
●no1.おばけスイカタイフーン　作者：みすてぃれいん
●めっちゃよかった
まさに台風のようなゲーム。
脚本、戦闘システム、演出が混然一体となって、
一つの「台風」を形成する様はまさに圧巻でした！

●めっちゃよかった
出だしからのぶっ飛んだシナリオに笑わせていただきました！
ゲームシステムが面白くてわかりやすく、かわいい感じの演出が随所にされていて
いい意味でゆるいゲームでした！
やり直しシステムも親切で、万人が楽しめるゲームだと思います！

●めっちゃよかった
流れる滝のごとく、次々とトラブルが繰り出される怒涛の展開でした。
まさに台風のようなストーリー！

戦闘が通常のフロントビューと思いつつ
まさかの顔アイコンを動かして操作するアクションゲーム！
自分以外は勝手に戦ってくれるので、回復にさえ気をつければ心強いですが、
注意してないと案外あっけなくて戦闘不能の効果音と相まって、衝撃でした！

全滅してもＨＰが強化して再戦できたのでストレスなく
アクションが得意でなくても最後まで楽しくプレイできました！

●めっちゃよかった
展開自体がタイフーンときましたか！と、
コミカル、ハチャメチャで面白い作品でした。
ラスボス、何度もやられちゃいましたが、コンティニュー補正があってなんとかクリア！
しっかりと最後がひと夏の思い出としてかたまっていて、とても良かったです。
良い息抜きになりました！

●めっちゃよかった
ＭＶのゲームを始めてやりましたが、こんなゲームもできるんですね。
最初は感覚をつかむのに苦戦しましたが、
少しずつコツがつかめてきて上達するのが楽しかったです。
ただ戦うだけじゃなく、仲間が増えたり次々とストーリーが展開したりと、
飽きずに最後まで遊べました。

●よかった
まさに台風のようなテンポのゲームでした。
夏モンスター素材がグリグリ動き回るストーリーが楽しかったです。
独特な戦闘システムも面白かったのですが、
敵の反応が早くて、こっちが近づいても先に攻撃されてしまうことが多かったのは
少しストレスでした。

●めっちゃよかった
ドタバタした雰囲気でキャラクター達が良い感じに絡み合ってとても楽しかったです。
戦闘アクションシーンもキャラクター達がぐりぐり動いて面白かったです。
最後は心温まる内容でとても微笑ましい気持ちになりました。

●めっちゃよかった
戦闘システムが、自分で動けて戦えるというシステムなので面白かった。
話も面白かったので良かった。
おばけがみんなと遊んで楽しい思いをして成仏したというのがなんか良かった。
最初の方は、主人公のひっさつが強すぎるんじゃないかッて思って、
でも、回復が、主人公だけだと思ってて、ラスボスで二回も負けたけど、
戦ってる内に、回復は全体のHP完全回復っぽいので、

「こりゃ、みんなで協力して戦ったら勝てるぞ！」ッて思って、
3回目挑んだら勝てて、みんなで海で遊んで楽しかった～って感じの物語が良かった。

●よかった
MVのゲームはほぼ初めてだったが、
自分のそう高いスペックを持っているわけでもないPCでも動いて安心した。

（ややカクつきがあったけれど）
絵が可愛くて、短編とゲームしてもはちゃめちゃながらよくまとまってて、面白かったです。
回復さえしっかりしてれば全滅もなく、クリアできました。

●よかった
夏らしい感じのワイワイしたストーリー。
１プレイが非常に手軽ながらも、夏らしい雰囲気を堪能できました。
戦闘はひたすらごり押し！！
……………………………………………………………………………………………………………
●no2.オナキン・キャノン　作者：IN
●めっちゃよかった
レトロ風のシューティングゲームで
ファミコンをやっていた時の懐かしさがよみがえりました。
ノーマルモードでクリアしましたが、コンティニューがあり、
何度もやっているうちにコツをつかんでいけるちょうどいい難易度設定で、
飽きが来ず最後まで楽しめました。
金のスイカ食べてみたい(´ω`)

●めっちゃよかった
絶妙な難易度設定と明快なコンセプト。
最後の方は苦労しつつも一気に最後までプレイさせていただきました。

●めっちゃよかった
本格的なシューティングでとても楽しめました！
溜めることで強力なショットを撃って「溜め」を使いこなさないといけないのは
なかなかテクニックを要するようでFINALSTAGEは苦戦。
とても遊びやすく、レトロな雰囲気が可愛く素敵で…
作品に惚れました！！！

●よかった
ステージ2をクリアした時点での感想です。

良かったところ
・自作ドット絵(readme見たところ自作と思われる)
　種類多い+丁寧と思いました
・敵の種類豊富
・溜め撃ちが爽快
・アイテムがこまめに出てきてクリアしやすい

改善してほしいところ
・自機の挙動がうまくいかない
　(これ以上、上に行けない？→横に移動して上キー押したら進めた　とか、　
　   攻撃後移動しないと撃てないとかで、操作が上手くできず、中断……)
・溜められるスピードが上がってもいいかも？
　(最初から速くでも、ステージ進むごとに速くでもok)

ドット絵やらデバッグやら大変だったと思います。お疲れ様でした。

●めっちゃよかった
一見ネタかと思いきやとてもよく練られたシューティングでした。
どこまで溜めてどこでショットを打つかを考えるのがとても楽しく、
弾幕もさほど厳しくはないので初心者でも安心。
簡単すぎてつまらないって人にもクリア後にEXへチャレンジできるのが嬉しい。
難易度はかなりのもので、溜めたゲージを何処でぶっ放すかを考えた立ち回りを強いられる。
ノーマルモードと打って変わってカッコいい出来になってるのもニヤリとできました。

残念な点があるとすればEXの後半ボスが初見殺しすぎることかなぁと。
こちらの最大威力のショットは与えるダメージが低下しているし、
ボスの攻撃によってはガッツリライフ削られるんで、
パターンを作るまでの試行錯誤が嫌いな人には地獄に思えます。

余談になるけどEX-1ボスの説明に、
「彼の真の目的は浜辺でステキな彼氏をゲットすること」とあるけれど
あれは誤植なのかそれとも…

●めっちゃよかった
レトロゲーム画面かわいい！！！！
あと赤いユーフォーのボスが、小さいユーフォーを斜めに配置していくのが
とても可愛かったです。
難易度は、あまりゲームが上手い方でない僕（スコア22万ちょい）が
初見、ラスボスに残り体力1で勝ったくらいですから、
バランスは最強に良いのではと思いました。
また、ゲーム中「自分にもう少し技術があれば、
ここはもうちょっと敵を引き寄せて攻撃をぶっぱなして全員倒せる」と
しばしば思わされたので、調整が上手いなぁと。
タイトルが下ネタかなと思ったので、
下品なものを期待したのですが、硬派な作りのゲームでした。

●めっちゃよかった
FCみたいな感じのグラフィックで、
FC世代としては何かメッチャ嬉しくて、楽しくて、すごく面白かったです。
裏面にも挑んだけど、2面で撃沈・・・手も足も出なかった。
攻撃しないで我慢してると撃つ弾が強くなるというのも面白かった。
2段階目のスイカ、あれって、スイカをぶつけてるのか、
それとも、スイカはオイシイのでそれ喰わして黙らせてるのかなとか、
いろいろ遊びながら考えてました。
最後の方になるにつれ、3段階4段階の武器を撃たないと厳しくなって、
せっかくの攻撃チャンスでも、
攻撃外しちゃってショック！！！ってのもあったけど、
何度も何度も挑んで最後まで何とか行きました。
ボスの連戦モードも面白かった。あと、金のスイカとかビックリした。
そして、その後の物語（つまり、金のスイカの中身とのバトル）とか、
想像できないような話だったから、すごいと思いました。
操作も難しくなく、単純なゲームだったから良かったって思います。遊びやすかった。
あと、敵が落とすアイテムとかも、分かりやすくて良かった。
単純なゲームなところも良かったです。

●よかった
タイトル大丈夫なのかこれー。(笑)
と思ってやってみたら、ゲーム自体は健全なものでした。
チャージしてためにためたあとにぶっ放すのはキモチイイ！！

●めっちゃよかった
ふざけたタイトルに惹かれてプレイしたら、、中身にも妥協を感じなかった！
演出やテンポ、ゲームバランスは
完璧に近いと感じましたーラスボス、神ですね（色んな意味で）

●めっちゃよかった
一瞬目を疑うようなタイトルとは裏腹に、撃つべきか撃たざるべきか…と
タイミングを測りながら遊ぶのが楽しいゲームでした。
いつもシューティングゲームを遊ぶ時は手当たり次第連射してばっかりなので、
新鮮なプレイ感覚に驚きました！レトロ感があってかわいい音やドット絵も好きです。
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●no3.少年少女夏小冒険　作者：Abstain company
●よかった
甘い夏の冒険、と思いきや、戦中に亡くなった人の悲しみが描かれるなど、
考えさせられるテーマでした。
戦闘はサクサク進み、ストレスなく進められましたので、
RPGが苦手な方でも楽しめると思います。
二人の水着姿もそうですが、
おにぎりやスイカを食べるときの効果音が、敵に攻撃されたときの効果音で吹きました！
最後のバス停のシーンも、夏休みが終わって帰らなければならない切なさが
よく描かれていました。

●よかった
夏休みに田舎のおばあちゃんの家へ遊びに来た男の子と、
その夏休みの間だけ遊べる女の子のお話。
近所にある幽霊屋敷へ行った時、二人は戦争で亡くなった幽霊と出会う。
その幽霊から、世に対する執念から成仏できずに留まっている
4人姉妹の幽霊を解放してほしいと頼まれる。という感じで始まります。

不思議な空間にある4つの迷宮を攻略していき、
奥にいる4人姉妹の幽霊と戦って解放することが目的なのですが、
特筆すべきは、この4つの迷宮は四季をなぞっているということです。
まず、ここでインパクトを感じました。
しかも出てくる敵は全てとりあかさんの主催したフリゲ展での素材を使用していて、
すごくオールスターな感じもして良かったです。

プレイ時間自体も短いので、各迷宮とも短いのですが、決して単純ではなく、
仕掛けも設けられているなど程よくスパイスが効いていて良かったです。
敵も程よい強さでした。
良い作品をありがとうございました！

●よかった
プレイ時間は約50分で、レベル8でクリアしました。
ダンジョンの広さや敵の強さがちょうどよく、テンポよく先に進めました。
ギミックの難易度も、それほど高くありませんでした。
シリアスな物語背景と青春してるなぁと思う結末が
組み合わさったノスタルジックな物語でした。

●よかった
小さめの数値や日常感あふれる道具が、タイトル通りの「小冒険」、
日常から少しだけ外れたところでの冒険であることを効果的に演出していたと思います。
ボスがちょっと弱いかな、と思った以外は、難易度も尺もちょうど良い調整だと感じました。

●めっちゃよかった
子供たちが、お化け屋敷を探索してる時に、古い日記を見つけ、
平和ではない世に生まれ変わりたくないという
四姉妹たちの魂を救ってあげるという感じの物語と捉えたら良いのかな。
主人公たちが、彼女らを救ってあげるッていうのが良かった。
なんか、子供たちの優しさが伝わってきた感じがして…
四姉妹はそれぞれ想いがあって、戦争のせいでみんながつらい思いをして、
なんかうまく言えないけど、そんなのが伝わって…
そういうのを、ゲーム作品を通して伝えられていると思ったので、すごいなッて思いました。
あと、主人公と一緒にいた子との恋のシーン？もあって、良かったなッて。
登場人物には、それぞれの優しさみたいなのがあって、
それが、この作品の中で、一番良かったって思いました。

●よく頑張りました
MVのデフォ中のデフォな作りという感じ。
一応重めの話と難易度の優しい敵が、初心者感溢れてて、なんだかほっこりしました。
……………………………………………………………………………………………………………
●no4.そうだね、その夏の日の話をそっと君にしようじゃないか　作者：ととと
●よかった
全7話からなる短編ホラーで正直ちょっと怖かったけれど、
生と死に関して考えさせられる、よくできた物語でした。
各話は短編で完結しているため、非常に読みやすかったです。
夏の暑い夜に最適なホラーでした！

●よかった
文章が読みやすく、どの話も怪談話として楽しめました。
水着の着た者の気を狂わせるパターンは
実際にあってもおかしくないような不気味さを出している終わり方で
この手のお話としてはとても良かった。
ただ悪いわけではないのですが、水着のもう一方の結末は残酷なので、
一部ルートは個人的にちょっと苦手なところが…怖いっす(((゜v゜)))ｶﾞｸﾌﾞﾙ
楽しかったです！

●めっちゃよかった
6種類のホラーの話があって、それぞれ、楽しめました。

スイカの話
スイカを叩くと手が無くなって、人にあげたスイカから手が出て来たとか、
もう一つの選択肢の方は、スイカを食べた妻と子が亡霊のようになり、
スイカの収穫の度に叩かないでと言う声に悩まされた主人の話というか、
一つの話で二通りのオチというのも良かった

太陽の話
お天道様が見てるという、母の言い付けを守っていた少年の話で、
いい少年になった時は、スゴい善人で、
ボランティア活動中にヤバい病気になって亡くなったが、
亡くなる前もお天道様が見てると笑顔を絶やさずにいて、最後、母に連れられ、
この世から旅立った…そう言うのを見て、感動という訳じゃないけど、
善行を積み重ねて安らかに逝ったのかなって。
だけど、最後のあとがきの時に、子供でこの年でここまで悟りを開いてるのは
不気味だとかあったの見て、確かに不気味かもしれないけど、
こういった子がいても変じゃないかも…と思いました。
あと、悪い子になった方の選択肢だと、
いろいろな悪い事を繰り返し、怒られても反省すらしない。
毎日、イライラしてて、自転車を壊した時、僕はてっきり、ヤバそうな人の持ち物で、
自転車と同じ目に少年が遭うのかなと、
ちょっと怖いけど読んでたら、般若のような形相の母が叱りに来て、
顔とかメッチャコワかったけど、そうまでして息子を救いに来たっていうのかな、
そういう母親の愛情の凄さにもっとビックリしました。

台風の話
少年が落ちた穴の中での出来事で、穴から出た後に傘が…ッてのは
台風だから仕方ないかも…的な話だけど、チョッとゾッとした。
もう一つの選択肢では、
遊んでくれたお礼なのか穴で出会った少年が助けてくれたんだろうなッて、ジーンとした。

水着の話
呪いの水着で、着ると呪われるというのだが、
呪われた後、どうなるか、その話の内容が、チョッと怖かった
船のエンジンに巻き込まれて…というのはメッチャ恐いというより、
メッチャ気持ち悪かったけど、
水着が血に飢えているという意味だったんだなッて、
僕はてっきり、水着着た子が血に飢えて…という話なのかなって思った
発狂して弟や家族を…とか、血に飢えた水着を着たら乗ってた車が事故に…とか、
この話は恐いというより気持ち悪いというか何と言うか…
でも、話としては良く出来ていてすごいと思いました

夏休みの話
井戸にA君が落とされる…あるいはCちゃんが…
A君が死後に幽霊となってBちゃんを助けようとしてたら、気がつくと、
Bちゃんも井戸にいて、もういいんだよと、
自分の事を助けようとしてくれてありがとうみたいな感じの話は
なんか心に響くものがあった
もう一つのオチのは、Cちゃんが落ちてしまったというのは、
正直言うと、A君に対してストーカーまがいの事してたから…
ッて思ったけど、BちゃんもA君も落ちたCちゃんをそのままにして、
事故だと誤魔化そうとしたのはどうかと思った
だけど、Cちゃんがその後に、怨念になってしまったので、
A君とBちゃんが何とか助けようと、もう一回井戸に行った時にD君がいて、
僕が思ったのは、D君も何らかの事情で幽霊になってて、
みんなで仲良く過ごそうと言って二人を刺したのかなッて…
それか、D君は幽霊じゃなくて生身の人間だったんだろうけど、
ここで4人仲良く死のうみたいなの、怪談とかそういう意味ではなく、別の意味で、
メッチャコワかったです。そう思いました。

オバケの話
そして、最後、オバケの話、はじめにのトコに出てた青年が、オバケだったのか。
選択肢は無かったみたいだけど、なんか不思議なオバケだッたなァって。
うまく言葉に出来ませんが、変わった終わり方だけど、
なんか、これはこれで嫌いじゃないッて言うか…

あと、話を選ぶ画面の、カエル？フグかな？
あの何か良く分からなかった生物、なんか好きなんだよなとか、
いろんな事を考えながら見てました。
それから、僕は怪談話が好きなので、凄く楽しめました。ありがとうございました。

●よかった
スイカ、太陽、台風、水着＞一番最初の語り掛けを含めたそれ以外　という好き度でした。
言っても、後者は自分の好みに合わなかったくらいの物です。
音楽の選曲が良かったのと、ノベルにありがちな冗長さがそれほどなかったことが、
没入できた理由かなと個人的に思いました。
短編集としてとても素晴らしい作品でした。

●めっちゃよかった
ノベルゲームですが、初見でも面白くて内容が深い話でした。
特に最後は驚きを隠せませんでした。
……………………………………………………………………………………………………………
●no5.夏色DREAMS　作者：ファントム渚
●よかった
一見単純そうだけど、やってみるとなかなか難しいもぐらたたき風ゲーム。
キーボード操作ではなかなか難しく、徐々に最高得点は上がりつつも、
まだエンディングを見れていません(;´Д｀)
上にいるお化けが、「ぼくおばけ！」とか「時給480円！」って言ってるのがかわいかった。
え、時給480円？？

●よかった
音楽映像作品と思ったらいきなりゲームがはじまって少し驚きました。
１０００点という絶妙なクリアラインが良かったです。３回目でクリアできました。
"タイフーンＤＥダンス"と"わしの夏休み"は20017年完成という事で、
そこまで生きている自信はありませんが、もし完成されたら是非プレイしたいです。

●よく頑張りました
ぜってーボカロ曲流したかっただけだろ！！！！！！
ゲーム的にはカーソルが遅いとまずクリア不可能ではないかと思いました。
カーソルが早すぎても難しかったが、チャレンジ3回目くらいでエンディング点数到達
時給もらってるおばけがかわいかったです

●よかった
1000点取ったらEDだが、EDというよりスタッフロールだけだッたか…
OPにネコの写真が出てたので、EDでも出てくるんかなッて思って期待したんだが…
あのネコ、可愛かった。
あといろんな風景の写真が良かった。こんな演出も出来るんだなッて勉強になりました。
あとは、ゲーム中の速度ですが、早すぎるとうまくキーを押さないと曲がれず、
果物を取り逃がしたりするけど、
遅すぎれば1000点行きそうにない、そんなトコも良かったと思います。
あとは、果物とかスイカとかを拾うのに、メロンとか、3回調べないといけなかったりとか、
最初、それがうまく理解できてなくて点が取れなかったけど、
遊んでいるうちに意味が分かって来て、
しまいには、必死になって1000点目指してました。
チョッとした空いた時間とかにミニゲーム遊びたい時とかにいいかなって思います。

●よかった
スイカではなくメロンが一番なあたりリアルですきです

●めっちゃよかった
オープニングの夏景色と歌が「これから夏がはじまるぞー！」みたいな
テンションになりました！！
もう少し早く（８月）に遊んでいれば、気持ちが高鳴り
より楽しめたと思うと惜しい気持ちになりました。

ゲーム内容は時間内にたくさん夏野菜や果物を集めて得点を稼ぐもので、
目標の１０００点を超える為に全力疾走しました。（作中で）
とてもお手軽に遊べるゲームでした。
……………………………………………………………………………………………………………
●no6.双子の剣聖～スカイディアの夏休み～　作者：ダークアイビス
●よかった
初っ端からいくつもの武器があり、武器ごとにスキルがあり、仲間が多数いたり。
要素が多すぎてついていけませんでしたが、作者が自由に作った結果なんだと思います。

●めっちゃよかった
スカイディアという名の、水色の髪の毛の子が夏休みを過ごすッていう話みたいだ。
正直言うと結構好みかも、顔が。あと、無口なトコも？

それから、紳士っぽい人は何か変わった人だなッて、でも、嫌いじゃないかも。
EDで他の人が彼に、スイカ以外のを割らないで下さいよと言ってたけど、
何を割る気なんだろ？

雑魚敵だけではなく、ボスも最初の方は弱すぎるというか何と言うか…
先に右ルートからクリアしたせいか、左ルートは楽勝だった。
とは言え、右ルート相当苦労したけど、面白かった。
ボス戦とか、闘技場とか、こんなの勝てるのかッて思いましたが、何とか全部倒せました。
闘技場の奥の右の魔法陣のボスが一番苦労した。
大体はレベル上げて攻撃力上げてごり押しだッたけど…
でも、ダメージが6桁とかビックリした・・・
二通りのEDとかも面白かった。
スカイディアと最初の墓地にいる子が可愛かった。
前田慶次の技でごり押しでレベル上げまくって、
戦闘不能回復は2回行動キャラで戦闘不能回復＋スイカグミでHP完治で、
最後の方は回復魔法使わなかった。
キャラクターも個性的なのばかりいて楽しかった。
敵のMN兵が可愛くて、なんか倒したくなかった。
特に、水属性のが好きかな。
装備品は最初からいろんな属性の剣があって、あと、盾は無かったのだろうか？
手に入らなかっただけ？
防具は少なめで分かりやすかったのが良かったかも。
とまぁ、いろいろ書きましたが、ルートによって難易度が変わったりとか、
いろんな個性的なキャラクターが出てたりとかで、楽しい作品でした♪
……………………………………………………………………………………………………………
●no7.幸せの青い怪獣　作者：きぎぬ
●めっちゃよかった
ツッコミどころ満載のはじまりが好印象。センスが光る作品。こういうノリ大好きです！
全滅しても何度もやり直しができて兄弟を強くしていけるので戦闘が苦手な人でも
最後までストレスなく遊べるのがいいところ。
サクサク進行できて遊びやすかったです。

●めっちゃよかった
日常から突然壮大なスケールになっていくのが面白かった。
ちょいちょいパロディネタを入れて来るのも良い。
でも、ネタゲーではなくてパラメータを考えてカスタマイズしていく必要があり、
戦闘部分も結構凝っている。敵HPや予測ダメージが残るのも好み。
最後の突然のゴジラには、いい意味で唖然…

●めっちゃよかった
開始早々、いきなり笑いました。
操作ミスしたときやり直せないのがちょっと辛いですがサクサク進めて楽しいです。

●めっちゃよかった
凄まじい迫力というか勢いというか、そんなのが作品に込めてあるのかなって思ったのと、
不思議な話だったというか、あっという間に40分くらい過ぎた不思議なゲームだった。
個人的には凄く面白くて、上を押してひたすら進むのも、
道に迷ってパニックになったりとかしないからそういう面も良かったって思います。
所々に伏字とか何かのネタ（全部ワカランけど）などがあって、
まぁ、それはそれで面白かったからいいやって…
姉と弟が、宿題を消し去るのと、気に喰わない名前を変えたいという目的で太陽まで行ったが、
実はあのクマが悪者で利用されていたってのは、
なんか、こう、あれだ、純粋さを利用してこんな事をしやがっててッて思った
それで、赦せん・・・とか思ったが、クマの最後を見て、
宿題を消したいと言った姉に弟が放った台詞を言ってやりたかった
まぁ、あのクマはクマでキャラとしては面白いッて思ったケド・・・
姉は宿題が嫌いなので、僕自身も宿題嫌いだったから気持ちが分かる。
弟が台風のボスのトコでヤバい意味で暴走していたのを何とかしようッていう所とか、
しっかりしてるんだなって。
あと、弟は、台風のトコのボスの所で何かヤバい意味で暴走してたので、正直、意外だった
もっと真面目そうな子かと思ってたから
だけどそれはそれで面白かったし、
あと、オバケがコワいと言いながらも、倒せると分かれば強気になったり、
いろんな一面がそれぞれのキャラクターにあって面白かった
あと、ゲームオーバーが無かったので、能力も上げたいだけ上げれるのかも知れないので、
そういった、難易度への配慮というか、そういうのも良かったと思う
何だかんだ言って、個人的には姉とアマテラスが好きかなッて思った
あと音楽聞けるマップに猫が出たってのも、
僕自身、ネコが凄く好きなので、なんか嬉しかったです
あと、風鈴の敵が一番厄介だったかも。自爆するので…

●めっちゃよかった
スクショの時点でパロディネタ全開だったので、ネタ満載なのかなーと思って
プレイしてみると、いい味を出しつつ壮大な展開で、
バカバカしくも盛り上がる絶妙な作風で大変楽しめました。
戦闘は与えるダメージなど敵情報がまる分かりで、テンポもすごく良くて、
いい感じに楽しめました。

一度進むと後戻りはできないので
敵が落とす回復系のドロップアイテムは重宝しました。
装備も豊富でいろいろ強化するの楽しかったです。

欲を言うと、スキルを戦闘画面以外で確認する手段が欲しかったです。
効果が分からない為、買い物でどうしてもスキルより
能力ＵＰや回復を優先しました。
しかしながらＴＰ技で十分対処できるので、特に問題ではなかったです。
デコピン強いよ！！ラストでタイトル回収！！

全くストレスを感じず、とても楽しめました！

●めっちゃよかった
き、きゅうべあ！！いろいろとパロっていうか、もはや直接ぶっこんでますが、
元ネタ分かる僕としては、とても楽しんだ作品でした。
テンポよく進むのもあり、ストレスのない作りだと思います。
また、このシステムが大好きなので、このシステムのゲームをやれたことが嬉しいです。
能力値上昇（主に攻撃）を女の子にのみ使用、男の子は防御で、
攻撃ごり押しな感じに進めました。
太陽にたどり着くまでに男の子は死に、
生き返らせることもできず、挑み、ギリギリ勝てた戦いでした。
最後にもしもゴ〇〇さんが出てきてくれなくて、
パワーアップしたのと再戦だったら絶対クリアできなかったなと思う
アイテム状況もありました...笑
とても面白いゲームでした。

●めっちゃよかった
余す事なく詰め込まれたギャグが最高なゲームでした。
ほんの些細な願いから、何とも壮大な物語に発展していく様に対し
最後までボケ倒し、ツッコミ倒しでシリアスには決して持っていかない
雨宮姉弟コンビが素敵でした。
レベルアップのないシステムは姉と弟をどう育てるか
プレイヤーの個性が出る面白いシステムだったと思います。
戦闘もテンポが良く、ストレスなくサクサク爽快に進む事が出来ました。
1時間があっという間に感じた楽しい作品でした。

●めっちゃよかった
下らないようで壮大になる感じが好きです。
パロネタたくさんで元ネタがわかってると結構にやりとくる部分が多いｗ
丁寧に作られている印象でした。楽しかったです。
青い怪獣がまさかのゴ●ラなのは面食らったｗｗｗ

●めっちゃよかった
お化け瓜山は高尾山ということですね。分かります。
…と、それはともかく、プレイヤーが遊びやすいよう、ストレスがかからないよう
考えて作られている作品という印象を持ちました。
それだけだったら、そのように作れる人はたくさんいるのですが、
この作品の良い点は、それでいて、締めるところはしっかり締めている点。
ゲームとしてのやり応えを放棄していないところに好感を覚えました。
……………………………………………………………………………………………………………

テーマ「全部」感想 no1～7

●no8.クマーの脱出　作者：ゆわか
●よかった

「クマーの脱出」やりましたー！最初は５つのヒントでクリアー。
次は全部あつめてやりました！
最後に見つけたのは、なるほど、フラッシュゲームだとよくあるあれ。

（あとでやる人へのアドバイス的アレ）
やらかすのも楽しいです・・・花はまってると何かあったりするのかなー？

●めっちゃよかった
夏休みのヒントを見つけるまでに苦戦してじったんばったんしましたが、
どのオブジェクトも調べると何かしらの反応があってとても楽しかったです。
そして試されるエトリエさん大好き度……！(一回で全問正解できてほっとしました)

●よかった
変に難しく考えてドツボにはまってしまいましたが、何とか正解に辿り着けました。
クリアに関係ない箇所にもいろいろイベントを仕込んでいる点に好感が持てました。
脱出後、後日談みたいなイベントがちょっとだけ見てみたかったかも。

●よかった
クマーが可愛らしくてほっこりしました。
それぞれのマップに色んな仕掛けや条件などがあって、
全てのパターンを見たくなるような演出が良かったです。

●よかった
初期アイテムの説明にほのぼのし、はちみつとクマーにまたほのぼのし、

「これ６つヒントを揃えるの余裕なんじゃね？」とルンルン進めていたら
「あれっ・・・ヒント４つしか揃ってないんじゃが？」とつまづき
「マジかよ！！床！？床とか！？カーペットの裏とかそういう所！？」と
必死でいろんなところを探しました。（笑）

無事、好奇心に負けずやらかし０、ヒントコンプでクリア！

テーマ「全部」をすごく綺麗に使ったなあ・・・と感服致しました。
登場キャラクターも合わせて「フリゲ展夏！」って感じの清涼感。
思わずクマーの旅行先の話もプレイしたいっ・・・！なんて気持ちになり
プレイ後も心がウキウキしてました！

●よかった
『クマーの脱出』クリアしました！
ヒントを2つしか見つけれなかったにもかかわらず、暗号を解けてしまったW
・・・ある意味、とても親切設計な脱出ゲームでした♪
プレイ時間が短いゲームの中に、なっちゃんの可愛さも見えてよかったです。
クマーの「きゅっ♪」も好きです。

●めっちゃよかった
約10分と言う事で、シンプルな謎解きかと思いきや
一つ一つの謎解きへの手順が深かったり
一つ選択肢を誤るとヒントを得る事が出来なかったりと
よく組み込まれた作品だと思いました。
私の腕では6つ目のヒントを見つける事が出来ないまま
クリアとなりましたが、楽しんでプレイ出来ました。
ところどころに散りばめられた小ネタも面白かったです。
クマーの性別を今になって知るうっかりなっちゃんが印象的でした。

●めっちゃよかった
クマ―が可愛かった。
クマ―の一つ一つの感情表現、行動、失敗してちょっと不機嫌そうな所まで
全てが可愛かったです。

●めっちゃよかった
ヒント4つ目まではスルスルいったのですが、その後が時間かかりました。
久しぶりのゲームだったので、頭が固くなっていたようです。ようやくわかってスッキリ。
わからない間も、クマーちゃんにキュンキュンして楽しかったですし、
おまけも可愛かったです♪

●めっちゃよかった
クマーちゃんが可愛くて癒されました！
全部のヒントを見つけることはできなくて残念‥。
クマーちゃんが楽しく海に行けたからいいかな♪

●よかった
クマーというクマが脱出するゲームだった。
6つのヒントを見て答えを連想するってのが、思い付かなかいような内容だったから、
凄いッて思いました。

あと、いろんな選択肢があって、選択肢によってはヒントが手に入らなかったりとか、
いろいろ工夫されていて、そういうところも面白かった。
縄跳びでオナカ空かせて蜂蜜をカラになるまで舐めまくるッてのが何か面白かった。

植木鉢に水をあげる時とか、下手するとヒントが手に入らなくなるとか、
そういう部分もあって、面白かった。

ヒントを手に入れる場所で、選んだ選択肢によって、いろいろイベントが用意されてて、
プレイ時間が短いんだけど、何度もいろんな選択肢を試したりできるので、
そこも良かったと思います。
……………………………………………………………………………………………………………
●no9.祈りと望みの塔－俺は蚊－　作者：ロイネイロ（ロイネ）
●よく頑張りました
イラストのタッチが少女漫画的で各キャラクター登場時にスチルがあって
気合十分さが伝わるようでした。
最初のサクラ～マイのその他美少女登場からギャルゲーのような展開が待っている？！
…と思いきや、急展開で蚊になるわ、スイカやクワガタ（元虫、元人間）が仲間になるわ…
からの、元凶なる塔にいる親方を倒しに行くと、
進むにつれ話がそれてしまいついていけなかった…不覚。
ただ、発想が面白くスチルや立ち絵の事もあるので、各エンド分岐でもう少し登場人物が
活躍したらもっと魅力的な作品になったのではと思います。
二度言いますが、発想が面白くて良かった:-)

●めっちゃよかった
主人公にボールがぶつかって失神して気がつくと蚊になってたのが面白かった
登場人物の絵が丁寧で良かった
特に、リトとルカが可愛くて、どっちかだとリトの方が好きなんだけど・・・
何か良く分からない塔に登って、親方とかいうのを倒して、最後、塔の主みたいなのも倒して、
その後で、塔の外に戻ったと思ったら、主人公たちがもとの姿に戻って…
でも、これはあくまで僕の見解だけど、
あの双子が塔の親方あるいは主みたいな存在だったのかなッて・・・
何らかの理由で塔に縛られている感じなのかなって、
それで、主人公たちが彼女らを解放してあげた、そう捉えたら良いのかなッて、
何か分かり難い部分もあったけど、あの双子を救ったというか、
リトとルカは自分らを救ってくれる魔法使い？を探してたのかな。
魔法のチカラがどうこう言っていたのも気になって、
その辺がもう少し分かったら良かったかなって…
僕はバッドエンド（人間に叩かれる　確か、保健室だった）と、トゥルーエンドを見ました。
2時間ちょっとかかった。レベルは21が4匹…

（二匹と一球と一個　それとも、4人と言った方が？）
主人公たちが虫だったり物だったりスイカだったり、不思議な世界だったけど何か面白かった
あと、限られたHP？で行動というのが面白かったけど、
血のストックを買えたというのにびっくりした
無駄なくどれだけ体力を抑えておくか、ストックをどれだけ残しておくか、
そういうのに注意しながら遊ぶのも面白かった
……………………………………………………………………………………………………………
●no10.ゲットバック・ザ・タイヨウ　作者：ミワーズロケット+aiGame
●よかった
秋希と陽奈乃が可愛い＆クイズ、面白かったです！
間違えても答えがわかるのですいすい進めて、知らなかった豆知識がついて楽しかった。
最後のおまけもほんわか楽しめましたっ（*´ｴ`*）

●よかった
想像していた以上に本格的なクイズゲームで驚きました。
知らなければ勘頼みの問題もあるけれど、
どこでも記録出来るのでセーブを怠らなければ安心
個人的に雑学問題が面白かったので、
クリア後にもいろいろ挑戦出来るモードがあったらなぁと

●よかった
みんなキャラクターが立っているのがいいですね。
当初、クリアラインが厳しめかと思いましたが、
基本的にやり直せば必ず越せるので問題なかったです。

●よかった
落ち着いた感じのＢＧＭが良かったです。
夏に関するクイズも回答を間違えても答えを教えてくれてとても親切でよかったです。
解説付きなのも「へ～」と思わせるものがあり楽しかったです。
一息休憩したい時にプレイすると良い感じのゲームだと思いました。

●よかった
クイズゲーはほぼ初めてで、
とりあえずやってみたという感じなのですが、まず正解できませんでした...。
しかし、不正解の後の解答とその理由（豆知識）の表示が、
クイズ無理な人でも「へぇ」と楽しめるものなのだなぁと思いました。

●よかった
太陽が奪われた世界で、謎の敵とクイズバトルをして勝って
太陽を取り戻す物語と言えば良いのか？
秋希であきと読むのか・・・。最初、何て読むか分からなかったけど、いい名前だなッて。
秋希がクイズで変な格好の敵を倒して、それで、クラスメイトを助けて仲良くなったり、
変わった格好をした教師が敵だったりとか、そういうところが面白かった。
怪物とかが出るのではなく、教師が変わった格好してたり、
中にはクラゲみたいなのもいたけど、正体も教師だったんかッて。
数学の教師の、スイカみてェな頭とか、可愛かった。

（スイカみたいなじゃなくて、そういう髪型なだけ？）
あと、いろんな知識がついたので、これはこれで、
遊びながら勉強できるってのも良かったかなって思いました。
答えの解説も分かりやすく短文であったので、良かった。
あと、最後のシーンの秋希がメッチャ可愛かった！！！！！！！！！！！！

●めっちゃよかった
クイズゲームと言う事で、雑学知識が増えるゲームでした。
難しい問題がいくつもあったのですが
間違えた時のストレス等もなく、また勉強にもなり、楽しんでプレイ出来ました。
所々で見受けられるちょっとしたギャグシーンにほのぼのしました。
キャラクター、BGM、背景など全てを自主制作されているようで
そのオリジナリティの高さに驚きました。

●めっちゃよかった
クイズゲームか～！と気楽に挑んだ私がバカでした。
思っていた以上にかなり本格的なクイズで、へぇ～！と雑学の知識が増えました。
それと、シナリオも事件のキッカケが「夏休みが終わってほしくない！」と言う理由が
とても良いなぁと感じました。
敵の正体も教師だったりと、ちょっとシナリオもシリアスではなく、
どちらかと言うとコミカルな感じが個人的には良かったです。
キャラクターも背景も、果てには曲までもが
自作と言うところには腰を抜かしました…お見事でございます！

●よかった
すっきりした絵柄と軽いギャグなど世界観に魅力を感じました。
欲を言えば、問題固定・ほぼ全問正解前提のクイズは
ゲームというよりはセーブロードの繰り返し作業になってしまうので
問題数を増やし、少しボーダーをゆるくして遊べるようにして欲しいですね。
……………………………………………………………………………………………………………
●no11.Sweet&Memories　作者：うさまる
●よかった
幼いのにたまに毒舌になるお嬢様がかわいかったです。

●めっちゃよかった
水着を買う時、所持品を売って何とか金を工面した。
無かったら詰むのだろうか？
だが、考え方を変えるなら、詰んだら詰んだで仕方ないというか、

「蓄えがなかったら困る」という事は現実にも有り得るので、
それをゲームで教わったと捉えれば、いいのかなって…

苺と下僕が旅をするんだけど、いろんな種類の服を着る事で、
立ち絵が変わるところが良かった。
中には、ゲームバランスぶっ壊しの装備や敵もいて、
正直言うが個人的にはこういうの大歓迎だと思った。
装備する事でゲームバランスが壊れるのなら、装備しなければいいし、
敵も、倒さなくても良い敵なら、ゲームバランスぶっ壊しが混じっててもいいというか、
そういう面でいろいろ勉強になりました。

EDの歌も良かったです。EDの絵も。
苺が下僕と楽しそうで、あと、旅先に何があるのかとか、気になったけど、そういう事か・・・と。
苺は優しい子なんだなッて思いました。

あと、敵の四天王、みんな変態だけど、中にはカッコイイのもいた。
最後の四天王はいないみたいだけど、みんな顔が同じなのかな？って。
兄弟とかか？とか思いました。
ヤバイ奴だけど、下僕と分かり合えたのを見て、
何か、次会った時は、下僕の友達になって、悪い事も止めて、
なんかそんな感じになりそうだッて思いました。
四天王の2番目の人も、変わってるけど、すごい能力があって、ビックリしました。
変態なんだけど…
それを、何か別のまともな方向に・・・使えないんだろうな、この人は・・・ッて思いました。

1番目の四天王は、正直、気持ち悪いッて思いました。
苺が、四天王1に対して、人に言ってはいけない事を言ってたけど、
ホントは言っちゃいけない事なんだけど、明らかに女性の敵なので、
仕方ないんだろうなッて思いながらプレイしてました（笑）

あと、ライジングさんっていう敵、2回倒しました。でも負けた回数の方が多いからなぁ・・・
このゲーム遊んでて、キャラクターについていろいろ考えたりしたりして、
いろいろ楽しかったです。
正直言うと、こいつが最後の四天王なのかなとか思いましたが、違うみたいですね…

2番目の四天王を倒す時の下僕のセリフ、あれ、一種の表現なんだろうって思いました。
仮にあの場で下僕の言った兵器を使えば下僕らも確実OUTなので、
あれって、下僕の必殺技か何かの名前なのかなって…
いろいろ深く考えすぎるとキリが無いかも知れないが、
そこも、このゲームの特徴なんだなッて思いました。
そういう、細部へのこだわりとかも、良かったです。
あと、プレイ時間、2時間くらいかかりましたけど、遊んでよかった♪

あと、クロスワードとか、楽しかった。
こんな作り方のゲームも、いいんだなッて、勉強になりました。

●めっちゃよかった
装備によってイチゴちゃんの衣装（立ち絵）が変わって
会話がとても楽しみになったゲームでした。
下僕の肩書（二つ名）が変態紳士って何事！？ってプレイ早々に思いましたが、
その通りで吹きました。
海辺のイベント最高でした。そしてグラフィック付きの説明めっちゃこってた！！
あと下僕さん、筋肉痛とか中年のリアルを描いていらっしゃる！！

そんなわけで、いろいろと斜め上を行く作品でした。
付録のクロスワードもゲームに関係してて

「なるほどー！ナイスアイデア！」って感じました！
……………………………………………………………………………………………………………
●no12.宝箱人と海　作者：ムトト
●めっちゃよかった
秀逸なセリフ回しと会話のテンポ・雰囲気がたまらないです。

●よかった
狂気に満ち溢れた世界観、そして登場人物。
いい意味で色々とぶっとんだ作品だと思いました。
話の内容の意味はよくわからなかったですが何故か笑いがこみ上げてきました。

●めっちゃよかった
食事中にプレイできないゲームｗ　面白かったですｗ

●めっちゃよかった
この作品を正確に形容する言葉を持ち合わせていません。
強いて言うなら…
ちょぼらうにょぽみ先生の漫画を初めて読んだ時の衝撃に近い何かを食らいました。

●めっちゃよかった
落下地点に突然のラーメン！！
しかも中に謎の黄色い物体！！
ＢＧＭの選定もイカス！
突然真面目になるスタッフロール！
そして最後に突然のタイムアタック結果発表！
…宝箱人の宝箱の謎は解けぬまま終わる…
このセンス…ヤバイ…

●めっちゃよかった
まさに台風の如し！！！！！
いろいろとぶっ飛んだキャラとストーリー展開！
太陽まで泳いで３日・・・吹いた！！
ビジュアル面で相当笑わせていただきました。
地面に落ちたラーメン何すすってるんだ！！
などいろいろツッコミ所が多すぎてカオス展開でした！

みんなでスイカを食べてハッピーエンド！？っと思いきや
台風にみんな吹っ飛ばされるし・・・オチが全く読めないゲームでした。

●よかった
ちょっとわけわかんないですね（褒
規模は一応夏の一場面に収まりながらもぶっ飛んでて、
最後の記録報告されたときには「それいる？」と突っ込んでしまった。
残念だったところは、文章が瞬間表示ではなかったこと。もっとサクサクと読みたかった。
ただ、それでも全体的なテンポがよく、
今後のゲーム制作でも、このテンポのよさを失わないでほしいと思った。
楽しかったです。
……………………………………………………………………………………………………………
●no13.広君と普通の夏休み　作者：沼江蛙
●めっちゃよかった
スフィンクスが可愛くて神スイッチONで最後までプレイしてしまいました。
スフィンクスの水着スチルもなかなか…ゴホン、ゴホン。
まさかの町の中でその名のとおりアツいバトルが繰り広げられるなんて…
そして、ちょっとまｔｔ「住人」てどう見てもドラゴンなんですケド！
などなど…ツッコミどころ満載でゆる～く進行する物語が和みました。
どこが普通なんだと思いますがこれが彼らの普通なんでしょう。

素敵な作品をありがとうございましたっ！

●めっちゃよかった
広くんたちのほのぼのとした夏の様子に癒されました。
テーマを回収しながら進んでいく物語、面白かったです。
カレーやラッシーなど、細かいところにも雰囲気が出ていました。
本当に親しみの持てるキャラクターたちで、
また彼らの活躍を目にしたい！と思えるゲームでした。

●めっちゃよかった
沼江蛙様の別作「あすか君とでけぇ蜘蛛」をプレイした事があって、
こ、この方の新作だと！？と両手をあげてプレイしました。

圧　倒　的　な　安　定　感　・　・　・　！！！

ほのぼの＋シュールな文体・台詞回しについついいろんなところを調べたくなります！
もうキャラ全員に話しかけました！家具も調べまくりました！

「あっこれ前作でも見たぞ！」というものから
「これ冒頭でも言ってたな！？」なんてものまで！
安定感のある、しつこすぎないギャグテイスト！本当に好みです・・・！
イラストがカワイイ！キャラデザがすき！と思っていたら
漫画家さんだったんですね・・・　流石です。
RPGをあまりやらない・・・というかレベリング作業が大の苦手なのですが
さくさくっと進められちゃいます。敵の名前にセンスを感じる。

キャラの性質や戦闘方針に関しても疎いほうなのですが、
「あっこのキャラはこの役割がいいかな？」とすぐにわかるので
装備やコマンドの選択が捗りました！
スキルもRPGにありがちな「これいらんだろ・・・」という物もなく、
むしろ「あっ！？このスキル使ったらこいつでひたすら殴れる！？」と
気持ちよくなるものばかりでした・・・！
あとレベルがさくっと上がって、
戦闘難易度もライトな感じだったのでストレスフリーでした。

そしてエンドロール後の演出でさらにほのぼの・・・！
思わずきゅんとしました・・・神様・・・！

●よかった
登場キャラがそれぞれ個性があって、ほのぼのした感じのゲーム、
と思いきや、まさかの急展開があったりと、面白く、楽しめました！
エンディングのスフィンクスのシーンも、感動できる内容でよかったです！

●めっちゃよかった
広君が和君と真ちゃんと神様と海に行く物語だった。
明日は台風で海に行けないかも…というのが、次の日になると晴れてみんなで海に行って、
普通の夏休みで普通の少年の話かと思いきや、
スイカが動いたり、オバケを倒したりと、面白かった
そして、最後、何で晴れたのかを知った時はビックリだったというか、
こんなに強いのなら通常戦闘でも本気を…とまでは思わないほど、
敵も強くなく、気軽に遊べたので良かったかも。
クリアレベルは12.12.12.11でした。1時間ちょっとくらいだったかな。

広君は、結構、普通の少年だった。姉を嫌っているのか、
部屋に入ると殺されると思ってるトコが、なんかおかしかった（笑）
スフィンクス（神様）はブタさんなのか、似てるだけで違うのか分からないけど、
結構可愛かった。好きになった。
和君は個人的には嫌いではないが、なんか不思議な少年だと思った。
真ちゃんは、不思議な子だなッて…。神様の事が好きなのかなって。
あとは、どんな目をしてるのかとか、いろいろ気になりました。

あと、広の姉も可愛いと思ったケド、スフィンクスが一番だなって。
あと、和のトコのイヌさんも好きで、カレー屋の隣にいたネコ2匹もたまらなかった。
あと、真のトコのアニキ、面白かった。闇の魔法とか使って、ヤバそうだが、
人の家の中をうろうろするなみたいな事を言ってたので、
一応、常識があるんだな、この人は・・・って思った。
あと、正直、和君と同じで、僕もこんな兄ちゃん欲しかったって思った。
いろんな個性的なキャラばっかで面白かった。

…あと、スイカ入手後にオバケ倒したらおわりで、
その間、店に行けないのが、不便だったかも・・・
蓄えが沢山あったので大丈夫だッたけど・・・
でも、アイテム面で考えれば、自宅の水道から水を持てるだけ持って進むってのが良かった。
これでかなりごり押し出来たんだろうし、この蓄えのおかげで助かったりしてるし。
だからそういう部分も踏まえて考えると、
ゲームのバランスもいいんじゃないかなって思いました。

あと、スイカ喰った後のオバケの言う事にビックリで、
皮や種も喰えと言ってたのには、僕も同意でした（笑）

あと、豆腐工場ッて、なんだッたんだ・・・とか、いろいろ、町の中も工夫されてて、
そういう面でも楽しめました♪
それから、海でのサービスカットとでもいうのか、
水着の絵だが、スフィンクスって女の子なのかなって。
あと、和君も、元気の良さそうな感じが出てて、良かったかな。
あと、街中でいろいろ敵が襲ってきたのも、工夫されてて面白くて、
現れた敵の名前とかも、なんか、面白くて、良かったって思いました。

●めっちゃよかった
絵が可愛くて良かった。
難易度も難しいものではなく、良い短編でした。
キャラクターの掛け合いは冗長になりすぎず、読みやすく、けれどクスリとくるものでした。
好きなシーンは、カレーの行き倒れお兄さん、
お兄ちゃんの説得、カニに話しかけた時、ラスト戦でした。
特にラストは可愛いスフィンクスが「強い」ということで、
かわいくて強いキャラクターが大好きな僕にはたまりませんでした。
テンポもよく、とても面白かったです。
……………………………………………………………………………………………………………
●no14.夏楽天祭　作者：なごみやソフト
●よく頑張りました
珠を手に入れるには敵を死なない程度に弱らせた上で特定の魔法を使わねばならず、
しかもそうすると経験値は無し…
やっているうちに段々処置を分けるのが面倒＆ややこしくなって断念しました。
普通に倒せば珠も経験値も得られる、で充分だったと思います。

●めっちゃよかった
序盤は属性相性がよくわからなかったけど、
コツをつかめば各ステージの攻略が面白くなった。
レベル（段）は７でクリアしたけど、
これって低レベルクリアできるのではないかな…？

●めっちゃよかった
戦闘の戦略性・戦術性が高く、レベル上げをしなくても工夫次第で勝てるし、
逆にレベルして物理で殴っても良いという自由度の高さは好感が持てます。
自分は前作をプレイ済みでしたので、戦闘システムはすんなり把握できましたが、
完全初見さんにはちょっと難しいかも？
そつなくまとまった良短編だったと思います。

●めっちゃよかった
個人的には緑裁の方が好きかも　白夏も可愛いんだけどな…レベル12で、2時間4分かかった。
珠集めや合成に夢中になった・・・割には、珠は4つほど入手してないし、
全ての合成を試したわけでもないが。
会話が長すぎないというか、そういうところが良かったかも。

各地にお面の敵がいて、最後、ラスボスに不要だと消されたのがかわいそうだった
正直、鬼以外は2回戦うので、メンドクセェなというのと、返り討ちにしてやるッて思ってたが、
何か最後のは、かわいそうだった
スイカ割りをするイベントとか、ダンジョンに入り直すと敵や宝が復活というのが面白かった
敵も、シンボルエンカウントで、遊びやすかったかも。

最初のところにある村は、一画面で分かりやすかった。
スイカ割りが面白かったが、術を使えば楽勝だった…
術なしではスイカ一匹倒したのがやっとだったし、終盤は村に帰らなかったので、
終盤の戦闘力だったら勝てたのかなッて…

ダンジョンも、広すぎず、道に迷ったりしないので、良かった。
森は暗いけど、分かりにくいわけではなかったので、遊びやすかった。

砂浜は砂にアイテムが埋まってるのが面白かった。
一度出て入り直すと復活するので、それで金貯めたりできる。
敵が埋もれている時もあるけど、それはそれでレベル上げとかになって良かった。
砂浜は砂の妖怪とか海の妖怪みたいなのが沢山いて、面白かった。
水の上を飛び越えて先に進むトコとか面白かった。
状態異常を使う敵を珠にして装備して戦うと楽になるというのが良かった。
ボスは、最初は苦戦して負けた上に、ボスの前にお面がいたので、
コイツがボスで奥の人魚を助けるのかと思いきや、話し掛けると戦闘で、苦戦した上に負けた。
でも、状態異常とかの耐性をつけたら、何とか勝てた。

次は森に行った。
暗い森では、子供たちを助け、オバケや妖怪を退治した。
煙のオバケが、遊びたかっただけなんだみたいなのを言ってたのが、気になった。
そういえば、この島は、人と妖怪が共に暮らしている…訳でもないというか、
仲良くすればいいのにとか思いながら遊んだ。

次は塔に行ったが、親玉がいそうみたいなセリフだったので、
とりあえず、先に、山の方に行く事にした。
山では、土属性とかが効くみたいで、
海や森にそれっぽい属性の武器があるとヒントがあったので、
海の方に戻ったが、なんか珠とか集めるの大変だったので、術でごり押ししたら勝てた。
ここはボスがイカで、右と左のイカの足も攻撃してくるけど、イカは足10本だが、
そのうちの2本と本体が攻撃してくる…というのも、面白いなッて思いました。

それで、最後は塔に突っ込みました。
この作品は、各地にカリー屋がいて、全滅しても、最後に食べたところに戻れるので、しかも、
道具の販売や合成までしてくれて、さらに、何故か、夏のカケラがないと入れないトコに
6号店があって、なんかすごくビックリして、
でも、せっかくだから、食べて、さっさとボスも倒そうって思って、
お面の5匹とか、うち4匹は戦った事があるので、大丈夫だろうと思ったが、
5匹でもあまり強くなく、2対5で負けてしまったみたいなのを言ってたので、
なんかうまく言えないけど、そのセリフが頭に残った。

塔の上で、アマテラスを倒して、アマテラスは弱かったけど、太陽がチョッと強かったかも。
太陽の残りHPが少なくなって、攻撃が強くなってるのか、
こっちは回復を頻繁に行うようになったけど、
何とかとどめを刺した時は嬉しかった。
ラスボスが温暖化をしようとしてた目的があまりにもおかしいので、チョッと笑った。

マップが難しい構造ではなく、各地に回復施設（店や合成も可能）があって、
あまり難しく考えないで遊べるところが良かったかなって。

あと、塔の2階だったか、ネコまみれだった！！！！！！！！！！！！！！！！！
僕は猫が大好きなので、この塔の住人だったら塔の2階に住みたいくらい、なんか、そう、思った。
3階に鳥さんがいっぱい！なのもよかったけど、2階で猫が沢山いる！って所も良かった。

●めっちゃよかった
戦略練って低段位クリアなんかしたら達成感凄そう。
システムがとても良かった。
また、会話や、システム窓の表示もあまりストレスなく快適でした。
また、敵も可愛く、全体のグラフィックに世界観の違和感なかったのも素敵でした。

●めっちゃよかった
『奈落天蓋』もクリアしているので、初めから分かっていたことですが、
「珠」を中心とした戦闘システムが非常によく考えて作られています。
デフォルトベースの戦闘の出来栄えで言えば、
今回の出展作の中でも確実に五指には入ると思います。
また、『奈落』からの変化として一つ大きいと感じたのはキャラの顔・立ち絵グラフィック。

『奈落』はウディタの合成器で作っていて、今回はオリジナル、ですよね？
作品の個性がより感じられるようになって、自分は今回の方が好きです。

●めっちゃよかった
敵を捕まえるシステムや捕まえた敵の使い道が色々あるシステムが
かなり良いと感じました。
並行して奈落天蓋と雨落天晴もやりましたがこちらもとても素晴らしい出来でした。
……………………………………………………………………………………………………………

テーマ「全部」感想 no8～14

●no15.アイノコトダマ　作者：広背
●よかった
SRPGStudio、初めてさわりました。
最初から敵が全てこっち向かってきて驚きましたが、
消耗戦になりつつも意外と倒せるものですね。

ステージ2の謎解きがわかりませんでした。
全てメモを取って、ゲーム外で考えてもわからず。
戦闘中にターン使用して謎解きさせるのは、少し酷かも。

●めっちゃよかった
ショウとキクの二人が、マスターに言われて仕事をこなすSRPGと言ったところか？
ショウは攻撃できないが、式神？を使って戦わせられるし、回復させてあげる事も出来る。
紙なので、倒されても次マップでは復活してたので、あまり気にせず遊べたかも。

1章はサハギンのならず者を倒したけど、剣→拳→弓→剣の三すくみが
良くワカランというか、覚えるの大変だったかも。
魔法は三すくみなしで威力も強いと思うけど、三すくみを上手く使うのもいいかも。
飛行に強い武器とか無いみたいだった。

簡単に言うと射程1が多く、単純に戦闘を繰り返すという部分は分かりやすくて面白いかも。
最初、水着の女の子たちが3人出てたけど、主人公かと思いきや、
ショウが主人公のようで、ショウは女性に優しいトコがいいと思うし、
キクは個人的には結構タイプかも。

2章は太陽の姿をした変な集団とのバトル！？
ベルという人に頼まれ、マックスさんを探す・・・ッてトコか…と思いきや、
マックスさんの居所を探した後にベルに報告した後だッたか、
実はベルは幽霊で、店もいつの間にか消えていたというのが、
ビックリというよりは、愛する相手への未練とは違うんだろうが、
死ぬ前にマックスさんが何処にいたのかみたいなのを知って旅立ちたかったのかな？
なんか一つの愛の物語を見たようで、なんかジーンとしたというか何というか…
謎解きは、最初、意味が分からなかったが、何度もいろいろ見ていくうちに、分かった。
水上移動と飛行系で射程が長い太陽を倒すのに苦労したが、面白かった
敵戦力や角の４か所の増援が雑魚すぎたので、
これが、何ターン目かに話してた、「アレを持ってくる的な切り札」かと思いきや、
射程見た時はビックリしたが、接近すれば物凄い雑魚だったので何とかなった。

3章は最初、キクを前線に出したらクリティカル喰らってゲームオーバー。
それで戦術変えたら勝てた。
雑魚の中にチョッと強いのや鉄砲玉が混じってるのが面白かった。
敵が80以上というのにもビックリだった。
増援はみんなザコで、あと、あわてんぼうが一人混じってて、見た時は凄く笑った。

4章は、人形ばっか狙うので、一体だけ攻撃避けれて助かったのがいて、
残り3人の時、まさか、人形全滅とかで話が進むのかと思って、
かわいそうだが残ってたのを突撃させて全滅させたら、
大きな人形が出て、でも、ショウの想いの強さが人形も強くしてて、
キクの事を凶暴みたいな感じに言うけど、本当は一番愛しているんだなッて思って、
何かそういうところ見て、もっと好きになった。

ショウは女性の事ばっか考えてだらしなさそうだけど、本当はカッコよくて強い、
そして、キクを一番愛しているトコが良かった。
キクは、正直な話、僕の好みだった。おとりになった時とか、
ドキッとしたけど、あれ、スイカだったのか。
ショウの紙の人形たちは、名前からいろいろ想像させて貰った。
顔が分からない以上、何とも言えないが、今までの僕の記憶と照合し、
こんな子なんだろうなとか想像してた。
HP回復能力を持ってる、妹に振り回される少女とかいったか、この子とか、なんか気になった。
あと、速度が低いが守備が高いのとか、3章でレベルアップして守備力が18になったので、
敵の雑魚にダメージ喰らわせられないほどになって、ビックリしたが、
僕はそれでビックリしたけど、一番ビックリなのは、雑魚たちなんだろうなッて思った。
センサイちゃんだったか、この子も好みなんだが、マスターもたまらん！！！！！！！！！
マスターはかまいたちなのでフサフサで気持ちよさそうだし♪

あと、マックスさんのおうちの家主は嫌いじゃないが、ずっと新聞みてるのかな。
最初の水着女子の中じゃ、魔族の子が好きかも。
サハギンは正直言うと苦手かも。悪さしなければ好きかも。
太陽の格好してる連中、最初見た時はチョッと気持ち悪いッて思ったケド、
チョッとカッコイイとも思った。
だがやはり悪人なので・・・
施設の、ケガしてたオッサン、真面目に働いてて欲しかった。
組織以外の仕事を真面目にやれるなら、そっちをして欲しかった。憎めない顔してたからね。
ヒショはブタ箱から出ても秘書をどこかでやるのかな。顔に書いてあったからね。
ダン・アガツマは、とんでもねェ悪人で、辞職すらしないというところはもう救いようがない…
髪の毛が立った？りして、なんか強そうだッたけど、戦場に出て来なかった（笑）
だけど、悪役としては面白いものがあったと思う。

太陽と周辺の触手見た時ビックリしたけど、正直、体験版仕様でクリア不可かと思ったが、
何とか耐えて勝った。
最後、残りHP10の時に会心出たので、いきなり出て欲しかったとも思ったケド、
まぁ、それはそれでいいや的な感じで、
想いの強さが最終兵器なのか神なのかワカランのを倒して、なんかすごかった。

あと、紙の人形たちが、やられても次マップで復活！というのは良かった。
これなら、SRPG苦手な人でも遊べるんじゃないかなって。
まぁ、僕はSRPG好きなんだけど、謎解きは多分一番苦手なんだろうな、
2章で1時間くらいかかった・・・

でも、いろんな要素とかあって、面白かったです。
ああ、あと、途中で気づいたけど、射程1～2、味方に一人いた・・・
気付いたのが2章だけど、そこから使い始めたが、守備と魔法防御高い子が役立ってくれた。
まぁ、それぞれ、特徴があったかも知れないだろうから、それはそれで良かったかなッて。

あと、シーンを描いた画が所々に出て、紙芝居っぽくて、これはこれで楽しめて良かった。
一番笑ったのは、1章で、サハギンを紙の人形で攻撃したシーンかな。
いろんな所が工夫されてたりして、面白かった。
……………………………………………………………………………………………………………
●no16.ポンポン!!夏　作者：さとちー
●よかった
可愛いパズルゲームで和みました♪
連鎖を決められたら爽快でとても楽しかったです。

●めっちゃよかった
パズル自体よくできていて、とにかくすごいなぁと感じました。
そのうえボイス付きだったり、いろいろすごい……
おばけさんがかわいくて特に好きです！
あと、こういう最終的には○○で勝負だ！になるタイプのストーリーが好きなので、
そういう面でも惹かれるゲームでした。
スコアアタックの実装楽しみにしてます！

●めっちゃよかった
とにかくアイデアとゲーム内容に脱帽。とても明るく楽しいゲームでした！
マウス操作でポンポン勝負もフィーリングでなんとかなりますし、
負けても再戦できて、最後まで順調にプレイできました。
やりながらコツが掴める感じがＧＯＯＤでした！！連鎖が決まると嬉しかったです。
またマスの効果で回復や得点ができたり、いろいろ考えました。
考えすぎると１連鎖で終わって・・・あっ
　
ボイスやイラストかわいかったです！
タイトル画面のスコアアタックをクリック時のごめんなさいメッセージもかわいかったです。

●よかった
簡単操作で気持ちよく連鎖できるのが楽しい。
ステージ間の寸劇も笑ってしまう。
狙って連鎖できるようになれば、もっと面白くなるのかな？

●めっちゃよかった
良質なパズルゲームでした。
狙って２～３連鎖くらいしかできない……！慣れればもっといけるかな？！

制限時間が無いので、じっくり考えられます。
最大は１０連鎖ぐらいだったかな……？
シナリオはぷよぷよのまんざいデモのようなもので、親しみやすくてほのぼのする。
これ、早くスコアアタック実装してほしいな。ハイスコア目指して頑張りたい。
できれば対戦機能もほしい　絶対盛り上がる

●めっちゃよかった
運と思考のバランスが絶妙なパズルゲーム！
すごい楽しかった！

●よかった
普通に始めるとゲーム説明がまったくなくて戸惑ったけど、
今まで触れたことがないタイプのパズルで面白かった。
女の子とインコのゆる～いやり取りも魅力的

●めっちゃよかった
マウス操作のパズルですが、所謂落ちもの系とは違って、
ターン制になっていて考える時間が用意されているのが良かったです。
幕間の会話もゆる～い感じで、
昔アーケードでプレイしたパズルゲームを彷彿とさせるものがありました☆

●めっちゃよかった
パズルゲーでポンポン連鎖するのが楽しい♪
運でも進めるけど一回負けてもすぐに復帰して続きが楽しめるし
ゲームが弱い人間でもキャラと音楽のノリの良さやシナリオでついついやってしまいます♪
ゲームがうまい人用にもモードがあって良いですよね。
対戦とか白熱しそうです。
楽しいゲームありがとうございました！

●よかった
マウスで操作するパズルゲーム。高い技術力が伺える作りで敵もしっかりと連鎖してくる。
時間制限がなくじっくりと考えることが出来るし、
なんとなくでもポンポンと連鎖できるので気持ちいい。

●めっちゃよかった
見た目が可愛く、ボイスもあって賑やかなのが良いですね。
パズルゲームもやることはわりと単純ですが、なかなか奥深く。
どちらかというとストーリーより、スコアアタックモードが本番。
コンボを繋ぐのが楽しかったです。

●めっちゃよかった
新しい発想のパズルゲームで最初はちょっと操作に慣れませんでしたが、
慣れるとポンポンとポンが消えていく爽快感がたまりませんでした！
ボイスもそれぞれ合っていると思い、なっちゃんのボイスが特に可愛いですね！
気付いたらお願いポンを何度もやっていますｗ

●めっちゃよかった
画面をクリックして、ポンとかいうのをクリックして、
突いた先で3個あったら連鎖という仕掛けか。
クリア後にチュートリアル見つけて何かショックだった・・・
良くワカランが、いろんな方向に向かってる形のをクリックすればいいのかと思ってた
それで、最後はピンチだったが何とか倒せて、
でも、今まで遊んだ事が無いタイプの作品なので、楽しめました♪

あと、一番、気になったのは、チュン太が僕を誘うって事なんだ…
ピーピー鳴いて僕を誘うので、ホント、困ったもんだと、遊びながら思っていた。
とにかく、チュン太が可愛すぎるし、
もっと遊んでくれッて言われてるような気がしてならんという意味です。

最初はせんせいと戦うが、偶然、6連鎖とか出て、何とか倒す。
次は水着の子だったかな、あまり苦戦しなかった。
その次がおばけだッたか、この辺までは弱い。
だが、サーファーに苦戦した。
フーフージンはあまり強くなかったが、太陽がチョッとヤバかったかも。
そして、決戦、両者、一撃喰らえば負けというところで勝った時は嬉しかった。

新感覚？なゲームなのが良かったのと、
チュン太が僕にピーピー鳴いて誘うところが良かった。
僕はトリさんが大好きなので、もう、たまらんかった。
あまり得意なゲームではないけれど、たまにチュン太に会いたくなってな・・・

あと、操作も難しくなかった。
ただ、どこクリックすればいいか考えるの大変だったけど、
それはそれで楽しかったから良かった。

得点は、1面から順に、16110、16920、22360、15630、18440、11560、8040
合計109060　最大連鎖数は8

●めっちゃよかった
色覚の問題で区別の付きづらい色があるのですが、
そんなハンデがありながらも十分楽しむことが出来ました。
斬新さと色合わせ系パズルの肝である“大量に消す気持ち良さ”が満点なのが大きいです。
あと、最初から計算ずくだったのかどうかは分かりませんが、
スコアアタックモードで大規模の連鎖が発生すると、
小規模の連鎖の時よりも、次の一手が見つけにくいんですよね。
たくさん消えてしまっている分。こういうハイリターンにリスクが伴うところも
ゲームとしてよくできているなぁ、と思いました。
……………………………………………………………………………………………………………
●no17.メリルとマーリン　作者：meimei
●よかった
まず何より色使いがとても綺麗。そして、意外な展開に驚かされました。
絵柄と展開とのギャップが生きていたと思います。

●めっちゃよかった
まさかの展開におどりたのと、ふわっとした二人がかわいかったです。
どちらがしゃべってるのか、把握するのに少し時間かかりました・・

●めっちゃよかった
双子の物語なんだが、二日前に落石の事故で双子の一人が死んだって事か？
おばけはちょっとグロかなと思ったケド、見てると、何て言うか、悲しそうに見えるんだ・・・。
姿は恐そうだけど、ホントは、もう一人の子を心配してくれてるのかなって・・・
なんかそう思うと、怖くなくなったっていうか、
もう一人が心配で、成仏できない…的な感じだったのかなッて…
ホラー要素かも知れないけど、ホラーという風には見えなかった。
怖いとか思うよりも、悲しそう・心配してそうみたいな感じのオバケだったのかなって。
あの姿になっても、もう一人の子を心配してて、
そこが、なんか、ジーンとするというか、響くものがあった。
ずっと二人で一緒にいたいって気持ちとか、
もう一人の子を心配してるよって気持ちが伝わってきて、そこが良かった。
あと、絵がメッチャ綺麗。
まるで美しい絵本の世界と表現すればよいものか、
とにかくスゴイ綺麗な絵なので見てない人は見るべし！と言いたいくらい好きになったし、
とにかく綺麗で凄いと思いました。

●よく頑張りました
パステルピンクに白い文字は、読み辛いのでもうちょっと考えてほしかった。
1シーンごとがとても短く、BGMに浸れないのも残念。
少し流れては消えて次へという感じだった。

（僕の読む速度が速かったからかもしれないけれど）
絵が個性的で可愛く、話は作者さんの個性、趣向が出ていると思う。
個人的に面白かったとは言い難かったのですが、つまらないと切り捨てるには惜しい。
また、もう少しテーマを盛り込んでほしかったなぁと。
そんな作品でした。

●めっちゃよかった
絵柄がとてもきれいかつ可愛らしくて、
最初はこのふたりでほのぼのと可愛いお話かな～と思っていたら見事に騙されました。
一部ホラーとありましたが、そこまで怖くは感じなかった部分もあって、
最後はきれいにまとまったところからどことなく童話のように感じました。
……………………………………………………………………………………………………………
●no18.海の家でアイスクリーム大作戦！　作者：てるうさ
●めっちゃよかった
海の家でアイスクリーム大作戦！
ゆるいイラストとノリで構成されたアイスクリームを売って売って稼ぎまくるゲーム！
制限時間内にビラを配り、アイスクリームを購入してスタート地点に戻る！
やる事はただそれだけ！

だが内容が濃ゆい！朝から夜まで全４回を
ビラを配れる人数や現在の資本を元にアイスが売れる数を考え、
アイスの購入数を緻密に練って行動する必要があり、
１度でもアイスを溶かして損失を出してしまうとアウトな難易度でした。
・・・一番最初にやった時はマイナス５０００円でした。
とにかく無駄が許されない！全然ゆるくない！めっちゃシビア！
そこが熱くて、必死に戦略を考えて夢中でプレイしました！
夏の暑さのように燃え盛る感じでプレイが楽しめました！
あとエンディングほのぼのしました！秘密兵器の存在・・・。

●よかった
遠くに行き過ぎて帰ってこれなくなるという失敗には泣きましたが、
何度かプレイして独自の最善ルートを見つけていくのが楽しかったです。
ゲームクリア利益の設定がなかなかシビアでやりがいのあるゲームでした！

●よかった
アイスを売って7万儲けるのかぁ…って最初に、思って、
何とかしてやろうってプレイし始めたんですが、
なかなかクリアできないので、諦めそうになり、ゲーム止めようかと思ったケド、
やっぱ、諦めきれずに、も一回だけやったら、70000越え！！！！！！！！！！！！
諦めなくて良かったし、諦めたらいけないと教わったようで、有難う御座いました。
あと、女の子とウサギさんが可愛かった♪
最初、どうやって売るのか意味が分からなかったが、店に戻ったらどうなるか試したら、
ああ、こうやって売るのか・・・ッてなった。
同じ店ばかりでアイス仕入れてると客が来なくなるみたいなのがあったけど、
安い店で2回くらい買った記憶があるが、僕の記憶違いなんだろうか？
でも、これはこれであまりないタイプの作品だったから、良かったかな。そう思いました。

●めっちゃよかった
タイトル画面に惚れてプレイしました、謎の生物うさぎんが超好きです！
主人公の名前がメルティー様かミルティー様か安定してなかったけど可愛かったです！

（説明書、セリフ、メニュー画面など）

●よかった
面白かった。意外とむずかしかった。ペンギンかわいい。売上達成してみたかった。

●よく頑張りました
ゲーム開始直前にセーブさせてほしかったです。
アイディアもシステムも可愛いかった。

●めっちゃよかった
アイスを売って稼ぐと言うシンプルなゲームかと思いきや！
非常に、非常にシビアなゲームでした。

アイスの購入個数の支出、そしてアイスの売却個数の売上に
ビラを配った数との割合等 ・々・・
あらかじめどういう行動を取るのか、どこで買うのかを
想定しながら正確な操作が求められる、そんなゲームでした。

目標額に達しないこと達しないこと。
一体、何度挑戦したのか忘れるくらい挑戦しました。
目標額にようやく到達した時の喜びときたら、凄まじいものがありました。
何だかゲーム中のキャラクターたちとの一体になった気分です。
そして、迎えたエンディングはほのぼのとしていて癒されました。
また、悪の組織とは思えないようなキャラクターたちも魅力でした！

●めっちゃよかった
悪ぶっているようで、やっていることはだいぶショボい主人公たちが可愛くて好きです。

『だぁ!だぁ!だぁ!』のわるわる団を思い出しました。（・・・と言って伝わるのだろうか？）
難易度は思った以上にシビアな印象を持ちましたが、
その分クリアの達成感は強く、１プレイが短い分ストレスも少ないので、
これで問題ないと思います。
……………………………………………………………………………………………………………
●no19.がっしゅく！　作者：ケストナー
●よかった
最初、回復ポイントがどこか分からなくて諦めかけてたらみつけたー！
梅ルートでクリアさせていただきました。
エンディングみたら、クリアできてよかったっと心から思いました。

●よかった
キャラクターの掛け合いが面白かった。
夏休みの合宿感が出ているのがいい。
ただ、梅すらクリアできませんでした…何かお金を一気に稼ぐ仕組みとかがあったのかな？

●めっちゃよかった
個性豊かな女子学生4人を中心とした掛け合いの会話がとても楽しかったです。
シーンごとでなく、敵を数体倒した時に会話が挟まれるのと、
主人公のレベルに応じて、敵も強さを増すあたり、
作りこまれているな～と感心してしまいました。
雑魚敵はサクサクと進み、ボスには苦戦しましたが、アイテムの性能が高かった故
それを駆使して行けば
問題なく撃破が出来ました。
素敵なゲームをありがとうございました☆

●めっちゃよかった
この作品の第一印象は、スクリーンショット見た時、可愛い子がいるなぁって。
4人の中では、りさが一番好きなんだけど、ゲーム進めてたら、
カトレアが登場した時なんか、凄い嬉しかった！！！！！！！
一生懸命働いてるトコとかも好きだけど、凄い美人で、かなりドキドキしたのを覚えてる。

あと、りさたちの先生、性格に問題があるが、あれはあれで、好きかも。
先生には友達が居たッて言ってたけど、どんな人だったのかな。とか、気になって。

それで、敵倒してお金を貯めるんだけど、
最初は、ある程度、戦闘をしたら、次のイベントに進めるのかなッて。
でも、遊んでいくうちに、体力が減ってきて、ヤバイと思って、
どこか宝箱とか無いのか探してたらカトレアに出会って、
回復をして貰えたり、換金アイテム売ったりとかあって、
その後も、ここの砂浜がどうなってるか見たくて、移動してると、レベルも上がってきて、
5戦ごとにイベントもあって、それ全部見たくなって、100戦目でイベント終わりだッたけど、
4人のいろんな面が分かって、いろんな会話があって、見てて楽しかった。
それで、お金もたくさんたまって、松を選んで、その後のイベントとかも良かった。
スイカ割りはダメだった。…が、その後の入浴シーンは、正直、ドキッとした。
その後の肝試しで、先生に負けてしまって、悔しいので、
一度クリアした後に、データを何個かに分けてたので、
それで、レベルも上げまくって、全部で230戦くらい戦って、
すると、砂浜で隠しボスとかにも出会えて、
でも、レベルが上がりまくってたので楽勝だったから、また、挑んでみたいかも。低レベルで。

それで、次に挑んだら、スイカ割りも成功で、
スイカじゃなくてロボットで、戦闘になるんだけど、倒して、
最初は、りさたちを排除するみたいなのを言ってたみたいだったが、
分かり合えたという事だったのかな。
すると、4人が水着を着てるシーンとかあって、スイカ割りが出来たら、
ご褒美で泳げたッて事だったのかな。

で、肝心の、先生とのバトルも勝ちました。
全部で1時間30分以上遊びましたが、面白かったです。

あと、ジッとしてると魔物が寄ってくるのが良かった。
ただ、時間かけすぎると魔物たちは寄ってった後に逃げるみたいだったけど。

作者部屋も良かった。いろんな設定とか聞けて。
可愛い女の子たちがいっぱい出てるッて思ってたら、カッコイイロボットも出ていて、
いろんな種類の絵が描けるところとか、凄いなッて思いました。

●めっちゃよかった
戦闘をずっと繰り返すのは飽きとの勝負だと思っていましたが、
飽きさせない会話イベントがあり、しかも何度も違うものが出てくれるので、
最後まで飽きずにプレイすることが出来ました。
戦闘も、物語を進めるて行くにつれて楽だと感じたので、
サクサクと進めることが出来ました。
金髪ショートっていいですよね～^^

●よかった
先生に付き合わされた4人の女の子が、合宿で魔物を倒して費用を稼ぐゲームです。
最終的には集めた金額でエンディングが変わる（……みたい。すみません未クリアです）
というマルチエンドに、サクサク進む戦闘が軽快でした。
マップチップやキャラグラも可愛らしく個性豊かで楽しかったです。
ちょっと気になったのは、
RPGプレイヤーの活動の拠点とも言える回復ポイントの所在が分からなかった点ですかね。
周辺に見つからなかったので「あ、これはもしかして限られた資源で
ハイスコアを目指すゲームなのかな？」と思っていると
1体目でいきなり瀕死状態になったり。
探してみればマップ移動したところにいたのですが、
スタート地点から見える場所にいてくれたほうが
プレイヤーとしても楽しめるかと思いました。
……………………………………………………………………………………………………………
●no20.疾風戦記フォースギア外伝・サファイアスピリット！　作者：Master.typeX
●めっちゃよかった
作者様におかれましてはゲームの完成、公開おめでとうございます。
そしておつかれさまです。
一先ずアーケードモードで４周して１００万点到達まで楽しくプレイさせていただきました。
２周目以降は撃ち返しが厳しくなり道中の敵弾速が速くなりますが、
回復アイテムが絶妙なタイミングで取れるのでゲームバランスもとても良く感じました。
オプションを３個付けた時の爽快感もあり、ザコ敵はオプションを横に広げ、
固い敵はオプションを縦に並べて集中砲火と戦術的な要素もありました。
個人的に好きなシーンは３ボスの大型ヘリとの撃ち合いです。
気になる点はゲーム中、主人公のセリフが画面の一番下に表示されていますが、
キャラクターがセリフの陰に隠れて見えなくなってしまうことですね。
細かいところでは、ボス戦でやられてもきちんとアイテムキャリアーが復活アイテムを
置いて行ってくれるという作者様のやさしさを感じたこともあり、
２周目以降のボスの強さに変化が欲しいと思いました。

●よかった
作者さんがシューティングが苦手なんて嘘だ～！
というくらい本格的な縦スクロールシューティングではないかと。
単に自分がシューティング不得意なだけなんですが。
序盤から敵の投げてくるボムに攻撃してやられまくってました…
マゾになるかと思った…(((゜v゜)))マゾだけど楽しかったです！

●めっちゃよかった
懐かしい雰囲気を味わえる縦スクSTG
1周目はパワーアップを取って無理さえしなければ困らないけれど、
2周目以降は一部の敵が打ち返し弾を放ってくるので終始気が抜けなかったです。
ステージをクリアしてもライフがそのままな点と、
回復アイテムの出現が確定ではない仕様が少々つらかったかも。(Ver 1.00時)
ボスはどれも戦っていて楽しめました。
個人的にはアレンジモードのステージ3ボスがお気に入りです

●めっちゃよかった
レトロなグラフィックが遊び心をくすぐられました。
主人公のドット絵グラフィックも可愛く、
シューティングとしての操作性（自動連射機能など）も良かったです。
ラスボス直前で乙った時は絶望でしたが、ぎりぎりの所でクリアすることができ、
最高の気分になりました！！面白いゲームをありがとうございます！

●よかった
縦シューとか何年ぶりだろうか…
ラスボスの次に最初のボスが強かったような気がします(小さいので当てづらい？)
お手軽に楽しめるレベルでよかったです。

●めっちゃよかった
こういうジャンルのゲームは、あまりやらないのですが、面白かったです。
操作が苦手なんですけどね…。
でも、思ったより、操作は難しくなかったし、
何度も練習してると、とうとうクリアしてしまった。
5面ある方のモードはラスボスで撃沈されたけど…

ボタン押しっぱなしで連射出来るようにしたら、
敵が出て来た瞬間とかに敵を撃沈！とかになって、
ビックリというか、パワーアップアイテム取ったらどんどん強くなって、
仕舞いにゃ、最後まで倒したんだもんな・・・
難易度は、初心者とかでも、練習すれば結構進めるくらいなのかなって。

そう考えれば、そんなに難しくもなかったかも知れないので、
そこも良かったかな。（遊びやすかったッて事です。）
あと、絵が可愛らしかったり、敵の戦闘機とかカッコ良かったりで、いろいろ楽しめました。

●よかった
アーケードモード・アレンジサバイバルクリア。
弾が早いタイプのシューティング。
２周めの撃ち返し弾がヤバい。
特にアレンジ２週目５面の群れがヤバい。

●めっちゃよかった
ひとまずアーケードモードクリア。
初見クリアならず。そもそもスコアを大きくしようと
ガンガン倒そうという考え方に（自分の実力では）無茶があったんだ...。
2度目で避けることも大切にしつつ、なんとか勝利。
やりごたえがあるっていうのはまさにこれのことだと思いました。とても面白かったです。

（STG初心者の感想です）
サファイアナイトさんが、とっても可愛くて好きです。

●よかった
サファイアナイトちゃんかわいい！
ＳＴＧはあまり得意でない自分ですが、アーケードモードで無双プレイが堪能できました。
複数の発射台から撃たれる弾で敵が姿を現れた瞬間死ぬのは
ギャラクティカを彷彿させる爽快感があるぜ……
……………………………………………………………………………………………………………

テーマ「全部」感想 no15～20

●no21.ホーリーサマーナイト　作者：秋月ねこ柳
●めっちゃよかった
タイフニングドラゴンが出現するところまで遊びました。
一つ一つが凝っており、フリーゲームとは思えない出来。
が難易度が高くアクション苦手な人には厳しく、能力強化が救済にもならないのが残念。

●めっちゃよかった
最初は3つ、進めていくうちにさらに3つのミニゲームが遊べるということで、
とりあえずタイフニングドラゴンまで。どのミニゲームも単純ながら完成度が高く、
クリアしていくと貯まるポイントを使った成長システムがあったりと、
なかなかやり込めるゲームです。
またミニゲームそれぞれがどれも異なるシステムで、どれも異なる方向に面白いので、
プレイしていて飽きることがありません。
ただ、アクション苦手な人は
もしかして6つ全部遊べないのでは……と思うことはありますが（笑）

●めっちゃよかった
楽しかった～アクション苦手な私でも
マインスイーパーとシューティングとマリオの海ステージを集めたようなこのゲーム
とても楽しみました！
ありがとうございました！

●めっちゃよかった
実績解放系とか大好きなのでわくわくしながら始めたのですが、
一つ一つのミニゲームがしっかりおもしろくてすごいなぁと思いました。
そして難しい……
特に、5つ目のカナカナホームワークにやっと5つ目まで解放できたーと思って挑んだら、
かな入力限定！？タイピングは得意だけど、そ、それだけは……な感じになりました。
得意なはずのタイピングがパソコン初心者みたいな速度に……謎音波恐ろしい……
けれども、今まで練習せずにいたかな入力を練習するいい機会にもなりました。

それから、各ゲームの後半に入ると音楽が変わる演出が、テンション上がって好きです。
完全クリアはまだですが(というかできるのかな……)
じっくりがんばってみたいなーと思っています。

●めっちゃよかった
初見ではなかなかゲーム解放には至らず...
夢中になってやってしまいました。とても面白いです。
マインスイーカは懐かしいのと、+ルールで遊びの幅が広がっていて、
いつまでも頑張れます　笑

●よかった
いろんなミニゲームを進めてゲームを進めるというタイプの作品のようだ。
海を泳ぐゲームはスッゲェへたくそで、殆ど進めなかった。
マインスイーカはだんだん、じっくり考える時間が無くなってって、
大変だったけど、面白かった。
そして、特記すべきはオバケ退治のゲーム。
これ、相当面白かった。同じおばけでも変則的な動きや超人的（変態的？）な動きのがいて、
毎回のように、そういう奴らに対処できずにアウト！！！！！！
すッげェ悔しいので何度もトライしましたが・・・
でも、トナカイがビーム放ってオバケを退治するッてのが面白かった。

あと、キャラクターは、サンタの女の子が好きで、すごい可愛かったです。
あと、トナカイも好きです。
あと、やっぱ、今思えば、あの変則的な動きをするおばけたちも、
キャラクターとしては面白いものがあると思ってるので、
あれはあれで、良いと思いました。

●めっちゃよかった
100作品以上のフリゲ展夏作品の中で間違いなく最も起動回数が多く、
プレイ時間が長くなった作品。今回のマイベストゲームです。
いずれのゲームも面白い出来に仕上がっているのはもちろんのこと、
実績獲得とともにプレイヤーの強化、ステージの弱化が自由に行えるシステムが
モチベーション維持・向上に大きく貢献していました。

ウディコンに出して、これを作って、さらにもう一作品・・・って、
なかなか真似できないことだと思います。今後もぜひ色々な作品を生み続けてください。

●めっちゃよかった
シリーズ物ファンなので即DLしました。
難易度は高めですが
このシリーズはこれがデフォと感じていますのでストレスは感じませんでした。
このシリーズ毎回（毎年？）楽しみにしてます！
……………………………………………………………………………………………………………
●no22.グラトニーテイル　作者：小森
●めっちゃよかった
物語が複雑で、うまく説明できないんですが、
一つの出来事に対して、様々な時間軸から、
その出来事に対して何かをするという感じの物語だったと言えば良いのかな？

魔王が倒されていた…とか、あったけど、
実は、本当は、この人が倒したんだ！ってのを知った時とか、
何かスッゲェ衝撃的でビックリして、あと、話が難し過ぎてついてけない時とかあったけど、
雑魚のみ自動戦闘とか、ボスは手動とか、いろいろなシステムがあって面白かった。
難易度は普通でやったが、レベルを上げ過ぎたせいか、
隠しボスの再戦、最後の奴だけ勝てなかった…（正直、すッげェ悔しかったけど面白かった）
だけど、レベル上げすぎると困るというシステムも面白かった。
最終的に、3時間くらい遊びました。正直なところ、結構ハマったかも♪
あと、シンボルエンカウントで敵から逃げるのも面白かった。

●めっちゃよかった
偽りの女神を倒して、
パラレルワールドの吸血鬼編で3種類のエンドを見るところまでプレイしました。
この先、まだ裏ボスがいるのかもしれませんが、
一区切りつけて、ここまでの感想を書かせて頂きます。
物語はシンプルなところからスタートして、
タイムリープ的なことをしながら展開が変わっていき、気が付けば、唐突ながらも、
かなり複雑でインパクトのある物語になっていて面白かったです。
戦闘では、ザコ戦はオートということもあってサクサクいけるかと思いきや、
意外に苦戦をしいられることもあったりしましたが、
ストレスになることはありませんでした。
(とはいえ、ボス直前まで瞬間移動できるアイテムは、中盤以降重宝しました♪)
ボス戦は、偽りの女神で何度か全滅しましたが、
基本的には、パーティーや装備品(耐性や習得スキル)を考えて戦えば勝てる難易度で、
ちょうど良かったと思います。
今のところ、3時間くらいプレイして楽しませて頂いてます。ありがとうございます。

●よかった
クルーエルモードでたぶんクリア。スイカ割りまで。
レベル上げが意味を成しにくいＲＰＧ。
ではごり押しでなくどうやって倒すか？を考えるのが楽しかった。
毒やスタンなどが強スキルなのが印象深い。
……………………………………………………………………………………………………………
●no23.ねこかぺ　作者：あもねじあ
●めっちゃよかった
あっ、あのっ、これは、しりとりになっているようですが
この台風の、あっ、これは任天○さんのっ、えっ…そして極めつけはどこでも○ア…なんと！
いえ、なんでもないです。
レトロ風味で可愛く癒されました！可愛い！

●めっちゃよかった
不思議な場所から女の子が脱出するというゲームで、
謎解きをして脱出するという内容だったが、
僕は謎解きが苦手なんだけど、このゲームは、そんなに難しくなくて、気軽に遊べた。
あまり難しく考えないで、いろいろな道具を使ったりして遊ぶトコが面白かった。
絵がとても可愛らしく、女の子も可愛かったけど、ネコや猫の花やカニとかも可愛かった。
ネコをたくさん頭に乗せたトコとか、可愛かった。
音楽も、何か楽しそうだ…！ってのと、不思議な曲だ・・・ってのが、
ゲーム内容と合っていると思います。
あと、やっぱり、ネコが所々に沢山出てるのとか、良かったです♪

●めっちゃよかった
ゆるーいセリフとイラストに癒されました。
赤メガネとかサングラスとかの小物で謎解き(？)していくのが楽しかったです！
でも途中で詰まっちゃって、最後までクリアできない……。
誰か攻略して～(泣)

●めっちゃよかった
おばけ４匹まで。いろいろ試してみる感じが楽しい。
着せ替えパターンも歩行グラあり短編にしては豊富。
おばけが増える条件はよくわからないまま。

●よかった
かわいい見た目通りのお気楽難度で、ちょっと詰まるところはありつつも、
基本的にはサクサク進めました。一部のアイテムを使うと見た目も変わるのがいいですね。
メガネ＋サングラス＋猫×2の最終形態(？)は癒やし。

●めっちゃよかった
作者さんの作風に感謝！！
キャラがゆるくて、ネコ尽くしで、とっても不思議な世界で楽しさ満載でした。
メガネやネコ、水着の装備で立ち絵が変わるのも
とても良かったです。グッジョブ！！！！！！
時よりパロディネタがさりげなく登場するのとっても楽しめました。
最後、ドコデモ○アかよ！？っとエンディングまで目が離せませんでした！！

●よかった
可愛い猫と主人公をとりまくほのぼのした世界はとても癒されます。
難易度が高くない（無理な謎解きのない）のも気持ちよくプレイできました。
おまけのおばけ出現は、2週目もやってみましたが、おばけ＋1されただけの計4匹なので、
謎解き上級者向けはここだなと...難しい
脱出できない。ということはない優しい難易度で、おばけ出現の謎解きの挑戦も出来て、
理想的な脱出ゲームだなと思いました。

●めっちゃよかった
あまりにかわいすぎて窒息するかと思いました。
主人公の女の子や猫たちのみならず、おばけや台風に至るまで「かわいい」が詰まっていて、
堪能させていただきました。
細かいセリフの変化や小ネタも面白かったです。
実績おばけは８匹出しました。うーん残り２匹は何だろう。
楽しいゲームをありがとうございました！

●よかった
絵が可愛く、謎解きの難易度も適正。
何度も水汲みするのがちょっと面倒かなあ、と思った程度で、
ストレスはほとんど感じずに全編癒されながらプレイできました。

●めっちゃよかった
脱出ゲームっぽかったですが、ゆるゆるでかわいくて楽しかったです！
ねこちゃんもおばけも主人公ちゃんもはかせも何もかもかわいかったです！
謎解きも、難しすぎず、楽しくできました！
ですが、波のところがある程度つまると宝箱の所に行ってしまい、
戻るのが中々大変でしたが（＾ ；^）

今度は、作者さんの次回作や他の作品もやってみようと思います！！

●めっちゃよかった
最初から最後まで全体の雰囲気がホンワカしていて、楽しくプレイさせていただきました。
謎解き＆探索も苦と感じる事は無くて、おやつのような感覚でサクサクと進めました。

●めっちゃよかった
イラストと世界観が可愛らしい謎解き脱出ゲームでした。
主人公の女の子のキャラクターやその口調が可愛らしいため
反応が見たくて、ついつい色々なところを調べました。

個人的に猫が非常に好きなので、至る所に猫がいると言う点も
プレイしていて楽しかったです。

謎解き自体も比較的分かりやすく作られており、謎解きが苦手なプレイヤーでも
手を出しやすいゲームだと感じました。
クリア後もまた同じ手で罠に引っかかってしまう主人公が最後まで可愛かったです。
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
可愛い脱出ゲームでした！
ねこがいっぱい！可愛い！そして生えてくる草は一体何なんだ！！
EDにも関わってくるし！何だ一体！
ねこまみれで、主人公も可愛くって…とても良かったです…
しかも、スク水セーラー服と言うマニアックなところまで…。
グラサンにメガネと言う装備まで…グラフィックが豊富で可愛い。
特に詰むこともなく、進められました。
まさか、おばけを邪魔と言ってぶっとばす日が来るとは…。
そんなちょっとしたイベントもあって楽しかったです！
ねこぐるみは頭に乗せるもの！
……………………………………………………………………………………………………………
●no24.白摘かくれんぼ　作者：こぞう
●よかった
途中、結構頭を抱えましたが謎解きが楽しかったです。
ホラー系は苦手ですが、そんなに怖すぎず怖くなさすぎずの丁度良いホラーでした。

●めっちゃよかった
台風の時に友達とかくれんぼした男の子が、何かの事件の犯人ッぽいヤツに殺されてしまい、
その死体を主人公が探してあげるという話だった。
途中、オバケに捕まるとアウトなんだけど、初めておばけが出た時、
まだイベントの最中だと思って動かなかったら捕まってアウト！ッて時は
さすがにショックだったけど、
ヒントを見たりして進んで、行ける場所も増えて、行き詰まったッて思っても、
行ける場所全て調べまくったりして、進み方が分かって、
ヒントもいろいろ考えてると分かったりして、
謎解きも難し過ぎず、結構、楽しめました。
…ただ、物語は、何か、悲しかった。
だけど、主人公だけが、咲くんに優しくしてあげてたって事なのかな？
だから彼も心を開いて、それで、彼を救ってあげられたって事なのかな？

あと、かくれんぼして、数を数えてる間に、
主人公だけが異空間に飛ばされてたって事だったのかな？
だけど、主人公が、みんなを探さなきゃっていうところとか、見てて思ったけど、
もしかしたら咲くんは、彼なら自分を救えるんだッて思って、
主人公をあの世界に呼んだんじゃないかッて思いました。

あと、気のせいか、咲くんに初めて会った時のシーン、
もう、二人が互いを知ってるような会話だった気がします。
もしかしたら、何か見てないイベントがあったという事なんでしょうか、
それとも、僕の気のせいなんだろうか？

●めっちゃよかった
雨宿りで偶然訪れた学校から始まる微ホラーアドベンチャーでした。
最後は少年を見つけてあげられて、とても温かい気持ちになりました。

少年には何度も追いかけられて、結構逆に見つかってしまいました・・・。
こまめにセーブ大事でした。
なぜ主人公を追いかけてきたかも説明（少年の過去）が明確にあった点よかったです。

謎解き内容は深く考えすぎずに、ひとつずつ部屋の仕掛けをこなしていけば
ゴールまで自然と到達する感じで、適度な難易度でとてもよかったです。

謎解き用のイラストや回想シーン等、
一つ一つがとても丁寧に作られた作品でクオリティ高かったです。

●めっちゃよかった
謎解きがちょうどいい難易度でよかったです。
各種ヒントがとても凝っていたり、見取り図や人物紹介などとてもいい雰囲気出てました！
トイレで名前を聞かれた時、返答によってセリフがいろいろ変わるのが面白かったです！

●よかった
解けても若干もやっとした謎があったりはしたのですが、
遊びやすさに配慮された作りになっている分、最後まで楽しむことが出来ました。

●めっちゃよかった
急な雨から小学校へ雨宿りする事から始めるこのゲームは
話の舞台が小学校なだけに不気味な雰囲気を漂わせていました。

ゲーム自体も、キャラクターのセリフや動きがあって
かくれんぼと兼ねた探索ゲームなのかと思いきや
ホラー要素満載でいつ来るのか分からない恐怖にドキドキしながらプレイしました。
謎解きも比較的簡単な謎解きから、頭を捻っても分からない謎解きまで様々で
探索ゲームとしての要素も豊富に含まれていたと思います。

謎解きを全て終えて明かされる真実には悲しいものがありましたが
それでもこれは救われた、ある種のハッピーエンドなのかなと感じました。

謎解きもストーリーもテンポよく進められるプレイしやすいゲームでした。
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
謎解き自体は難しくなく、雰囲気とか良かったです。
改善点としては、謎解きが終わってから
次に何をすればいいか次にどこへむかえばいいかが解らず、
全部屋を再度検索しなおさないといけないところです。
そういう点が多くみられましたが、ストーリーが面白かったので、進めてました。
咲の名前を入力後、ピアノで壁にひびを入れたところで、どうしても次へ進めず・・・挫折です。
…答え教えてください。
……………………………………………………………………………………………………………
●no25.Escape...from MY HOUSE!?　作者：もざどみれーる
●めっちゃよかった
前作「ユルすぎる密室」が忘れられないインパクトだったので、
ゲーム一覧の中から本作を見つけたときは驚いて、早速プレイさせてもらいました。

今作もぶっ飛んだ作者さんワールド全開でそのカオスかつハイテンションなノリに
巻き込まれるのが妙に楽しくて最後まで一気にプレイしました。

ただ、前作は割りとサクサク謎解きができたのですが、
今作は火空数字の意味を理解するのに大分悩みました。
ので、ここのヒントをもう少しだけ追加して欲しいなあと思いました。

とはいえ、カオスゲーのようで実はとてもプレイしやすく丁寧に作られているのは
本作も変わらず、クリアした後も、またこの世界に招待して欲しいなと思いました。

●よかった
すッげェカオスな内容と言ったら良いのかな？
正直なところ、どう言葉で表現して良いか分からないです。
何か僕にはどう捉えていいのか分からないが、すごそうな会話とか文章とか沢山あって、
自分の世界には無いような内容ばかりだったので、ビックリしました。
でも、様々な箇所に不思議な工夫とかがあって、見ているだけでも面白かったです。
いろんな歩行グラフィックがあって、演奏してるのとか、見てて凄いなッて。
あと、岩を粉砕する調理人の、粉砕時の動きとか、凄い機敏で、
もう凄すぎて、言葉になりませんでした。

●めっちゃよかった
一度謎解きで詰まって時間開けて再度挑戦したら､あっさりクリアしちゃってました｡
前作もそうでしたが､今作も作者さん節炸裂してて､笑ったし､逆に安心しましたｗ
大統領の罠にまんまと引っ掛かったのはいい思い出です｡
メモの謎解きは法則性さえわかれば､あっさり解けるので､安心ですね｡
あと､こまめに調べるとネタも回収できて楽しかったです｡
いい作品をありがとうございました｡

●よく頑張りました
全部のカテゴリーで評価の付いてないのやろうとしたんだけど
ゲーム途中で止まってしまいました。
謎解きのルールが良く分からないのでスイカを棚の穴にはめた後で玉を移動させたり
数字錠を開けたりはまだ出来ていないので
ベッドにあるとりあかさんのイラストを見たときに驚きました。
２時間でクリアするコツ教えて欲しい…
やっぱり過去作品をプレイして系統を掴むべきかな？
……………………………………………………………………………………………………………
●no26.ミラさんと僕　作者：檜皮
●めっちゃよかった
最初は、宿題がどうこう言う会話だったので、そういった物語かと思いきや、
お寺での肝試しという会話になって、行く途中に、変わった人に出会って、異世界に来て、
ミラさんからの頼まれごとをするという物語で、
あの世界の住人は、野菜だったのかッて。
それで、謎解きというか、名前を入力とかも、結構分かりやすくて、
あと、野菜の情報というか、知識というか、そんなのも勉強になって、面白かった。
鬼から逃げるシーンは、見事に捕まっちゃいました♪
だけど、鬼たちにも、肝試しの後にカレーとかがあるよと教えてあげる主人公見てて、
彼は誰とでも仲良くなるんだなって、
それで、その後の話も見てて思ったけど、主人公の優しさが好きになった。
庭に、水のやり忘れなどで調子の悪くなった野菜があって、
その野菜と、主人公やお兄さんの、野菜が好きだッていう物語、
こんな物語、見た事が無かったから、結構、不思議な世界観とかだッて思ったけど、
僕はこんな物語、好きです。
プレイして良かったです。
なんか、優しい気持ちでいっぱいになれた、そんな気がしました。

●めっちゃよかった
僕はこのゲームのシュールな世界観が…
大好きだよ！！（大文字）
……………………………………………………………………………………………………………
●no27.夏の記憶～蝉しぐれと共に～　作者：ヤシロ
●めっちゃよかった
少年が生前に叶わなかった夢を叶えてあげるひと夏の記憶を綴った心温まる物語でした。

少年の過去が徐々に明らかになって
話の全体が見えて行く感じ・・・ストーリー運びとてもよかったです。

最後は想いをお母さんに伝える事ができて母子ともに救われたって感じでした。
お母さんの目のクマもとれ、細かい点の演出もよかったです！

それにしても菖蒲さん、胸のサイズｗ
これはスイカですね！←
夏の部屋で残念がる主人公が欲情に正直すぎてむしろ好感を持てました。

男用の水着しかなかったのは
少年が女性の水着を見た事がないからに違いない！（勝手な憶測）

そういえば水着装備したまま記憶の世界から持ち帰れましたね！
あれは夢ではなかったのだ！

館の謎解きは思わずいろいろメモしました。
基本的にはクリアできる部屋から攻めていけばよかったのですが、
ピアノの演奏は最後は勘になってしまいました。
ＡＢＣなはずなんだけど・・・ちょっと変えてみるか・・・みたいに。
服の部屋にヒントがあったらしいのですが、見落としておりました・・・。

戦闘難易度は丁度いい感じでストーリーを楽しめました。

●よかった
マップやセリフに夏っぽさが出ており、また序盤の簡単な会話やイベントで
作品の設定や雰囲気に入り込みやすく、さくさくっと気軽に楽しむことが出来ました。
所々明るくコミカルな橙弥くんとどっかズレてる菖蒲さんの掛け合いも楽しかったです。

気になる点として……
戦闘で味方全員同時麻痺からの数ターン複数の敵からタコ殴りで全滅、ということが
1度だけですがあったので、麻痺の継続ターンはもっと短くても良かったかなぁと。
麻痺除けの装備もあり値段もお手頃でしたが、初見で対策は厳しいように感じました。
それと、若干ネタバレになりますが、
海の部屋の鍵を持つ敵の出現条件が分からず（ランダム？）、
同じ場所をぐるぐる回るはめになったのですが、
あれは条件満たすと必ず出るようにしても良かったかと。
とはいえ、逃走は必ず成功かつ点滅時敵シンボルはすり抜け可能なので、
面倒になったら無視して進められるのは良いですね。
……謎解きの関係で何度も通ることになる廊下は
もう少し少なくても良いようにも思いましたが（笑）

長く書きましたが、ちょっと切なく、でも前向きなノリで進んでいくゲームで、
個人的には楽しませていただきました。ありがとうございました。

●めっちゃよかった
とても丁寧に作られたゲームでした。
次に何をすれば良いかはすぐに分かるし、そこへ辿り着くための導線も良かったです。
村の人の何気ない会話なども作りこまれていて、
日常感と非日常感がいい感じになっていました。

●よかった
1時間程プレイ。マップの綺麗さからシステム面やイベント演出まで
手練さを感じる丁寧な作り。キャラグラも巧い。
村人達が突然姿を消すという引き込まれるストーリーはその謎を早く追いたくなるけど
戦闘や謎解きの壁が意外と高く、腰を据えて望みたい作品。
……………………………………………………………………………………………………………
●no28.空と白おばけ　作者：Sachi
●めっちゃよかった
白黒のマップに青色の空がすごく印象的でした。
キャラクターもみんな個性的でよかったです。

最初、主人公がいじめられて自殺しちゃってこの世界に来たのかなとか、
白おばけくんの正体は幼馴染君かな？って想像しながらプレイしていましたが
ラストは予想外の展開でした！
白黒世界の住人ひとりひとりにストーリーがあって、
どれも切なくて悲しくて涙腺が崩壊しました！
素晴らしい作品をどうもありがとうございました！

●めっちゃよかった
澄み渡った美しさと、どこか哀愁漂う世界観が絶妙な作品でした。
色が空だけ、そして主人公だけカラー。
そこにきちんと意味があり、
物語に落としこまれていた点やキャラクター一人一人に悲しい過去があり、
それを救済する事で進行するシナリオなど、
雰囲気に呑みこまれる程に洗練された内容でした。

自作マップやイラストのアクセントも素晴らしく、
作品を引き立ており、記憶を集めながら徐々に進む物語に思わず魅了されました。

白おばけ君も最後は分かってくれたり、とても温かく心の琴線に触れる作品でした。

●めっちゃよかった
公開前から気になって、期待して
公開後の皆さんの評価からさらに期待して、
実際にプレイしてみたら、もう期待以上の世界が広がっていて、気が付いたら、
話を聞き洩らさないようにして次の話へ、次の話へ早く知りたいという欲求がうまれました。
ただ、話を進めていくだけのゲームなのですが、
時には話しかけるのをためらってしまうような雰囲気になり、とても感情移入ができました。
時折入る画面の君！！ってのが作者様の優しさだったり、
丁寧さだったりして、このゲームを作った作者さんのすごく素敵な一面にも触れて、
気が付いてたら涙が止まらなくなってしまいました。
主人公の空ちゃんがすごく健気で、イラストがすごく切なくて、
ワンちゃんも正直ズルいやろぉ！ってくらい感動しました。ほんとにほんとに良かったです。
今季、一番のほんわかを感じました。ありがとう。

●めっちゃよかった
酷くて悲しい話ばかりで、
もう白おばけたちがモノクロで笑顔とか
やめてください　泣かす気ですね？
泣いちゃいますよ？

若干ウェイトが入っているのかな？
間を取っているのかも知れないけれど
微妙にストレスに感じなくもないです

世界がモノクロな分、
青い空が酷く綺麗でした。

●よかった
それぞれのキャラクターのエピソードが感動的で涙腺緩みました（；ω；）
シリアス一方で、プレイヤーへの発言や顔芸などなど…笑かしてくれました。
ゴーストマンの時の、空の顔がｗ

●めっちゃよかった
これが処女作って冗談ですか…！？
最初から最後まで没頭できるシナリオ、モノクロの中に鮮やかな青空が見えるマップ、
切ないBGM、要所要所で一気に畳みかけてくるスチル、
どれをとっても素敵でした。
空白世界の住民たちみんなに幸あれ。

●めっちゃよかった
とても、空がきれい。空ちゃんと赤い人以外が白黒だった分、
空の色がとても印象的に残るゲームでした。
凄く、世界観が好きです。空に白い鳥になって還って行く…。
白から終わり、白から始まる。凄く好きです…。
全員背負うべき未来と運命があるんだな、と。思わせていただきました。
皆、悲しい過去があって。幸せな終わり方ではなかった分この世界では、
白い鳥になれない人達は辛かった事以上に楽しい事を、
幸せになってほしいなと思いました…。
後、表情の多さに驚きました…って
空ちゃん女の子がそんな顔しちゃいけません…！（秘密基地でお説教の表情）
私も、いずれはあの世界に行きたいものだなと思いました。
それだけ、凄く魅力的な世界観でした。
心にじんわりと、沁みるゲームでした。

●めっちゃよかった
正直、泣けました。
ゲームシステムは単純ですが、その分シナリオに重点が置かれていて、
シナリオに没頭でき良かったと思います。
若干ダークな面があるものの、嫌悪感などは決してなく、
それぞれの話が感動的なストーリーにまとめられており、
優しい気持ちになれるゲームでした。
シナリオの良さはピカイチで、制作者様のセンスが光る作品でした。

人生とは、白いキャンパスの如し。
……………………………………………………………………………………………………………
●no29.召喚士見習い達と英霊の塔　作者：マグマ
●めっちゃよかった
ヴェルネ、シセオナ、スリーピィ、タマオのメンバーでLv15あたりでクリアしました！
プレイ時間は４時間半ほど。
序盤は、敵が強くて倒すのに時間が掛かりました。
召喚する引きが悪かっただけかもしれませんけれども･･･
夏休みをめぐって塔の最上階を目指すのですが、そこで人間波乱万丈が次々と起こります。
リーシェちゃんまじ天使キャラかと思ったら、最後の最後で腹黒キャラで絶望した！
なんだか人間っぽいところを大いに醸し出されたストーリーでした。
よき面白い作品をありがとうございました！

●めっちゃよかった
無事にクリアしましたー｡
どきどきしたり､わくわくしたり､ハラハラしたりと最後まで楽しませていただきました｡
主人公のサモン君に感情移入しやすいのも個人的にすごく好印象でした｡
入る度にダンジョンが変わるので飽きないし､戦闘もサクサクで難しくないので
ストレスは感じませんでした｡戦闘メンバーによっては難易度が変わりそうですよね｡
クリア時間は三時間｡ゆったりとですが楽しませていただきました｡
素敵な作品をありがとうございました｡

●めっちゃよかった
シナリオは起承転結がうまくまわっており、戦闘もサクサク、アイテム膨大、と
全ての要素が綺麗にまとまった作品という印象。
アクセサリー主流で「最強装備」が役に立たない事が少し不便でした。
なにより主人公が戦闘に入らず召喚で戦い、
ライバル達も召喚を駆使して攻撃してくるという設定に
このゲームの個性を感じ、とても面白かったです。

●めっちゃよかった
クラスメートとの友情を描いた物語で
徐々に心を開くパートナー（メルちゃん）他、
プライドが高く独りよがりな子や他の子を蹴落とす子もいましたが、
最終的に皆改心して世界の崩壊も阻止してハッピーエンド！
まさに「絆」が大事だなーってひしひし伝わるゲームだなーって感じで、
最後までとても楽しめました。

フロアクリア毎のメルちゃんとの会話やイベントなど
とにかくキャラ同士の会話が深く魅力的でした。
伏線等もきっちり回収されており、作者さんのストーリーセンスが光る作品でした。

戦闘はサクサクでザコ敵はオートでもなんとかなる難易度で、
たくさん手に入る装備品を集めるのが快感でした。
素敵なゲームありがとうございました！！

●めっちゃよかった
ガチャ形式で英霊と呼ばれるキャラクターたちを召喚するという
珍しいシステムで、興味の沸くゲームでした。

マジックジェムを使用しての召喚はどんなキャラクターが出て来るのか楽しみで
マジックジェムを貯めたくなるモチベーションにもなりました。
同じキャラクターが重複するとレベルが上がるシステムもやる気に繋がりました。
召喚キャラクターも多く、それぞれに特徴があって、目移りする程でした。
色々な組み合わせが可能なため、戦闘バリエーションの豊富さは随一だと思います。

戦闘自体もテンポが良く、レベル上げもマジックジェム集めも苦ではありませんでした。
また、宝箱からは様々な種類の装備、アイテムがランダムで手に入り
レア装備が出た時はテンションが上がりました。
これもゲームのプレイ意欲を掻き立てられるシステムだと感じました。

ストーリーは定番のRPGものと言った内容でしたが、それがまた非常に良かったです。
突然の裏切りや黒幕、仲間との絆、主人公の約束、そして主人公の正体など
随所に熱い展開が用意されており、よく練られたストーリーだと思いました。
最後はハッピーエンドで終わるところもクリアして良かったという気持ちになりました。
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
「召喚士見習い達と英霊の塔」クリア。
多くの仲間候補からランダムに抽選されるキャラを使ってパーティを組み塔に挑むＲＰＧ。
特殊に分類される癖の強烈なキャラはもちろん、
回復、攻撃、補助といった同タイプの中でもそれぞれ特徴があり、
組み方の工夫し甲斐がありました。
そのうえ自由度の高い装備システムによってさらにカスタムは自在になっていて
最終的には完成形もプレイヤーによって千差万別になりそう。
自分の最終パーティはヴェルネ・マモル・チェミィ・タガヤでした。
ストーリーも王道ではあってもしっかりしていて素直に楽しめました。

●めっちゃよかった
次々に増えていくパーティーメンバーと豊富な装備品の組み合わせを
駆使して戦闘をするのが楽しかったです。
装備品の説明欄の一つ一つも、コミカルで丁寧で、
データベースへの力の入れようが伺えました。
ストーリーも後半の盛り上がりや、塔攻略後の急展開があり、
キャラクターもそれぞれ味があり(個人的には、ユージンがお気に入り)良かったです。
面白いゲームをありがとうございました。

●めっちゃよかった
ゆるい感じかと思えば壮大になり熱くなっていく……！！

サクサク進行できて一気にクリアしてしまいました。
とりあえず、ガトリング最強。
どんどん集まっていく装備の説明とか面白いので
アイテム図鑑とか作ってほしい眺めたい（要望）

パーティは

ヴェルネ
タツヒト
マモル
エイリル

でした。
ガトリングと加速装置持たせて俺ＴＵＥＥＥＥＥＥＥやってましたｗ
キャラクターの選択肢が多いので、色々組み合わせてコンボを考えるのが楽しいです。
……………………………………………………………………………………………………………
●no30.ディフェンス・オブ・ウォーターメロン　作者：イモリ
●めっちゃよかった
めちゃくちゃ面白かったです。

個性豊かなキャラ（家族）が魅力的で
最初は農家でアルバイトするところから、スイカ泥棒の正体を暴く展開に！
兄貴キレッキレすぎ！！素晴らしい推理！！
武器調達をカッパドリにしてる時とか、シリアスな場面なのに笑いが込み上げてきました。

戦闘要素もスイカを虫から守ったり、雑草刈ったり、
緊迫感は薄い分、ストーリー進行に専念できて
ミニゲームのような感覚で楽しめました。
素敵な作品ありがとうございました！
……………………………………………………………………………………………………………

テーマ「全部」感想 no21～30


