
●no1.怒りのメロン β版　作者：牧瀬空
●よかった
インフレゲー。
ほっとくとありえないmelonが溜まっていて痛快です。
やり込み要素も沢山で、この超インフレ要素……彼らしいゲームだなと凄く思いましたｗ

●よかった
いわゆるクリッカーですね。
インフレする数値が面白かったです。

強化に時間がかかってしまう点、クリックがほとんど意味がない点、
画面内にスイカがないため下の人たちが何してるのかわかりづらい点・・・
などが気になりました。

●めっちゃよかった
字幕のバリエーションどんだけあるんですかね。
チョイスも良いのでめっちゃ笑わせてもらいました。
クリッカーゲームの中でも極めつけに楽に産出量が爆増していくので、
爽快感はかなりのものでした。たくさんレベル上げする際にしばらく固まるのは
ちょっと難有りですが、
裏でスイカを殴り続けてることがわかる字幕弾幕・効果音の全面的主張とのギャップで、
これまた笑わせられるという……、色々とズルい！ 技アリ！

●よかった
まずタイトルからして「メロンかよっ！」ってなって、
始押したら無駄に壮大なボイスが入ったりして、始まったら始まったで
やたらデカイスイカが居たりして、クリックしたら
無駄に壮大なセリフとエフェクトが流れて、いやぁカオスでした（笑）
ただやはり終わりが（見え）ないと、押し続けるだけで
どうすれば……ってなってしまいますね（そういうゲームなんのだろうけれど）。
このままずっと何も変わらないなら、
わりと早い段階でもうやり続けなくてもいいかなぁってなってしまったり。
あと、下に並んでる人達がなんなのかとか何も説明がないまま始まったので、
ちょっとむやむやしました。

●よかった
とにかくクリックしまくってポイントを増やしていくだけなんだろうか？
クリックしまくっていろんなアニメーションやセリフが出るのが面白かった。
億単位とか超えた時ビックリだったけど、兆単位とか、もっと行きそうで凄いけど、
ずっとクリックとか大変なので、コツコツやっていく感じのゲームなのかなって思った。
さらに凄いのは、買物中にもどんどんポイントが増えていく！？
レベルを1000上げる時はフリーズしたのかと思い、リセットすべきか悩んでたら、
なぁんだ、処理中だッたんか！ッて。
なので僕はレベルをまとめてあげるの、せいぜい、100にしてます。
あと、F1を押して常にクリックしてる状態にするのとか、良かったです。
ただ、重くなりすぎるので、何もしないでボーっとしてる時にイイかなって、
いろんな遊び方があって、その部分も工夫してあるんだなッて思いました。
でも、こんなゲーム見た事ないので、そういう点に関しては、良かったと思う。
所々、声が出るトコとか、ビックリしたけど、良かった。
あと、タイトル画面にナイスミドルが出てて、何か良く分からないけど、
いろいろ喋るところも良かったです。

●よかった
スイカテーマなのにメロン！？　ってなりましたが、ちゃんとスイカでした。
クッキークリッカー風ということで、全体的にそれっぽく仕上げられており、
ガンガン数値が増えていくのを眺めるのが楽しかったです。
あとスイカ連打した時の演出がとてもカオス。(笑
やり込み要素が豊富でがっつり遊べそうです。

●めっちゃよかった
多数のゲームをプレイしましたが、今のところ一番好きです。
ただ、処理が重く、メロンは腐るほどあるのにレベルアップの時間が待つのが辛く、
プレイをあきらめたという感じです。
（僕のPCのスペックが低いことも起因していると思いますが）
処理さえ軽ければ...処理さえ...本当に面白いだけに悔しいです

●よかった
元になったゲームについて、ちょっとした話題になっているということしか知らない自分は、
正直どのように楽しむものなのかよく分からないままに遊んでいます。
頭を使うゲームをやった後に起動して、
ろくに頭も使わずひたすら数値がインフレしていくのを見ると、
何となくテンションが上がって遊び疲れが癒されます。
…という遊び方でいいんでしょうか？
……………………………………………………………………………………………………………
●no2.スイカの達人　作者：kentari
●よかった
春のお団子に続いて今回も球体に楽しく翻弄されました。
プレイヤーキャラによってプレイ感覚が変わるので４倍楽しめますね。

●めっちゃよかった
各キャラクターに決められた曲の長さ分のプレイ時間で
ナイスチョイスなBGMを堪能しつつ、個性あふれるキャラクターごとのスイカ割りが
楽しめる点がSO GOOD！
それぞれのキャラクターの動きも良い。
惜しいところで割ろうとするとスイカがぽよんぽよん跳ねるのが
なんとも虚しいような楽しいような。
連続でスパッとジャストで割れた時は爽快ですごく嬉しかった。
夏らしくて良い！

●めっちゃよかった
初見の時に見た目でパレオガールちゃんを選んで
ちょっと後悔するぐらいには難しかったです。
でも慣れてくるとうまいこと割れるようになってきたので、
いい感じに楽しい難しさなように思いました。
そしてスイカたちの反応がおもしろかったです。

●よかった
キャラクターとスイカがすごいヌルヌル動く！
スイカを割るタイミングでスイカの割れ方が違うのも細かいですね。
たくさん割るよりもコンボを繋げることの方が重要なんですかね？
意外とタイミングがシビアで中々コンボが繋げられませんでした。
シンプルで遊びやすく、
選択したキャラクターによって条件や難易度が違うのもよかったです。

●よかった
とりあえず、Ｓいけました！！
水着のお姉さんが強キャラでした！！
スイカブレイカーでＳ行くのは至難じゃないか……！？
制限時間短いし。だけど人によってはスイカブレイカーが使いやすいという人もいて、
それぞれだなあ、と思ったり。
（追記）
何回もやっているうちに、ビキニガールで超Ｓ取れた！！スチルがとても好きです。
クレオちゃんで超Ｓ取った時のスチルはきっとｗｋｗｋするだろうなあ……！！

●めっちゃよかった
スイカの達人プレイさせていただきました、なんだこれ！！！ｗｗｗ
転がってくるこんなにかわいいスイカを割っていいんですか！割るぞ！ｳﾜｧｧｧ！！！
意外と判定が厳しい！！！楽しい！！！というようなノリで楽しませていただきました。
スイカが重なったり逆に戻っていったり割れるときの擬音も
キャラクターそれぞれに特徴があったりドットのうごきがぬるぬるだったり
作りこまれているな……！！と思いました！
楽しいスイカゲーをありがとうございました……

●めっちゃよかった
とにかくクセになりました。楽しい！！
キャラの動きもですが、スイカの動きもですよ！
宙に浮かせて二段切りとか、いろいろ楽しかったです。
反対方向に吹っ飛んだりスイカに躍動感があり、とっても素敵でした。

●めっちゃよかった
ツイッターでスクリーンショットをみかけて「音ゲーだ！！音ゲーがある！！」と
いきごんでサイトに行くとタイミングゲー・・・だと・・・！？とびっくりしましたが
やりたかったので即ＤＬ！しました！
キャラクターによって性能や曲が違ったので全部試してみましたが、
ビキニガールちゃんの曲やゲーム中の動きが一番好きですｗ　拳で割る！

しかしタイミングゲーとわかっていながらも
どうしても音楽に合わせてクリックしてしまいがちに・・・！
それでもキャラによってはスイカの量がとてもおおいので運よくスイカ割りに成功し、
無事スイカの達人になれました(((o(*ﾟ▽ﾟ*)o)))

●よかった
操作はものすごくシンプルなのにタイミングが想像以上に厳しい…! だからこそ燃えます!
キャラが複数いるのもGOOD。個人的にはサーファーが好み。(もちろん能力値面で)

●めっちゃよかった
クリック一つで出来るお手軽操作で、何回もプレイしたくなる作品でした！
また、キャラクターそれぞれに性能があり、バリエーションに富んでいて
自分にあったキャラクターでいかに高得点を出せるか等
試行錯誤出来る点もあり、気軽かつ奥深い内容になっていると思いました。
スイカのバウンドやキャラクターによっての反応の違いも面白かったです。
個人的にはパレオガールが一番使いやすく点数も出しやすかったため
パレオガールで幾度となくチャレンジしました。

●めっちゃよかった
王道直球スイカ割りミニゲーム。
基本タイミングゲーで、当たりどころによってスイカが跳ねたり、
クリティカルになったりとよく出来ています。
キャラクター選択の要素もあるので、いろんなキャラが楽しめるのは良いですな。
僕的にはスイカブレイカーさんが使いやすかったです。

●めっちゃよかった
スイカ割りをひたすらするゲームだった。
スイカ割りの少年とパレオガールちゃんとサーファーのお兄さんとビキニガールを動かす。
それで、キャラによって時間が違うが、使用曲の時間なんだろう、多分。

ビキニガールが一番動かしやすいかも。
でも、最初、棒持ってなかったから、まさか！？とか思ったら・・・
拳で粉砕するのは、正直、笑いました。笑っちゃいけないんだろうけど・・・
それでも、これは一つのゲーム作品だという事で割り切り、笑いました。
だって、なんか、構えてるし。それで、スイカが転がって来て、粉砕するんだもんな。
…で、やっぱ、あれ、あとで食べてるのかな？スイカ割りなんだし・・・とか考えてました。

金のスイカとか、打ち所が悪いと跳ねるスイカとかもいて、楽しかった。
サーフボードで叩いて粉砕とかも、発想が凄かった。
パレオガールちゃんがステッキで叩くのも、斜めから叩くので、
そのせいか、跳ねるスイカが続出して大変でした。
だからと言って、棒で真上から叩くのが一番ラクではなく、
ビキニガールで粉砕が一番ラクでした。一番、コンボが出やすかったし。

最高スコアは974点、Aランクで、コンボは19。ビキニガールを使いました。

●よかった
ドットの動きが滑らかで、可愛く、ドスドスとスイカをたたき割るのは爽快です。
ビキニガール以外鬼むずい！！！！
ビキニガールは連打していれば、運よく10コンボ行くのですが、
それ以外はタイミングが慣れなくてC以上は取れませんでした。
面白かったです。

●めっちゃよかった
ス　イ　カ　の　バ　ウ　ン　ド　は　罪　深　い。
タイミング良くスイカを割っていくと言うゲームでしたが、
個人的にはビキニガールが一番やりやすかったです……拳！？と最初びっくりしました。
パレオガールちゃんが可愛くってそれでしばらくやっていましたが、
バウンドェ……中々難しいですね。
慣れたらなかなかスコアも出せるようになって何度も何度もやっていました、
面白かったです！

●よかった
ビキニガールでランクS　スコア1135　コンボ24までプレイしました！
サーフボードでスイカをまとめて叩き割ったり
ビキニガールがパワフルにも拳で叩き割ったり
スイカの割り方がキャラによって個性があるのが印象的。
プレイしやすいのはビキニガールだけど
キャラ的な動きがかわいいのはパレオガールかな。
……………………………………………………………………………………………………………
●no3.スイカ早食い大会デラックス　作者：パン
●よかった
「シンプルイズベスト」と「大きい数字はそれだけでテンション上がる」という
ゲーム作りにおける教訓２つを見事に体現した作品ですね。
１プレイも短いので「これちょっとやってみ？」と人に気軽に勧めたくなります。

●めっちゃよかった
同じポーズのままがりがり食べるのがおもしろかったですｗ

●よかった
女の子が可愛いんだけど、
スイカを多く消費していくとスイカの返り血（汁）が多くなって地味に怖かった。
恐怖した(((゜Д゜|||)))
いや…そもそも一人でこんな何万という数のスイカを費やすのは…
もしや、この女の子…人間では…げっふぉごっふぉ！！！
内容はシンプルだけどその分遊びやすく、白熱しました！

●めっちゃよかった
シンプルなミニゲームですが、倍々ゲームに増えていくスイカの数と気持ちのいい効果音で
思わず何回もプレイしてしまいました。
一回の操作ミスは許容してくれるのがミソで、
これが気持ちのいい操作感を生んでいると感じました。
Twitterに結果を投稿できるのもモチベーションになっていいですね。
しかし私にはがんばっても96Hitが限界でした……(指がぷるぷるしてきたので諦めた)
120Hit以上とかいってる人いるけどどういうことなの……？
あとこの幼女はいったい何者なんだ……。

●めっちゃよかった
シンプルでハマリました。女の子がすごい勢いでスイカを食べる様が爽快でした！！

●めっちゃよかった
スイカを食べまくる女の子が出てるゲームで、
すごい勢いでスイカを食べて、最高記録は2037268個。合計で14417613個。
操作は矢印キーを押して喰いまくるだけ。
こんなの思い付かなかったから、発想が凄いと思った。
短時間でもプレイできるので、
気軽に遊べ、遊ぶ時間がわずかだが遊びたい時に重宝しそうだし、
手のリハビリにも使えるかもしれないので、すごいと思いました。
あと、女の子が可愛かった。
そして、凄まじい勢いでスイカを皮も種も残らず喰い尽くすトコも好きになった♪

●めっちゃよかった
一回のプレイ時間が短いので、暇なときにふいに手が伸びてしまいました…!
ミスしてもすぐにコンボが途切れないのがものすごく親切!

●めっちゃよかった
先を読みながら入力する脳トレ...！！
単純なルール、シンプルな演出、インフレするスイカ、かわいい女の子の笑顔。
とても楽しかったです。

●めっちゃよかった
キーボードの矢印キーの早打ち！女の子のボイスも個人的には丁度良く感じ、
スイカをどんどん食べていくうちにスイカの汁にまみれていくのは芸が細かいと思いました。
シンプルながらも面白く、スコアを目指してどんどんやってしまうゲームでした。

●めっちゃよかった
コマンド入力するシンプルなゲームで楽しかったです。
とにかくひたすら高得点を狙うだけ！
何百万という膨大な数のスイカをどうやって少女が食べたのかは謎ですが
スイカをテーマにしたまさにスイカらしいゲームだったと思います。

●めっちゃよかった
シンプルだったけど物凄いはまりました！
小難しくゲーム作る必要はなく、
シンプルで作ってもこんなに楽しくハマれるんだなぁというのを教えて下さった1作です。
そして、ハイスコアがどうやっても1億5000万くらい、悔しいー！
……………………………………………………………………………………………………………
●no4.スイカ割り激戦記　作者：manトリュフ
●めっちゃよかった
ダンジョンに点在するスイカを条件反射的に叩き割るノリが楽しかったです。
エンディングまで見て、集めてもアイテムとの交換等は無い事が分かり、
それはそれでこのゲームのノリって感じがしてよかったです！
主人公がスイカを割りたいが為に上陸し、最後の最後までただスイカを割る事を追求し、
テンション高く周りを振り回す感じが楽しかったです。
床から転落しても主人公ポジティブすぎて笑いました。
あと美しい戦闘員、結局最初だけしか喋らなかった・・！！

戦闘はかなりシビアで、装備をきっちりして対策を練るのはもちろんですが、
美しい戦闘員をいかに戦闘不能にさせないかも戦闘のカギでした。

●よく頑張りました
熱い男達にツッコミまくるゲーム。
（誤解を受けそうな表現だが間違ってはいないと思うんだ）
ノリが良くて楽しかったです。

●よく頑張りました
ストーリーの先をみたいのに、
敵があまりにも強く、レベル上げが大変でした・・・。
なんとかクリアできましたが、
プレイ時間の大半がレベルあげだったので、もう少しゆるくしてほしかったです。

●めっちゃよかった
激戦の末ゴッドオブスイカを割れました。

ノリの軽さと裏腹に戦闘がハードというギャップがw
イカ大魔王に対しウォルター、「高級食材だぜ！」って余裕満々だったのに
ボコボコにされるとか！！
スイカエネミーの「キャーッ！」がじわる。

ラスボスに勝てなさすぎて心折れかけましたが
（撃破レベル２３。manトリュフさんから２５まであげれば新スキル習得できるよ！と
 こっそり教えてもらったが結局レベル上げしなかった）
調整のおかげでどうにか勝てました。
……と、メテオスコールが５ターンに１回と知ってからはタイミングを測って防御。
メテオスコールのタイミングさえ掴めればなんとかなったぜ！！
辛勝最高！やっふー！！

●よかった
スイカ浪漫を求めて旅に出る的なお話。
ツクール作品どころか、真っ当なＲＰＧをやるのが凄く久々で
ＲＰＧの楽しさを思いださせてくれました。
スイカを見たらとりあえず割る。これフリゲ展夏の常識。(おい

●めっちゃよかった
南の島に男が3人行き、ゴッドオブスイカというのを探す話。
3番目のキャラ（美しいせんとーいん！）が特徴があって好きかも。
名刺でプレイヤーにも能力を教えてくれたりしたし。

ボタンを押すたびにオッケーと言ってるのか、最初はビックリしたけど、
結構、カッコイイから好きかも。シンボルエンカウントなので、結構、楽かも。
戦いたくない時は当たらないように出来るし・・・
だが、もうチョッと、雑魚の経験値が多くても良かったような・・・
雑魚といえば、宿題が雑魚敵！？しかも、戦闘不能にするスキルを！？
自由研究の工作とか、マジでビックリした！！！
雑魚は雑魚でいろんなのがいて、ボスはボスでみんないろんな特徴的なのがいて、
そういうトコが、見てるだけでも面白かった。

ボス評価
・入道雲
4くらいか、混乱も効き、雑魚だった。始めだからこれくらいでいいと思った。

・カブトムシ
9くらいだったと記憶してる。ごり押しで倒して、ダオンだけ残ってた（笑）

・イカ
12か13くらいだったかも知れんが良く覚えてない。…が、苦戦しなかった？
戦闘不能者が出た気もするが・・・

・デビリアの姉妹
15くらいで、ごり押しした。2回負けた。
右の方のに混乱が効いたので、左のを集中砲火で倒して何とか勝った。

・神様
19で勝つ
ラスボスなのかと思った。コレ、お手上げだとも思ったが、暗闇が効くと分かり、
ごり押しする。
水属性軽減装備3つと、戦闘中に全体の守備力増加アイテムを使って
毎ターン全体回復で何とかなった。

・子供の工作
レベル22くらいで守備強化で押し切る。

・炎帝剣を護ってる敵
レベル25くらいで炎耐性3つで押し切った。

・ラスボス
雷耐性3つでごり押し。アイテムで攻守を上げてスキル連発。
とにかく、ごり押しばかりだッたけど、それはそれで今は、良い夏の思い出だったです。

キャラクター評価
・ウォルター
何かすッげェ気合いとか勢いがあってカッコイイ。

・ダオン
情けない男らしいんだが、ツッコミ役ッてところかな？ッて思いました。
でも、結構役に立った。情けなくなかったよ♪

・美しいせんとーいん！
様々なフシギな術を使ったり、不思議な格好をしてたりしてる。
すッげェカッコイイ！！！！！！！！！！！！

美しい夜の海を眺められるという、ゲームオーバー画面も良かったです。
あと、声が聞こえてくるのも。
ゲームオーバーの時の声を聞いてると何かすッげェメチャクチャ悔しいんだけど、
面白かったからいいや。

…で、最後のEDは、ゴッドオブスイカを割った後とか、
何か、ホントにスイカを割ったのかよッて思って、
やはり、ゴッドの名を冠するだけある、割れっぷりに驚きました。

●めっちゃよかった
男3人？旅！美しいせんとーいんには笑いました…！一体何者何だ…。
主人子のノリがとても好きです！もうちょっと回り見て！！
ただ、ちょっと他の皆さまもおっしゃっているように
レベル上げに使う時間の方が多かったのでもう少し、難易度を下がって居たら良かった。
あるいはもう少しボスとボスの間に
また、何かイベントがあったら良かったのではないのではなかったでしょうか。
情けない男に笑わせていただきました。勢いもあって面白かったです。
スイカは割るもの！特に理由がなくとも、割る！！
……………………………………………………………………………………………………………
●no5.シュレディンガーの西瓜　作者：今夜宵樹
●よかった
およそ1.5時間ほどで種6個集めてクリアしました。
不思議な夏の世界が舞台でしたが、まさかあの世界はそんな意味だったとは…
ネタバレになるので詳しくは言えませんが、
このゲームの世界とタイトルに深い関わりがあると言っておきます。
僕もおまけ部屋でのコメントでそれを聞いてなるほど！と納得しました。

戦闘もリニアモーションバトルシステムという珍しいもので、
最初はなかなか操作に慣れませんでしたが、慣れると割とさくさく進められました。
探索も隅々まで行うほど楽しみました。
ありがとうございました！

●めっちゃよかった
全部集めたかったけど、うっかり種3つでクリア。
後で残り3つも挑戦しようと思います。
キャラも個性的で可愛いしリニアモーションバトル楽しかった。

●めっちゃよかった
ツクールでまさかのテイ○ズ風戦闘！
そこにばかり目が行きがちになりますが、
一つのつながった世界を旅して、土の中からアイテム見つけて、
もういなくなった仲間のスキル・装備ばかり発掘して楽しかったです。（
ホント、分かれた後に出るわ出るわ…）

テイ○ズ風戦闘は思ったよりも快適に動いてくれましたが、
最初キーを押しても反応がない（変化が分からない）ように見えたので、
攻撃モーションだけはほしかったかなぁと思います。
種３つの時点で仲間とお別れしちゃったので、
フーリンさんに風鈴見せびらかせなかったのだけが心残り。

●めっちゃよかった
こりゃ、すッげェ面白い！！！って思いました。
戦闘中に動けて、ジャンプとかも出来て攻撃できて、
ターン制ではなく、どんどん攻撃できる所が良かった。
回復も、すぐに出来るので、難易度は簡単みたいだった。
操作とか、凄く難しそうって最初に思ったケド、
実際、やってみると、難しい操作ではなかったから良かった。

物語は、セッカという子が、夏を取り戻してという。
それで、スイカの種を集めて、世界の中心みたいなトコに行って、
そこに、夏を司る少女みたいなのがいて、彼女を助けた…と捉えたら良いのかなって。

夏は嫌われ者だから閉じ込めてやったってあったけど、僕はそうは思わなかった。
うまく言えないけど、夏には夏の良さがあって、いろんな思い出もあって、
でも、何か知らんけど、夏は嫌われ者なんだッて言う子を救ってあげられた、
そういう物語だったのかなッて、うまく言葉に出来ないけど。
でもとにかく、僕は夏が好きだから、
そんな事を言わないで、閉じこもってなんかいなくていいんだよッて、
なんか、そんな事を思いました。

あと、沈没船のトコの女の子、気になったな。なんか不思議な感じがしてさ…

あと、他の季節を司る子達が、夏を探しているんだッて気持ちも、
なんとなくだ けど分かったような気がしたんだ、
無くてはならない「何か」が無くなったら、みんな、悲しかったりするんだッて、
そんなのも伝わってきたような気がします。
どう、それを言葉にして良いのか分からないですが・・・

●よかった
独特の世界観が特徴の異世界探索もの。
テイルズ風味な戦闘システムにツクールでもこういうことできるのかーと関心しました。
ゲーム内容は少しずつ探索していって
行けるところ開拓していくという辺りが楽しかったです。
ストーリー的には途中意外な要素もあったりしつつ、しんみりと。

●めっちゃよかった
なにげなーく開いたら、タイトル画面で心わしづかみにされました。かっこよい…。
あなたが果てなき大地を歩いていき、
静かだけれどどこかお祭りのようなイメージを感じる音楽…。
これだけでこのゲームは最後まで遊ばなければ、と決めました。
イラストが完全に好みでした。きれいなイラストでスチルも数が少ないので、
その分印象に残る場面ばかりでした。
探索しながら、戦闘はアクション…しかも細かく動く…！
しかも隠されたお宝もある、凄く刺激されて気付けば全部回収していました。
プレイスタイルがあなたで時々攻撃スキルを放って、
基本剣をぶん回すスタイルだったので、
味方にスツスキ君が居ると凄くありがたかったです…
ヒーラーも攻撃もしてくれるスツスキ君、
性格も冷静ながらもラスボスでは駆けつけてくれる、熱いところもある…凄く、好きです…。
戦闘アクションも難しくなくて回復もアイテムでしっかりとやれば、
クリア出来たので初心者にもやさしいなと思いました。
スツスキ君の名前の由来になった花の花言葉が、
「私は明日死ぬだろう」と言う意味合いから、本来は夏を取り戻したかったのかなぁと思うと、
深いなぁと思いました。濃い時間をありがとうございました。非常に楽しかったです。

●めっちゃよかった
戦闘面白過ぎです！
ちょっと前のテイルズの戦闘みたいでなんか懐かしく、
けどテイルズはコントローラーでプレイするわけなので、
キーボードでテイルズの戦闘した事なかったので、色々戦闘が楽しかったです！
……………………………………………………………………………………………………………

テーマ「スイカ」感想 no1～5

●no6.みぃたんのスイカDEシューティング　作者：SilverHearts
●よかった
フリゲ展春以来のみぃたんとの再会になりましたが、
「だぉ」ボイスは相変わらず癒されます。
雰囲気と裏腹に、連射数制限のせいで意外とぬるくない難易度も好きです。
意外と口の悪いみぃたんとシンクロしてるような気がして。

●よかった
難易度はそれほど高くなく遊び易いゲームでした。
そして、みぃたんがとても可愛かったです。

●めっちゃよかった
ほのぼのした雰囲気で
気軽にプレイできる感じが楽しかったです。
ライフ回復や連射ＵＰは敵の攻撃を耐え凌げばアイテムを回収して増やすチャンスもあり、
程よい気持ちでプレイできました。敵の攻撃を種で打ち消せる点も爽快でした！！

●よかった
スイカ型の装置に乗って敵を倒すっていうのが面白かった。
文章送りする度に、何か声が聞こえるんだ。それも、良かったかな。
あと、みぃたんの家？の端っこに、ネズミなのかな、動き回ってるのとか、
何て言うか、細かいところにもこだわってあって、そういうのも、面白いなッて思いました。
EDの歌も、良かったです。
あと、難しい難易度でクリアできなかったけど、面白かったです。
あと、絵が可愛らしくて、良かったです。

●よかった
みぃたんの声がかわいいぃ！
そんなシューティングゲーム。ＲＰＧツクールなのに！？
ツクールゆえか、操作に若干クセはあるもののシューティングの形になっており、
ツクールでもこうことできるんだなーと。
見た目の可愛らしさと裏腹にハードはめっちゃムズかったですが、
頑張ってクリアしました！

●めっちゃよかった
ハードまでプレイ。
台風をスイカで追い払うSTG。弾数制限、射程距離があるのが特徴。

本作は難易度の幅が非常に広い。
イージーモードでは比較的誰でもプレイできそうな難易度であるのに
対し、ハードモードでは基本的に弾数は画面内に1発しか
発射できずなかなかスリリングなプレイも楽しめる。

また、効果音の声が春の時同様にかわいらしいのも印象的。
全体的に本作のゆるーい雰囲気とあっており、非常に楽しめるものだった。
……………………………………………………………………………………………………………
●no7.スイカばらまきパズル　作者：カッピ
●よかった
他のゲームにないルールなので最初は全然要領が掴めず、
ノーマル相手にもなかなか勝てませんでした。
だけど、AIの動きを真似てみたり色々試していくうちにだんだんとコツが分かってきて、
その手探り感がすごく楽しかったです。
パズルゲームなのにマップ移動があるのは斬新だなぁと思いましたが、
何周も何周も遊ぶうえで少し面倒でした。もう少し移動速度が速いとよかったかな。

●めっちゃよかった
自分の好きなパズルゲームに
ラインギリギリまでせり上げてから連鎖を狙うことが出来るゲームがあるのですが、
それを彷彿とさせる面白さを感じました。
最初のルール説明も体感的に理解できるようになっており、
ストーリーモードもノンビリした雰囲気で気軽に遊べるパズルゲームって感じです。
ばらまきやシフトを欲張りすぎてラインオーバーになった時のショックは
このゲームならではの魅力ではないかなあと

●よかった
落ち物パズルは開拓され尽くしたジャンルと思っていたんですが、
まだまだ可能性はあるんですね。独特のシステムに驚きました。
大きな問題ではないですが、マップはもう少しコンパクトでよかったかもしれません。

●よかった
最初、操作方法の意味が良く分からなかったけど、
実際、やってみると、難しくなかった。
ただ、イージーでやってみたけど、やはり、まだよく理解できてなくて、苦戦した。
ハットが、仲間とスイカを割るパズルで勝負して、
石を貰ったりして、いろんな子と戦うんだが、
対戦相手を探すのはマップ上で探すのであって、
RPGみたいにマップ上を歩きまわったり出来るところが面白かった。
絵も、可愛らしい絵ばかりで、楽しめた。

EDで、ハットが、みんなで景色を眺める為に、
溜まっていた魔力を使うッていうのが、何か、良かった。
みんなの為に、溜まっていた魔力を使うッてのが、なんか、こう、良かった。

●めっちゃよかった
落ちものパズルだーー！
というわけで、しっかり独自ルールの落ちものパズルになっており、
最初は理解に戸惑いましたが、慣れて来ると楽しくなってきました。
対人戦なんかも盛り上がりそうです。
余裕のある時にスイカばらまきして、
ある程度高くなってから一気にドーンと行くのが良さそうです。

●めっちゃよかった
最初ちょっとわかりにくかったのですが、
そういう説明を省く(簡素化する)事からもう謎解きなのかなって思いました。

ルールを最初に完全に理解させてからゲーム！ではなくて、
ルールを小難しくしてそこの理解から謎解きスタートっていうのは
なんか斬新で新しかったです。
……………………………………………………………………………………………………………
●no8.すいクラ　作者：tomoaky
●めっちゃよかった
とにかくスイカを叩き割って装備を強化したりお金を得たりして、
好きなタイミングで敵と戦えるシステムがよかったです。
スイカを割る連続カウントがたくさん増えると爽快でした。
戦闘は終盤は敵も強く、やり応えがありました。
アイテムの効果も一つ一つ違うので、
お気に入りの効果の装備品が見つかると、とても嬉しかったです。

●よかった
ガチャでもらえる装備が沢山あって楽しかった。
同じ名前の装備でも、効果がちょっとずつ違ったり無心でスイカを割ってた。

●めっちゃよかった
無数に現れるスイカを割って中から装備を手に入れろ！
という斬新なシステムでアホほど手に入るアイテムを厳選して装備、
あとは売っぱらってアイテムを購入。
スイカを割るのもただ割るのではなく、
コンボを繋ぐほど良いアイテムが手に入るというもので、
ちょっとしたアクション要素になっていて楽しいです。
敵との戦闘は自分のタイミングでいけるので、ガンガンに鍛えてからいくもよし。

●よかった
地球に帰ったのち、ボコボコにされてます。
お母さん強い。そして戦いが熱い！
脱出前の連戦は、パズルゲームのような装備選びでした。
作戦通り倒せた時の達成感は凄いです。
すいかわりで装備を集める。コンボを目指すのも、ミニゲーム的ながらサクサクと楽しめる。
良作だと思います。

●よかった
コンボ最高で51くらい。コンボ待ちの時間を増やすのを買った後は53。
スイカを割るとランダムで装備が出て、装備にもランダムで能力がついてるので、
それが面白かった。
装備品の選別に時間がかかり過ぎたけど、これはこれで楽しかった。
不要な装備を処分する事で買い物ができたりとか、そういうのも面白かった。
ある程度の制限された能力や道具等を駆使し、敵を倒して話を進めるというのが面白かった。
話が進むと仲間も増えて戦いやすくなったり、異常ステートで攻めたりとかも良かった。

全部で2000個以上は割った。

●よかった
ほとんどソーシャルゲームの類は遊んだことないのですが、
こんな感じでガチャにハマっていくのかなあ、などと考えつつ
スイカを割りまくっていました。
装備変更画面で選択中のアイテムと装備中のアイテムの効果が同時に見られて、
比較できるようになると、ぐっと遊びやすくなると思うのですが、難しいですかね…？
……………………………………………………………………………………………………………
●no9.スイカの逆襲！？　作者：キツネ
●めっちゃよかった
アクション下手な私でもクリア出来ました！
マップが広過ぎて全部回れずパワーアップ無しでしたが、
スキルも使わず回復以外は斬りまくるだけでもボスを倒せました！
へたっぴでも手軽に爽快感を味わえる良作♪

●よかった
歩く場所によって効果音が変化するのが凝ってるなって思います。
シビアではないアクションRPGだし操作も軽快なので気軽に遊べる良作

●めっちゃよかった
アクションが爽快で、短編ながらとても楽しめました！
水辺や草地、橋を渡る時に足音や水しぶきなどの演出があって
目だけでなく耳でも楽しめるのがとても良かった。
隠し通路の奥に能力アップのお宝が隠されているを見つけて、
ほんの少し宝探し気分でマップを探索するのがわくわくしました！

●めっちゃよかった
シンプルな操作で爽快に敵をなぎ倒せるフィールド戦闘が楽しく、
最後までプレイできました。

スイカより他の敵（ドラゴン等）の方が強くて思わずクスッっときました。
スライムの方が耐久性高いし。・・・スイカ情けない（褒め言葉）

斬り掛かった時に敵のＨＰが分かったり、複数の敵同時攻撃可能、ダメージポップアップと、
システム面も素敵な仕上がりでした！

●よかった
Enter連打でも簡単にコンボが出来るので爽快感がある。
当り判定が広めなので、複数の敵を一気に倒せると気持ち良い。
演出も凝ってて、見ていて面白い。ただ、マップが広すぎて迷ってしまった感がある。

●よかった
剣を振っているだけで楽しいです。
それだけに、更に何か強化される要素が欲しくなってしまいました。
また、とてもタイトルが少しもったいないなと思いました。
アクションらしいというか、もっと個性的な名前でもいいなと思いました。

●めっちゃよかった
簡単操作で敵を薙ぎ払う爽快感が楽しめる無双系アクションゲーム。
一応、回復アイテム縛りでクリアしました。
適当に決定ボタン連打していくだけでも敵がバッサバッサ斬れる！楽しい！！
スイカが魔物化した！斬りに行く！このわかりやすい感じ好きです。

●めっちゃよかった
ツクールではわりと敷居の高いアクションゲームですが、非常に楽しかったです。
回復アイテムの制限がゆるいのでアクション苦手でもクリアが容易なのがうれしい。

●めっちゃよかった
襲い来るスイカをばっさばっさと切り刻んでゆく爽快感が良かったですね。
あと、スイカ以外の敵が出て来て、妙に強かったりと（笑）
各敵ごとに攻撃や行動のパターンが割り振られていて、
アクションゲームとしての完成度は高いと思います☆

●めっちゃよかった
スイカが魔物化したものが、町の人をさらってったので、それを助けるという内容だった。
操作もややこしくなく、結構面白かった。
MAP上の敵を全て倒しても、また戻ってくると復活してて、スイカ取り放題なのも良かった。
スイカ以外の敵はアイテム落とさなかったみたいだったので、なるべく無視してたけど、
倒さないで放っておいたら放っておいたで厄介だったりしたので、倒したけど、
倒しても何も落とさない敵も混じっていて、主人公をある程度だが消耗させるというのも、
工夫されてて良かった。
宝箱とか調べるとドーピングアイテムみたいな効果があったりして、
そういうところも面白かった。
森の中も、一本道ではなく、行き止まりだったりして、ややこしかったりしたけど、
難易度も簡単ではなかったけど、難しくもなく、ちょうどよいくらいで、楽しめました。
ただ、スイカのボスは、あまり苦戦しなかった。最初見た時は、厄介そうだと思ったけど、
戦ってる内に、対処法が分かって、倒せました。
主人公が常に落ち着いてる感じの人で、表情も何通りかあって、良かったです。
あと、セーブ画面、何か、カッコイイなって思いました。

●よかった
敵をサクサク切っていくのが気持ちよかったです。

●めっちゃよかった
アクションゲームだーー！
剣でスイカ(敵)をバッタバッタと斬り倒していくのが気持ちいい。
テンポよくサクっと遊べるのが良かったです。
ボス戦は難しそうに見えて、アイテムを使えば問題なく。

●めっちゃよかった
爽快感のあるアクションゲームでした。
その操作性と敵を次々に倒していくテンポの良さが心地良かったです。
お話も短く綺麗にまとまっていて、楽しかったです。

クオさんの落ち着きのある対応と住人の慌てようとのギャップが面白く
スイカが魔物化した事にも冷静で、
むしろ食べる事しか考えていないクオさんに笑わせてもらいました。
45歳である事にはゲームの住人たち同様驚きました。
また、敵でありながら潔く、聞き分けのよいキングも個人的に好きです。

楽しんでプレイ出来たため、あっと言う間に感じました。
素敵な作品をありがとう御座いました！

●めっちゃよかった
スイカのドットが可愛い！そんな感想が第一に来ました、
こちらが攻撃している時は中身が見える等、芸が細かいなと思いました。
スキルもボス戦で活躍するものやザコに活躍するもの等、
使う場面に応じて変えるのも楽しかったです。
アクションゲームはそんなにやらないのですが、回復アイテムも結構手に入って、
スキルもあってとかなり遊びやすかったです。

●めっちゃよかった
これアクション面白い！純粋にアクションを心から楽しめました。

アクションは、ゲームによってはプレイヤーの腕次第で『詰み』があるのに、
アクションがかなり下手な私でもその『詰み』状態にならなかったので、
細かい所まで気配り上手で、初心者から上級者まで幅広く楽しんでもらおう、という
作者さんの心優しさが身に染みました。
……………………………………………………………………………………………………………
●no10.スイカ。　作者：リョウ＝カルス
●よかった
短いですが、スイカをテーマにうまくまとまっていたと思います。

●めっちゃよかった
真面目に魔王戦からの、その半年後に魔王一行がスイカに転生するという
なんとも気の抜けたお話で、意外性があって良かった。
そしてスイカでありながら緊張感もありつつの展開で、
つい笑いがこぼれるほど面白かったです。
平和でいいオチ…

●めっちゃよかった
このストーリーを生み出した発想力に脱帽。
発想の奇想天外さでは、今までプレイしたフリゲ展作品の中でも
一、二を争うんじゃないかと思います。茶番を演出する台詞回しも見事でした。

●めっちゃよかった
「動けん！」という魔王様の言葉が切なかったです。
オープニングでの魔王との戦いとスイカ割り大会からの
ゆるい感じのギャグパートのギャップが面白くて笑いっぱなしでした。

●めっちゃよかった
冒頭、いきなり魔王と勇者の戦いでスイカ要素がどこにあるんだと思ったら
完全にスイカでした。
こんなスイカの使い方もあるのかと。(笑
ゲーム性はなく、読み進めるだけでクリアできるというものでしたが、
ギャグが面白く楽しませてもらいました。

●めっちゃよかった
とてもいい話だったなー（ ；∀；）

●めっちゃよかった
魔王がスイカになるなんて…しかも、スイカとしてそのまま封印される何て……！
中々のギャグで笑わせていただきました！
MVでこんな風にギャグノベルも出来るんだなと思わせていただきました、楽しかったです！
最後、あの後のお話で割られないと良いですね…！

●めっちゃよかった
キャラクター自体はシリアスで王道なのに、
展開がギャグ成分が多く、そのギャップに笑わせていただきました。
読むだけなので、ゲームとゲームの羽休めみたいな感覚で楽しめました。

●めっちゃよかった
正直言えば、勇者と魔王の戦いの画面に切り替わった時、操作できるのかと思ったら、
ずっと読むだけだった・・・
でも、30分くらいで全部読んだけど、かなり面白かった。

最初は魔王に勝てなかったようだが、みんなの想いのチカラを魔王にぶつけて倒して、
何か、それが凄くカッコ良かった。
それで、魔王を倒したので平和になって、みんなでスイカ割りに行ったって事か。

だけど、ちょうど同じ頃に、魔王が転生してて、でも、転生した時、魔王や部下たちはスイカで、
しかも、勇者たちが参加してるスイカ割り大会で使われるスイカで、
勇者の仲間に割られた時、ダメージが1だってあったけど、
それで割れる（倒される）んだもんな。
魔王は、アイツは部下の中でも弱いからとか言ってたけど、コレって、魔王もHP1ッて事か？
さらに、スイカ割り大会が進むにつれ、魔王の他の部下達も出撃？をしていって、
だけど、それが裏目に出たのか、勇者の仲間にも気付かれて、バトルになるんだが、
勇者は、武器の使用禁止なのに魔王を倒した剣を使い、
しかも、みんなの想いも一緒に放って・・・
だけど、目隠しというルールだけは何故か守ってたトコとか笑った。

だけど、その後の、勇者と、女神の対応が凄かった。
勇者は、魔王とはいえ、相手はスイカ。
弱い者いじめは勇者のする事じゃないとか言ってるんだもんな。
それに、女神は、大会側に文句を言うんだもんな。
あんときゃ、大会側の人がなんかかわいそうだった・・・

さらに、魔王は、マジックポイントってなんなんだとか部下に言いだすんだよ。
無尽蔵の魔力があったとしても、
マジックポイントが何なのかワカランとか、これにも笑わされた。

・・・で、最終的に、魔王たちは封印されたみたいだけど、
ここで一つ思ったのは、勇者の仲間で、心に目などあるのかとか言ってた人が
夜な夜な現れては・・・みたいな描写があったけど、
勇者の仲間が封印の地に来るというのではなくて、蟻が来たりしないのかなッて・・・
だって、一つだけ、割れてたスイカが置いてあったから・・・

それに、あのスイカは腐らないのだろうかとか、いろいろ思った。
…でも、倒したら魔王が別の何かに転生なんだろう・・・
いろいろ難しい事情がある世界だッたけど、
それはそれで、見た事が無い世界だったから良かった。
……………………………………………………………………………………………………………
●no11.決戦！卒業前夜 -remake-　作者：あず
●よかった
下記の内容でクリアしました。
・レベル11、プレイ時間は１時間くらい。
・操作キャラは、一度も切り替えていない。
・ダンジョンで入手したアイテムは、一つも使用していない。
・単位を消費して覚えるスキルは、一つも覚えていない。
・仲間になるキャラの装備とスキルは、初期のまま。
・くまのお店は、利用していない。

ダンジョンの広さや構造が、探索していて苦にならないちょうど良い広さで、
コツをつかむと敵シンボルを安全に倒せるようになっているつくりだったので、
ダンジョンの構造をよく考えて作成されたのだなと感じました。
ダンジョンに設置されている一部の宝箱についているギミックの個性があまりに強くて、
思わず吹きました。
壊す必要のない回復ポイントをうっかり壊しそうになる罠の配置具合も絶妙でした。
ギミックの難易度も高くなく、詰まってもすぐに解ける難易度でした。
私が説明を読み落としただけの可能性がありますが、
ダンジョンにある魔法陣の効果がわからないまま、クリアしました。
私には戦闘のテンポが早すぎて、戦闘メッセージが読み切れないまま消えてしまいました。
その為、敵がどんな攻撃をしているのかわからないまま、攻撃を受けて瀕死になったり、
ゲームオーバーになることが多かったです。

プレイ難易度も高くなく、アイテムなどの説明文、キャラの掛け合い、演出など
あらゆる面で驚くことが多い、個性的な作品でした。

●めっちゃよかった
ストーリーのノリや登場人物の個性的に
テーマ:台風 でも通用しそうなほど突き抜けている作品。

レベル上げのみを狙うなら敵シンボルをスイカで吹っ飛ばした方が早く、
戦闘をこなせば一部アイテムを購入せずに済む。
こんな具合にどちらを選んでもメリットがあるのが面白い
クマで6の字を～のミッションに少し手こずりましたが、
それ以外はガンガン突き進めたので満足です

●めっちゃよかった
世界観がすごい。
ストーリーや戦闘も楽しみつつ、爽快な爆発アクションも楽しめました。
キャラの豊かな表情、細かい動きにこだわりを感じます。
戦闘画面でウィンドウに映っている顔もかわいかったです。
単位が「単位」とか、アイテムの名前とかも独特で楽しめました。

●めっちゃよかった
いつものあずさんの作品。ぶっ飛んでました。
ぶっ飛んでいながらも、敵シンボルを爆弾で打ち抜いて経験値を稼いだり、
宝箱であるフォルダを打ち抜いてアイテムを回収したり、
ゲーム的にもシューティングを活かしたギミックが斬新で楽しいです。
理科ちゃんにいちいち吹く。好き過ぎでしょｗ
回復してくれるのに爆破されるあおいけいびいんさん……！

●めっちゃよかった
『決戦！卒業前夜』クリアしました！
マップ上での一つ一つのエフェクトが丁寧でこだわりも見えて、
スイカ爆弾はじめ爽快感が満載でした！
そして、ツクール2000のＢＧＭやツクールＸＰ準拠のキャラチップに味があって、
懐かしさも感じました。
ストーリーも春を感じさせるハッピーエンド(フリゲ展夏だけど、気にしません^^)で
良かったです。

●めっちゃよかった
戦闘が結構キツかったけど、
主人公のテンションの高さがゲームに反映されてるのが良かった。
スイカ爆弾の爽快感も最高。
むちゃくちゃなストーリーなんだけど、それを納得させるだけの演出。

●めっちゃよかった
決戦！卒業前夜、クリアしました！
スイカ爆弾投げまくりでストレス発散良きゲームでした。
ところどころのネタも面白かったです。
アイテムの名前とかも凝っていて作者さんの個性を感じます。

最初の説明文を読まずに突っ走っていたので、
敵との戦闘をしまくったので、アイテムや装備品がガッポガポでした。
キャラクターもそれぞれ個性的で良かったです！
楽しい作品をありがとうございました！

●めっちゃよかった
シナリオ・マップのぶっとび具合、どれもひたすら高いテンションで面白かったです！
戦闘の爽快感もすごい。桜井くんかわいかったです。

●めっちゃよかった
ドカーンドカーンとものすごい勢いと爆発力で、
障害物から敵やら回復ポイントやらぶっ飛ばしてしまうというすごいゲームでした。

●よかった
スイカ爆弾が爽快かつ強力で雑魚敵を戦わずに倒せたりと面白い。
ラスボスは瞬殺だったけど中ボスは状態異常を気にしながら戦う良いバランス。
女子2人組が主役で出てくる男達がダメ男という構図は
作者の考えが反映されている気がして興味深かった。

●めっちゃよかった
テンション高めの雰囲気とスイカ爆弾がとても楽しかったです！
でも調子に乗ってなんでもかんでも爆破してたら、
うっかり回復ポイントも爆破してしまいました……
とか思ってたら、ずらりと並ぶ回復ポイントを爆破しないと進めない場所も！？
そういうところも含めて、とてもおもしろくて好きなシステムだなぁと思いました。

あと、お店のクマが突然いい声でしゃべってびっくりしました。
な、なんだこのクマは……！？

●めっちゃよかった
行き当たりばったりでない、ちゃんと考えてるところは考えてる大雑把さ。
そんなあずさん作品の良さが今回もあふれ出ていました。
唯一ちょっと残念だったのは、４人の歌のテストのシーンが見られなかったこと。
あの４人なら
本番もきっと何か色々やらかしてくれるんじゃないかと期待してたんですが（笑）

●よく頑張りました
ダメージが大きすぎたのでそこはもうちょっと丁寧にやってほしかったです
でも立ち絵はとても素晴らしかったです

●めっちゃよかった
とにかく！スイカ爆弾爽快でした！
マップもすごく凝っていて見ているだけでわくわくしました！
相変わらずストーリーやキャラもぶっとんでいてすごく楽しかったです！
でも、卒業できてよかった‥

●めっちゃよかった
終始ギャグと勢いで、息をつかせぬ面白いゲームでした。
何と言ってもスイカ爆弾を使ってあらゆる物を吹き飛ばしていく爽快感！
スイカ爆弾を使った方が戦うよりも経験値がもらえるという
吹き飛ばしを前提とした進み方には好感が持てました！

恐ろしい見た目なのに何故か大人気の理科ちゃん人形。
当然のように配置された大量のクマちゃんたち。
その他、随所に散りばめられたネタに突っ込みが追いつきませんでした。

クラスメイトも一癖二癖あるキャラクターばかりで
キャラクターたちの表情の変化まで一つ一つにイラストが用意されており
ストーリーも非常に楽しかったです。

ミカちゃんも無事に卒業出来て、ハッピーエンドだったようで安心しました。
素晴らしい作品をありがとう御座いました！

●めっちゃよかった
とにかくノリと勢いがスゴイ！　ギャグが面白い！　キャラクターが可愛い！
意外と真っ当なダンジョン探索もあったりしつつも、
スイカを撃ち出すという要素もあって楽しい。
戦闘なんかもテンポよく遊べるようになっていて、サクサクっとクリアできました。
アイテムやスキルの解説なんかでも遊んでたりして、全体的に隙のない良作でした。

●めっちゃよかった
正直雑魚戦はめんどくさいなと思う僕にも良いバランスで、
とにかく爆弾ごり押しで楽しみました。
キャラクターは個性が強く、みんな可愛いかった。
特に主人公のミカは個人的な好みに（主に外見）ドンピシャでした。
戦闘は最初から数字が大きくて、爽快感がありました。
面白かったです。

●めっちゃよかった
ミカが卒業する為に、音楽の単位を取らないといけないが、
グループの他の3人と一緒に歌わないといけないので、説得するッてトコが面白かった。
みんな、理科ちゃんを愛していたみたいで、
それの供養で歌のテストに遅刻とか、何か、すごい状況だなとか思った。
スイカ爆弾で敵や障害物を吹き飛ばすトコが面白かったけど、
茶色いクマが何なのか分からず、始めはふっ飛ばしていたけど、
話し掛けてみると、店だったのか・・・何かチョッとショックだったけど、
まあ、もういいや・・・ッて思って。
あと、回復してくれる石みたいなのが出てたけど、これも破壊できるんか！って、
回復をしてくれる奴まで破壊するのかよ！！！とか、
いろいろツッコミどころ満載で面白かった。
そいえば、卒業がかかってるからとは言え、商人まで吹っ飛ばすんだもんな・・・

どれだけ、卒業したいんだって想いが強いかが分かりやすくて、
それはそれで良かったかもしれないが、
その反面、人間の執念というか、恐ろしさを感じました。
そういう面も描けていて、いいんじゃないかなっていう事です。

説得した相手の、3人の中で、熊谷君（毛むくじゃらの人）、彼が一番カッコイイなッて思った。
ワイルドさがあるからかな？（というか、僕が勝手にそう思い込んでるだけかも・・・）
でも、桜井君も、頑張って卒業しようみたいな感じになって、
引きこもるのも止めて、何か、そこがカッコ良かったし、
あと、明智君は、思いをぶつけて来い！みたいな事を言ってる所とかカッコ良かった。

あと、戦闘時の敵へのダメージが凄まじく、コレはコレで驚いたのと、
ゲームオーバーも一度だけ見たけど、
コレはコレで衝撃的だったので、いろんなところで楽しめて面白かった。

あと、アカネが凄く可愛かった。ラスダンでかなり役立ってくれたし♪

●めっちゃよかった
絵が可愛いのに内容がすごいカオスで笑いました。
頑張って隠しアイテムっぽいのとりました。
……………………………………………………………………………………………………………

テーマ「スイカ」感想 no6～11

●no12.すいかさがし　作者：彩野ひなた
●よかった
「すいかさがし」クリアしましたー。
全部みつけました！　わー！
白っぽい地面に（鍾乳洞かな？）白っぽいキラキラはとても見づらかったです！
そこでナイス！　って思ったのと　やられた！　ってえ思ったのが半分くらいでした。
こういうのいいなー。もっとできないかなー。
欲を言うとごほうびっぽいのがあると余韻に浸れたなって思いました。

●めっちゃよかった
カギはネギでした（お金的に）
スイカを探しにダンジョンに潜るゲーム内容で、
街でお金を集めて能力を身につけると格段に効率がＵＰしました。
事前準備大事ですねー！
目印ありがたかったです！！
マップが美麗で本当に洞窟探検している気分になりました。

●よかった
ツクールでできるかわいらしい遊び、のようなゲーム構成がすきです。
事前準備が楽しかったのですが、もう少し攻略に幅があると、よかったかも。
時間増と可視化がほぼ必須なので、結局同じようなパターンになってしまうので。

●めっちゃよかった
洞窟内でスイカを集めるのだが、時間切れになるとゲームオーバーのようで、
時間内に探して出るとおわりらしい…
最初は、時間いっぱいにスイカを探せるのだと思っていたが、
時間切れでゲームオーバーになった時はショックだった。
2回目は、一生懸命探して時間内に戻れて、しかもスイカを全部集めていたので、
100％回収率のクリアだったので、嬉しかった。
町で手に入る能力を上手く利用して遊ぶところが面白かった。
それに、町で宝箱を開ける時とか、
ねぎが無いと開かないとか、何故ねぎなのか分からなかったけど、
いろんな工夫があって、良かったと思いました。

●よかった
ダンジョンに散らばったスイカを探しにいくミニゲーム。
探索中は時間制限があるのでほどよい緊張感が良いですね。
街では探索の準備が出来て、能力を付けていくと格段に楽になります。
印を付けてくれる能力のお陰で一発でクリアできました。

●よかった
移動速度、目印、出入り口に即帰還　の三つで無事クリア。
ねぎの発見に手間取ったくらいで、さくっとできて良かったです。

●めっちゃよかった
ツクールで簡単に遊べるアイテム探し、と言う感じがしてマップもきれいで良かったです。
個人的には、お金をどれだけ手に入れるかで大きく難易度が変わるかなーと思いましたが、
スイカが光るものを手に入れたら大きく難易度が下がったように感じました。
速度はあまり早すぎると逆に大変でした…。シンプルだけど、面白かったです！
……………………………………………………………………………………………………………
●no13.スイカは何処へ消えた！？　作者：伊丸
●よかった
クエスト調だったり、
パズル調だったりと、あの手この手でスイカを集めるのが楽しくて夢中になりました！
面白かったです。

●よかった
不思議な世界でスイカを探すという物語。
主人公が家に帰ってきたら、変な人がいて、
スイカを異世界にばらまいたとか言い出すんだもんな、
凄い変わった話だと思ったけど、面白かった。
それで、異世界で主人公がスイカを探す・・・んだけど、全部見つからなかった。
砂糖が欲しいという女性の言う店が何処にあるのか見つけられなかった。
隠し通路とか見つけられた時は嬉しかった。隠し通路的な要素とかあったので、
それは面白かったかな。

あと、ウサギや羊がいた森の看板、なんとなくだけど、こうやって進めばいいのかなッて、
いろいろやってたけど、
全てのスイカは拾えなかったのが悔しかった。いろいろ思索した事が面白かったんだけどね。
木が生えてる所に囲まれたトコにいたの、ウシさんかな？
何の意味があったか分からなかったけど、いろいろ工夫されていて、見てて楽しかった。

ちなみに、スイカの得点は82点でした。

●めっちゃよかった
唐突に始まる急展開、主人公への理不尽っぷりに笑いました。
打って変わって、舞台はタイトルからは想像できないような
モノクロ調とドットによる奇妙な雰囲気を漂わせる世界で
個人的に非常に好みでした。
結局、100点未満の状態でのクリアとなりましたが
謎解き要素が敷き詰められている素晴らしい作品でした！

●めっちゃよかった
難しい！８７点が限界でした！
世界観と音楽が可愛くて楽しめました。
狂ったようなオウムやら女の子が面白かったです。

●めっちゃよかった
まさかのスイカ探し２連続。
こちらは広い空間内を探し回るというもので、
あの手この手で隠されたスイカを探すのが楽しかったです。
謎解き要素やお使い要素なんかもあったりして、ＲＰＧしてるなーと。
マップが白黒なのも味がありますね。

●めっちゃよかった
謎解き・クエストの配分のバランスが凄く良くて、プレイして飽きないのと、
あと点数のつけ方がかなり上手な気がします。

変な減点の仕方や変な計算式で点数付けると、
20点とか出してプレイヤーに不愉快な思いをさせたり、
そうでなくても逆に100点を簡単に超えてコアなプレイヤーが
満足しなかったりと大変だと思うんですけど、
かなりバランスいい点数配分になってる気がします。
……………………………………………………………………………………………………………
●no14.空白勇者の物語　作者：たき
●よかった
意外と正統派な雰囲気のＲＰＧもの。
主人公が２回行動できるのが特徴で、
攻撃と守りのバランスを考えながら戦う戦闘が楽しいです。
マップは広めでスキル解放の様子もあったりと、なかなかやり込み要素が豊富。

●めっちゃよかった
２回行動とか消費ゼロ回復とか、バランス的に物凄いところ切り込んできてるのに、
おおらかなバランスでまとまっているところに驚かされました。
虫のカラとかでオシャレしてガラスロールでぶん殴る、
主人公のよくわからなさが個人的に好きです。
（マップの広さはもうちょっと圧縮してもらえると、私みたいな方向音痴が救われます……）

●よかった
まず、キャラクターの顔とかで思ったのが、女の子が可愛かった。お店にいる子とか。
主人公の性別が分からない…が、グラフィックが綺麗で良いと思った。
遊び始めた頃、お金が貯まりにくいのだろうか？ッて思いました。
序盤は金の工面に苦労しました。
常に二回行動出来るところが良かったかも。回復→防御という戦法とかも取れるので。
ある程度だが、ごり押し出来たりするし。
敵に負けても再戦して勝てば良いので、遊びやすかったかも。
敵の予期せぬ攻撃とかで負けてしまった時とか、何とかなるので…
武器や道具等は、店に投資すると売り物が増えるというシステムが良かった。
敵がいろんなアイテムを落とし、それを装備したり売ったりして
味方を強くするみたいな感じの所も良かった。
帰還用のアイテムの値段が高いと思ったのと、
セーブが決まったところでしかできないのが不便だったが、
所々にセーブポイントがあったり、
敵はシンボルエンカウントなので、戦いたくない時は逃げれたので、そこは良かったかも。

あと、洞窟の中で、最初の方なんだけど、宝箱一つと敵が一体いるトコがあって、
そこで敵に触れたらエラー（スクリプトエラーではなく、参照する画像がないみたいなの）が
出ました。
どこに報告すればいいのか良く分からなかったし、
僕が遊んだ後にゲームが更新されたのが出てたので、もう、誰かが報告済みで、
修正されているなら、ごめんなさい。あと、報告も遅れてごめんなさい。
……………………………………………………………………………………………………………
●no15.Magical Request　作者：hiro
●よかった
スイカ畑に出る魔物を倒すッていう話だった。
スクリーンショット見た時から、
ネコさんが可愛すぎるので、好きになったが、ルナっていうのか。
オスっぽいけど、メチャクチャ好きになった。
どうやら僕はネコさんを愛してしまったようだ・・・
それで、戦闘バランスが微妙だったというか、スイカの魔物、地属性の魔法をしてくるが、
2回喰らえば戦闘不能って、なんだよ！？ッて思いました。
なので、あまり逃げたくなかったけど、逃げまくりました♪
最終レベルは6で、何とか魔法や回復併用でごり押しして愛するルナでトドメ！！！！！！！
でも、ほんと、このネコさん、可愛すぎる。
村長の家でフーと言った時とか、もうメッチャ嬉しかった。

●よかった
アイテム、VP、SPとかなりギリギリでシビアな戦闘が楽しめました。
スイカの敵が種からはじまって段階的で面白かったです。
カットの仕方で別タイプのスイカが出るとは思わず、笑えました！

●よかった
魔法使いと猫の正統派ＲＰＧ。ちゃんとフィールドあるのはフリゲ展では初めて見たー。
そして猫がイケメン。イケ猫。
戦闘ではとにかくＳＰの管理が大事で、
うっかりダンジョンの真ん中で底を尽きると痛い目に遭います。
回復アイテムをしっかり用意できるくらいの
余裕が持てるようになってから進んだ方が良いかも。
……………………………………………………………………………………………………………
●no16.フリゲいせきの８つのスイカ　作者：udooon
●めっちゃよかった
難易度は控えめ、操作性もよく、武器も豊富で、
安心して楽しめる探索2Dアクションといった感じで楽しんでプレイできました。

初クリアのタイムは00:48:41。
コンプリートは遠い……ウォーターメローナちゃんて誰？

ロープをジャンプで跳び移って毒沼を渡るところで、
横を押しすぎてロープから落ちてしまい何度か死んだので、
ロープにつかまってる時は横に動けないようにした方がいいかもしれません。

武器は、個人的には「いとだまくん１ごう」がお気にいりです。
いいゲームをありがとうございました。

●めっちゃよかった
まず、ドットが可愛い！
そしてアイテムを装備して進むのが楽しかった。
最後に条件を満たすとチェックが入るとは…熱中させてくれますな…やりおる。

●よかった
画面スクロールタイプのアクションゲーム。
ダンジョンにちらばるアイテムを集めなが進む感じで、
ちょっとした冒険感が味わえました。
ガチャやアイテム購入要素などもあって、
この手のアクションゲームにしては自由度も高いのが良かったです。
敵の動きとかちゃんとしてていい感じ。

●よかった
ドット絵の出来が強烈に素晴らしい作品です。
一体どうやったらあんなヌルヌル動くアニメが作れるのかと。
とりあか氏のキャラ達もドット絵で忠実に再現されていて素晴らしい。
しかもそれに留まらず、ゲーム本編で個性のにじみ出る動きをしていてエクセレント。

ゲーム本編に関しては、実にシンプルな操作のアクションアドベンチャー。
アイテムの種類が豊富でいい感じ。
死んだら即ゲームオーバーですが、主人公の体力がそれなりに多く、
セーブポイントが至る所に点在するので気になりませんでした。

ただ、ゲームバランスに関しては序盤から敵が妙に硬かったり、
こちらの動きがあまり機敏でないに関わらず敵がえらい素早かったり、
地形も、攻撃を食らって下に落っこちるような配置が多かったり、
難しい、というよりもやや理不尽さを感じる所がありました。

そこに目を瞑れば素晴らしいゲームだと思いました。

●めっちゃよかった
本格的なアクションゲームでした。
ドットで構成された世界観によるレトロな雰囲気が非常に好みでした。

操作も面白く、ステージも豊富で、のめり込んでしまいました。
武器にモーションがついていたり、とりあかさんのモンスターをドットで制作されていたり
オリジナリティの高い作品だと感服させられました。

途中急に動作が停止する事もあり、細かいセーブが要求されるところはありましたが
セーブポイントも要所に設置されているため、ストレスには感じませんでした。
それ以上に完成度の高さが魅力的で、ストーリーもシンプルな点と合わせて
ゲーム性とよくマッチしていたと思います。

素晴らしい作品をありがとう御座いました。

●めっちゃよかった
2Dでピョコピョコ動くキャラクター達が可愛いのなんの。
武器の挙動が独特だから慣れるまでに少し時間がかかったけれど、
それに慣れたら楽しい探索アクションって感じ
残念な点があるとすれば もう少しボリュームがあったらなぁと。
入手したアイテムを活用することで幅が広がるゲームだけに短さがもったいないです

●めっちゃよかった
とりあかさん夏素材が一からドット絵化され
敵の攻撃モーションやショップ等、とても可愛かったです。

操作もジャンプと攻撃の使い分けでサクサク進めて
チュートリアルはかーくんが教えてくれて、とても丁寧
にステージが作られてました。

仕掛け解除等、敵以外の要素も楽しかったです！
……………………………………………………………………………………………………………
●no17.-新説-HURRY UP！体験版　作者：みどり
●よかった
懐かしのＲＰＧツクール2003！
アクションゲーム風になっていて、敵に触れるとダメージを受けるのはもちろん、
ちょっとした寄り道要素なんかもあって、いろんなプレイの仕方が出来そうな感じでした。
あとマップの作り込みが細かくて良かったです。

●よかった
ゲームのコンセプトはすきです
ぶっつけ本番で急げ急げと言われカウントダウンされている中でのプレイヤーの理解力は
作者のそれより遥かに下回り、誰もが適当プレイになるものなので
仲間要素は少しずつ増やす、時間無しのチュートリアルを用意するなどした方が優しいかも

シナリオはまだまだ何も始まっていないので何ともいえませんが、
女性二人がなんやかんや慰めあってる間に捕われてる仲間が一人死んでしまう展開は、
プレイヤー目線でちょっとひどいな・・・と思ってしまいました
完成に期待しています
……………………………………………………………………………………………………………
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