
——アニメーションでこだわられたポイントな

のか、という試行錯誤への楽しさがどんどん増

どを教えてください。

していきました。

品川：やはり、格闘シーンはめちゃくちゃかっこ
よくしてほしいっていうのはアニメーターさんに

——最後に一言お願いします。

言っていて。自分からこうしてくれとかはあんま

吉江：このゲームを次どうしようと考えたら、深

言いたくなくて、
「今持ってる最大限のカッコい

海魚をまだ知らなすぎるなと（笑）。

いものを見せてほしい」とお願いしていました。

菊地：ゴブリンシャークとか出したいですね。

横川：やっぱりスケジュールがちょっとタイトな

吉江：擬人化は単純なんだけど、やっぱりその

ので、ディレクターさんが配慮してくれて、演出

背景にある深海魚の生態とか設定とか、そうい

が簡易的になったものも提案してくれたんです

う部分まで作り込みたいよね。

けど、私がそれじゃ満足できなくて。
「やります、

五反田エンタメベンチャーズとしては、flaggsも

やらせてください」って言いましたね。

サーチフィールドも普段は受託業務がメインな

菊地：この場にはいないですけど、ＳＤとかのエ

ので。オーダーを受けて、
それに従ったものを返

フェクトの担当者も、自分のやりたいものをや

すのがメインですけど、そうじゃなく、現場の「こ

るって感じでエフェクトをどんどん盛ってるんで

れはイイじゃないか」
「このクオリティを出した

すけど……。自分で自分の首をしめてるんです

い」という働きかけだけでいいものがつくれる環

けど、凄い楽しそうにしてますね。

境をつくりたいというのが根本にありますね。

横川：コンセプトとしては、動きはメンダコで、

笹淵：こだわればこだわるほど、判断基準が制

エフェクトはデメニギスみたいな感じで制作し

作者の好みに寄って行っちゃうところもあるん

ました。一応デメニギスの指示書をつくった時

ですけど、それを超えてみんなにいいなと思って

にエフェクト担当に相談はしたんですけど、
「い

もらえるものをつくっていきたいですね。

いよやるよ」しか答えが返ってこなくて「いいの
ね？書いちゃうよ？」みたいな（笑）。

をオッドアイで表現してくれてたり。うちはクリエ

要素を盛り込みたいですか？

イターさんと二人三脚でつくっていくスタイルな

みなさん、ありがとうございました！

吉江：このゲームの特徴って1個は「おバカ」っ

ので、こういうクリエイターさんからの発案はう

て部分。

ちの醍醐味だなぁと思いましたね。

品川：そうですね。PV 内にもありますが、特に

皆川：クリエイターさんが要件をうまくデザイン

武器は「おバカ」要素を大事にしました。

に落とし込んでくれましたよね。

直接魚を模したデザインで、キャラが蟹を持っ

最初オオホモラもデザイン案が10 案くらいあ

て殴るなんてなかなかないので、そういう部分

がって来てたんですよ。

に特徴を持ってきています。

笹淵：うちも受託のサービスだと、クライアント
がベンチマークを用意してくれるので、それをど

Profile
（前列左から）
品川 亮輔
株式会社flaggs ディレクター
「AMA3」プロデューサー

吉江 直人
皆川 祐汰

株式会社flaggs CEO
「五反田エンタメベンチャーズ」発起人
株式会社サーチフィールド ディレクター

「AMA3」2Dディレクター

（後列左から）
菊地 結芽
株式会社flaggs アニメーター
「AMA3」アニメーション担当

横川 あゆみ
笹淵 久子
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始めてみるといろんなやりようがありましたね。
こういう表現のためにはどの機能を使えばいい

デメニギスも「不思議ちゃん」っていうキャラ性

ましたが、実際に開発するなら、どんなゲーム

吉江：PV 内の装備変更画面ね、激アツですよ

う乗り越えていくのか、っていうところがあるの

株式会社flaggs アニメーター
「AMA3」アニメーション担当
株式会社サーチフィールド 取締役

「AMA3」2Dイラスト統括
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東京ゲームショウ2019へお越しの皆様、
五反田エンタメベンチャーズのブースに
お立ち寄りいただき、ありがとうございます。
世界中でゲームの人口と市場が成長を続け、
次々と新しいゲーム体験が提供されていること、
心より嬉しく思っています。
一方で、今の日本のゲーム開発の現場では、
開発費の高騰や海外製のゲームの台頭、
版権モノでなければ制作がしづらい状況等、
正直、すこしの息苦しさを感じています。
我々は、開発支援や受託制作を主とする会社
ではありますが、この現状に一石を投じたく、
五反田エンタメベンチャーズを立ち上げました。
会社名でもサービス名でもない
地域に密着したクリエイターの共同体として、
ユーザーとクリエイター双方が
より幸せになれる世界をめざしています。

GOGO 五反田エンタメベンチャーズ！
応援していただけるとうれしいです。

発起人 吉江直人
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活 躍 の 場 所を 見つ ける

サ ービス 紹 介

既存のメディアや媒体にとらわれることなく、

ゲームイラストなどの 2D グラフィックに特化した制作

クリエイターの活躍フィールドを広げることが我々の使命です。

受託サービスです。組織的な品質管理体制と国内外の
クリエイターネットワークを活かした制作体制を実現し

また企業としても社員全員が活躍場所を見つけられる様に、

ます。

常に新しいことに挑戦して成長を続けていきます。

クリエイターの作家性を理解するディレクターがお客様

サーチフィールドに来れば何か新しい可能性が待っている。

の要望をふまえて一点一点制作していく「クリエイターと
の協創」が特長で、累績 1,000 プロジェクト以上の実
績を元に様々なイラスト関連の需要にお応えしています。

我々がナンバー 1 の企業にならなくても良い。
可能性を発信できる企業であれば良い。
オリジナルイラストや漫画をクリエイターへ直接依頼で
きるクラウドソーシングプラットフォームです。オリジナ

世の中にはまだまだたくさん面白いことがあります。

ルキャラクター制作やマンガ広告、スタンプ制作など 1
万 2,000 人のクリエイターの絵柄からお好みのクリエイ

さぁ可能性を探す旅に出よう。

ターをご指定頂けます。
クラウドソーシングとしては珍しくフォローアップ体制も
整っており安心してお取り引き頂けるサービスです。

GIKUTAS Direct はビジュアルワークスが企画・運営す
る SKIMAとシステム連携し、当社が運営をおこなってお
ります。

株式会社サーチフィールド

https://www.searchfield.jp/
東京都品川区西五反田7-20-9 KDX西五反田ビル3F

TEL : 03-4500-6374（代表）
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設

会社情報

立

2008年7月28日

代

表

者

中山 直人

社

員

数

49名（2019年4月時点）

事 業 内 容

クリエイター支援事業 （人材事業,広告代理業含む）
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本当に開発中のゲームです

【対応OS】iOS/Android

【価格】基本無料（一部アプリ内課金あり）
【配信時期】未定

© 2019 flaggs inc. All Rights Reserved.

健康で文化的に

【ジャンル】死ねば死ぬほど楽しい忙しい大人向け放置系RPG

エンタメ業界に

貢献し続ける会社

【タイトル】1000かい死んだその先に

株式会社 flaggs
東京都品川区西五反田2丁目11-20

https://flaggs.co.jp

五反田ブリックビルB1階

info@flaggs.co.jp

【事業内容】スマートフォン向けゲームの開発・運用
ゲーム向けアニメーション・サウンドの制作
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キャラクターデザイン・作画
〈メンダコ / オオホモラ〉

gaha

〈デメニギス / バレルクラゲ〉

81

コンセプトアート / バトル背景作画

青藍

リアル深海魚作画

石丸 純
SDキャラ / 装備品作画

Layer

装備品アイコン作画

ケタル

映像制作

Mju:Z

サウンド制作

株式会社スーパースィープ
声優協力

声優ボイスクラウドソーシング
サービス「Voip!」

presented by
Panda Graphics株式会社
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企画・制作

株式会社SEARCH FIELD
株式会社flaggs

本書に掲載されている内容の無断転載・複写・複製は禁じます。
落丁・乱丁など本書に関するお問い合わせは、
お手数ですが小社HPのお問い合わせフォームよりご連絡ください。

