
●no1.太陽のレフティRX　作者：さわぴょん
●めっちゃよかった
分かりやすく個性的な操作感が楽しかったです。
黒歴史（本人談）のＢＧＭをバックに何度もドボンするヒロインの勇姿？が素敵でした。

●めっちゃよかった
シンプルな操作性でわいわい出来て楽しかったです。
もっといろいろなステージで遊びたかったです。

●めっちゃよかった
歌が。

●めっちゃよかった
最初は海に飛び込みまくりでしたが、
コツを掴むと面白くテンポも良くてとても楽しめました。
気付いたらスペースキーがめり込みそうなくらいプレイしてました。
最高記録は１４秒７２です( ・`ω・́ )

●めっちゃよかった
とりあえず難しいと思いました。
だっていきなり本番ですから…
ある程度やり方が見えて来て、単純で出来そうなのに、
なかなか上手く行かなくて悔しいというか、そういう悔しさって楽しいんですね。
30分ぐらいやってようやくクリアできました。(ランクC)
…ところで、あの歌、夢に出そうです。

●よかった
むずかしいっ！！！！
てんぽよい！！！！
でもむずかしいっ！！！！

●めっちゃよかった
説明にある通り、難しい操作でした！
慣れるまで何度海に落ちた事か。
クリアも51秒とギリギリでした。
ゲームオーバーになってもすぐ再開するので
リトライしやすくて非常に助かりました！
海に落ちてもすっぽんぽんになるのでしょうか。

●よかった
簡単すぎる操作ながら、コツをつかむのに大変でした
滑る！ランクはBが精一杯でしたが、クリアしましたー。やったー。
凄く達成感があって、いいゲームでした。

●めっちゃよかった
とりあえず、（説明書や説明はちゃんとありましたが）開始直後から動き出し、
しかもスピードがどんどん早くなってアワアワしてる間に
ドボンを何度も繰り返してしまいました（笑）
決定キーどころか方向キーすら使わない、
スペースキーのワンボタンだけで全て操作できるという斬新でシンプルながら
中々の難易度で且つ無駄に長すぎないという、バランスの良いゲームでした。
ゲームの内容も（慣れるまでに何度もミスを繰り返すのはもはや通過儀礼だと思いますが）、
慣れてくるとタイミングなんかが分かってくるので、
終わってみると「あれ、もう終わりか……」って感じでした。
今回は5箇所の撮影ポイントを回るだけでしたが、
イライラ棒みたく用意されたコースをスタートからゴールまで行く、
という形でも面白かったのでは、とか考えたり。
あ、そうだ。BGM可愛かったです（笑）
楽しかったです。ありがとうございました。

●めっちゃよかった
凄い単純かと思ってたのに難しい！
単純操作でも、工夫次第でこんなに難しく、かつ楽しいゲームになるんだなぁと思いました。
あと、歌がいいです♪
……………………………………………………………………………………………………………
●no2.ドラゴンクオリア～そして体験版へ～　作者：ガチョピン
●よかった
強烈なバストにつられて遊びました。
こういってはなんですが、意外と正統派RPGで驚きましたｗ
キャラクターの容姿が選べる点がよかったです。

●めっちゃよかった
キャラクターメイキングというのか、仲間を自分で作るッてのが面白かった。
いろんなグラフィックが用意されて、女性以外にも男性もあって、
男性はみんな風変わりな格好で、面白かった。
女性も様々な立ち絵があって、可愛いのからドキドキするものまで、
いろんなのがあって、楽しめました。

戦闘時も、立ち絵とか表示されたりして、良かったです。
主人公の立ち絵も2通りから決められたりして、良かったです。
仲間の名前を決められるのも嬉しかった。

ひらがなに記号混ぜたりしたら名前を変えて下さいみたいなのが出るのには驚いた。
個人的には記号混じっててもOKかなって思ったけど、これはこれでいいんじゃないかなって。

タンスや壷や棚とかタルとかいろいろ調べて物を見つけたり、王様に話し掛けてセーブとか、
いろんな要素があって、面白かった。
あと、水着装備で立ち絵が変わるトコも良かった♪
……………………………………………………………………………………………………………
●no3.うおおおおお　作者：ムトト
●よかった
何といえばいいのかわかりませんが、いい意味ですさまじい作品でした！
魚図鑑を完成させるために旅に出るわけですが、その魚も個性豊かですさまじい！
メニュー画面など細かいところも凝っているのが楽しかったです。
即死することが多いですが、大いに楽しませていただきました。

●よかった
大雑把極まりないゲームですが、意味不明な熱さをバシバシと感じました。
フリゲってこれでいいと思います。御魚様たちのデザインも秀逸でした。

●めっちゃよかった
個性的すぎるお魚様。その発想はなかった！！みたいにビジュアル面で大いに楽しめました。
難敵揃いで図鑑に一つ追加があるだけで嬉しくなりました。
ポセイドンという事で海を歩ける設定よかったです。
全体的にすんごいゲームでした！！（褒め言葉）

●めっちゃよかった
もう何を書けば良いのかわかりませんがとにかく、ゲームの勢いが凄かったです！
タイトル名前かよ！名前なのかよ！と何度もつっこませていただきました、名前なのか…。
ゲームオーバー画面では思わず吹き出しました、くっそぅｗ

●よかった
タイトルから適当すぎるのですが、中身も適当かと思いきや、
妙に吹っ切れた魅力がありました。
もう魚とはなんだろうと思わせるようなゲームでした。面白かったです。
……………………………………………………………………………………………………………
●no4.メスケモ姫と海水浴　作者：川上真樹
●めっちゃよかった
ダッシュが出来なかったのですが、追いかけてくる兵士との駆け引き(？)のためでしょうか？
捕まってしまうと遠い所からやり直しになる為、
ちょっとストレスを感じてしまうかと思いました。
いい所で姫が転んでしまうのは、姫のキャラクターとゲーム性にマッチしていると思います。

何度も捕まってしまって苦労した分、水着イラストがすごいご褒美に感じました！
スクショを保存して定期的に拝むことにします。

ありがとうございました。

●めっちゃよかった
ゲームのイベントの途中で、まさか漫画を読めるとは！斬新！！
・・・さすが漫画家さんの作品だと思いました！！！
キャラクターも姫や侍女がかわいくて、特に姫は、
移動途中でやたらと転ぶドジッ娘ぶりや、眠たくなった時の言葉づかいが良かったです。
ちょっぴりスケベな喋る鏡もイイ味を出してました。
ストーリーもオチが上手くまとまっていて、面白かったです。
個人的に、ザリガニのアイコンが、アレだったのがツボでしたw
楽しいゲームをありがとうございました！

●よかった
プレイ後の様々な想いをこの一言に込めます。
アライブ買いました！！！

●よかった
「メスケモ姫と海水浴」クリア。
いうほどケモくなかった。
ケモに抵抗があってもご安心ではあるか。
アヤメ。ザリガニ。なるほど。

●めっちゃよかった
漫画家さんがツクったゲーム・・・！と気になってプレイしてみました。
もうとにかく絵のクオリティが高い！！高すぎる！！

「私エロゲ買ったっけ・・・？」という気持ちになるほど
女の子達がとにかく魅力的に描かれていました。
ツクールで漫画を読む・・・というのも新鮮です・・・！

ただ、１つ思うのが・・・
「こんなハイクオリティな漫画をタダで読んじゃっていいの！？」
という疑問です。まさに「先生何やってるんすか」状態。

ゲーム内ではイラストのかわいさ・美しさに心躍らせながらも
「兵士に捕まる！！あー！！これだめだー！！あっ神回避だ！！」と
めちゃくちゃ楽しませて頂きました。ゲームバランスが良い。

プレイ中あるあるの「次何したらええかわからん状態」も、
右上に「クエスト！○○しろ！」と表示され、親切で快適にプレイできました♪
オチもしっかり考えられていて良い作品でした。
また是非本業の気分転換にでもゲームを製作してほしいです・・・！！

●めっちゃよかった
まさかの漫画家様が参戦ですと！？
ゲーム内漫画の完成度がさすがに高すぎてビビりました。
キャラが可愛く、サクっと遊べて良かったです。

●めっちゃよかった
姫様がメスケモになったという設定らしい・・・
まぁ、個人的には、動物が好きなので、メスケモの方がいいかも♪
それで、鏡によってメスケモにされたというのが、漫画で表示されてて、
それはそれで、こんなゲーム見た事ないのでビックリした。
あと、侍女も可愛かったので、良かった♪

それで、何とか城を脱出しようと試みる訳だが、それも結構面白かった。
海に行く為の三つの品を探す時、それとは別に魚があり、これは猫に盗られるんか・・・・

あと、3つ目のが取れないが、兵士に近づいたら、いきなり動き始めるんだもんな。
だからとにかく逃げて、地下倉庫に行ったが、
地下倉庫では、倉庫の箱を押して進むというのが、
謎解きパズルッていうのか、そんな感じで、面白かった。一回、失敗したが、二回目で、進めた。

海に行った時も、いろんなのを拾って、楽しかった・・・けど、実は湖だったんか。
だけど、良く考えたら、海にザリガニなんてな。
でも、いても面白いかもなッて、思いました。

様々なクエストをこなすのと、海に行く為の3つのアイテム探しや、
兵士に気付かれないようにしたりとか、
箱を押して進んだり、いろんなイベントがあって、面白かったです。

●よかった
物語自体はオーソドックスな短編RPGでしたが
何と言っても目を引くのはゲーム中に漫画を挿入する点です。
あらすじを漫画で伝えるところは他にない独特な表現だと感じました。
戦闘はないですが、少しだけ探検要素のあるプレイしやすいゲームでした。
……………………………………………………………………………………………………………
●no5.メイドサマー！　作者：piyohiko
●めっちゃよかった
piyohikoさんのメイドサマー！やりました?( `ω´ ?)
よく｢フリゲ展夏やらなきゃ…｣みたいなツイートしてたから気になってたんだけど
やっとできてハッピーです?
ゲームに関してはエンディングの多さに驚きました。
私はそもそもあんまりゲームが得意じゃないのですが
かいがら→ヒントのおかげで私でも気軽に遊べました！
お気に入りは姉妹です、いくらでも買ってあげるよ…？？みたいな気持ちになるので
なかなか2面から進めませんでしたね！? 尊
あとは！！！！！！ヤツは結局転売屋なのか…！
ホイホイあげたあとお姉さんがバイヤの話しだすし
どう考えても娘多すぎだし最初はお前～クマ返せ～(´へωへ`*)って感じでしたね！
次からはあっ持ち物いっぱいだわって時に使わせていただきました? 
それにしても転売屋しつこい…！10回くらいやったら新アイテム来るか？って
思ってやったけど諦めない！ガッツがすごい！www
わたあめ1番苦労しました～まさかあの人がね…なるほど…? 
私がエンディング回収出来てないのかそもそもないのかわからないけど
夜のお祭りは楽しいでしょうね…?
店員は態度悪かったけど
｢あっ…あぁ～…バイトの時の私と一緒～；；；；｣としか思えなかった…
エンディングはお嬢さまに終始遊ばれるメイドさんでしたね…
なんだあの水着はどこで買ったんだ…けしからんもっとやれ…? 
最後は真エンジョイサマーでピッタリ終わって嬉しさがありました…
楽しかったし完成度高かった！素敵なゲームをありがとうございます！

●めっちゃよかった
お嬢様とメイドさんがかわいすぎて思わず全エンドしました。
ゲーム全体がかわいさに包まれた作品でした。

自由奔放な感じのお嬢様と健気なメイドさんのやりとりが見ていて微笑ましかったです。

肝試しエンドやスク水エンドなど
いろいろなエンドがあって、アイテム収集が楽しかったです。

キャラのドット絵もかわいくて素敵でした。
気軽にプレイできる感じが楽しかったです！

●よかった
思った以上にアイテムのバリエーションが多いことに驚きました。
ＥＤはまだ未コンプですが、気軽に遊べるので、
出展作品一巡したらもう少し頑張ってみようと思います！

●めっちゃよかった
全体的にとてもかわいらしいゲームでした！
お土産の組み合わせの試行錯誤も楽しかったです！
そしてお嬢様の恐ろしい金銭感覚と水着選び……
がんばれメイドさん！

●めっちゃよかった
とにかくかわいい！って感じでした！お嬢様もメイドもすごく可愛かったです！
歩行グラなどが独自のものでツクールっぽさがないのもいいですね。
ゲーム中に見れるヒントがただの答えでちょっと笑ってしまいました(笑)
個人的にはきもだめしエンドが好きです。

●よかった
メイドさんがかわいかったのでプレイしました！
そして全エンド確認してしまいました！
その為にオープニングを何度か繰り返すことになってしまいました
(短いオープニングですが)
簡単にやり直せる機能があったら、より良かったかと思います
(ヒント開示のみ行った状態でセーブし、自主的にリトライ機能を実現しました）

しかしやはり、メイドさんがかわいかったのでgoodです！

●よかった
お嬢様が殺伐としてるんだけど
かわいらしい！！
そしてメイドさんのけなげさ…
いい…

●めっちゃよかった
可愛い。とにかく可愛い。すごくかわいe
お嬢様のために右往左往するメイドさんとか、
ユルくて可愛くてお嬢様の金銭感覚もアレだしなんかもう全体的に可愛くて、
可愛いしか…もう…言えない…！
というかお嬢様…お城じゃなくてピラミッド作ってるのか！
どのエンドも良かったです！
可愛い…（まだ言う）

●めっちゃよかった
短編でサクッとクリアできて面白かったです。
ドット絵のグラフィックやお嬢様とメイドさんのやりとりがとても可愛いかったです。

●よかった
とても可愛いゲームでした。
流石にしらみつぶしに組み合わせるのは..と思ったらヒントもきちんとあり。
どのEDも、お嬢様とメイドさんが、今後も仲良くしてくれるといいなと思うものばかりです。

●めっちゃよかった
ED二通りとゲームオーバーを見ました。
メモにあった、×バナナってーのは、バナナがダメって事だったのか・・・

EDは、肝試しと、普通だと言われて終わったの見ました。
肝試しは、ヒトダマを渡すんだもんな。怖くなかったのかな？
まぁ、怖そうな感じじゃなかったけど・・・
普通だと言われた時は、何を渡したか良く覚えてないですが、
その辺で適当に拾って3つ集めてどうなるか試したら・・・

バナナアイス渡してゲームオーバーも見ました。

アイテムを入手する為に、他の人と物々交換をしたりするトコも面白かった。
あと、箱にスイカが入ってたりとか、ビックリだった。
何故、スイカが？と思ったくらいだから・・・しかも、勝手に持ってっていいんだもんな・・・

なんか普通のお嬢様とメイド・・・ではなく、なんか普通っぽく見えるが普通ではないし、
何か不思議な作品だッたけど、面白かったです。
あと、プレイ時間が、1回プレイするのが短時間なので、そこも良かったです。

●よかった
メイドさんが可愛いに尽きる

短めなおかげでED探しが全く苦にならないのがありがたいです。
多少時間はかかったけどヒントメモに頼らなくとも全種類のEDが見れました
1番の好みはEエンド。カップルを破滅させていくメイドさんすごい
……………………………………………………………………………………………………………
●no6.戦海ディザイア　作者：レイ
●よかった
短編ながらも世界観がしっかり作りこまれており、
まだまだ話を展開できそうだと感じました。
好きなキャラはアーギーで、不遇だと思ったキャラはモーレヲです。
続編希望と言ってみるテスト。

システム面では、マップ上のコマンド矢印(特に左右)の役割がどうだったか
忘れてしまいがちでした。
まあ間違えたところで取り返しがつかないわけではないので、
さほど問題じゃないんですけども。

戦闘バランスは、ユルくはないけれどキツすぎはせず、
レベルを上げれば十分に対処可能な難度でした。
ノンフィールド型のRPGは、レベル上げができないタイプのものが多い印象がありますが、
本作はそうではなくて助かりました。おかげで無事にクリアできました。

●めっちゃよかった
プレイ時間30分程度と短いながらも、
雑魚戦とボス戦で装備の組み合わせの試行錯誤・非常に高い効果の奥義を撃つ爽快感・
キャラクターの個性と関係性が濃縮されていました。ノンフィールド形式ならではですね。
キャラクターの中ではアーギー姐さんがお気に入りです。
奔放すぎるほどの言動と野性的な戦闘スタイルが印象的でした。開眼+暴食のコンボは快感！

●めっちゃよかった
力こそ全てというシンプルな話でした。
生きる上で最も根本的な摂理である弱肉強食という世界で起きる
知性を持つ人間ならではの各々の思考や苦悩が描かれていたように思えます。

戦闘システムは基本的なRPGであるものの
ストーリーやダンジョンの進み方が独特で
探索ゲームとRPGが入り混じったような感覚になりました。

また、会話からカットイン、さらには戦闘ステート一つ一つにまで
イラストを起用しており、オリジナリティが溢れていて素敵でした。
魅力的なキャラクターばかりでアーギーの戦闘狂具合は特に好みでした。

●めっちゃよかった
登場キャラや世界観が殺伐としていて、
そんなゲーム内容に見応えのあるゲームでした。

ゲーム開発中のツイートから既にアーギーさん戦闘狂キャラがヒシヒシ伝わってきて、
本作でもしっかりと本人が狂喜と狂気に満ち溢れていた点で、
作者さん狂いないなーって感じました。三白眼と相性の良い世界！！

とにかく豊富な自作イラストがとてもよかったです。
全くストレスを感じずにゲームを完走できました。（スチルはご褒美）

戦闘は戦略やキャラのスキルを活かせば突破できる
絶妙な難易度でした。バランスとてもよかったです。

キャラクターも一人ひとりが魅力的で語りだしたらキリがないくらいです。
完成度が素晴らしい作品でした！！

●めっちゃよかった
雑魚全スルー縛りでクリアしました。ハラハラする戦闘で達成感がありました。
スキルの組み合わせ次第で能力が低くても突破できる調整は素晴らしいと思います。
あとキャラクターが凄く強烈。アーギーはコワイ！けどそれが魅力！
短編なのが勿体ないくらい世界観もよく練られていて魅力的ですが、
次回作も制作予定とのことで楽しみです。

●めっちゃよかった
戦闘のアニメーションが爽快で、歯ごたえもあってとてもよかった！
最初のボスでいきなり全滅してしまいました。レベル２０でもラスボス強かった！

キャラクターがとにかく個性的！
特にユリエッタちゃんとアーギーちゃんの絡みに笑っちゃいました。
みんないいキャラしてますね！レイさんにしか生み出せないキャラクターだと思いました。

ストーリーもわかりやすく、スチルもたくさんあって、
アニメーションをたくさん使ったイベントの演出も素晴らしかったです。
素敵な作品をどうもありがとうございました！

アーギーちゃんは・・・やばい！！

●めっちゃよかった
力こそ全て！力こそ正義だ！と言う殺伐とした世界観に、
逆十字と言う力ある者のみが存在を許される組織に居る3人が
バカンスに敵と遭遇していざ処分！と言うお話でしたが…。
戦闘部分では縛りプレイをしてもクリア可能と言う戦闘のバランスにびっくりしました。
戦闘バランスは何度やっても塩梅加減が難しいのに、脱帽です。凄まじい！
また、キャラ同士のスキルを組み合わせる事で戦闘を上手く運ばせたりと
戦略を考えるのもまた、楽しかったです。
ユリエッタちゃん可愛い！ユリエッタちゃん可愛い！！

●めっちゃよかった
面白いです！敵はけして弱くなく、戦闘の手ごたえ抜群でした。
それでいて、弱体化や強化でHPガンガン削る気持ちよさも。
どかんとヤる技でイラストが表示されるのも気持ちいいです。
またキャラクターの会話も、その人格も魅力的でした。
ユリエッタちゃんかわいい。好き。

●めっちゃよかった
女の子3人のRPGということでほんわか軽いノリなのかな？と思いましたが、
実際は予想をはるかに上回るシビアな世界観でした。
力こそすべて！な価値観の中で生きていく過酷さと、
そこから脱落した人間の末路が描かれているシナリオが、
個性豊かなキャラクターと相まってとても印象に残っています。
プレイヤーキャラクターは3人ともそれぞれ違った良さがあって好きですが、
その中でもフェルさんの面倒見がいい感じが素敵だなと思います。
ザコ戦・ボス戦ともに戦闘もストレスなく、軽快に楽しめました。
道中でのいつでもお買い物＆ボス戦前にオート全回復システムも、
もうこれがスタンダードでいいよ！という快適さでとてもよかったです。
ただ、いつでも敵を呼び出して狩れるシステムは、
道中でのエンカウント率がけっこう高かったのであまり使いませんでした。
通常のエンカウントと何か違う仕様があったのかな？
ともあれ、スキルを付け替えたり戦い方を考えたり、
いろいろ試しながら戦うのが楽しいゲームでした！
またこの世界観で作られた物語が見てみたいです。

●めっちゃよかった
逆十字という同じ部隊に所属していても考えや行動まで同じという訳ではなく、
キャラクターがそれぞれの行動原理で動いている感じで、
生き生きとしていたのが印象的でした。
仲間への優しい気遣いと共に、敵への容赦の無さ・戦いへの覚悟も持っているフェルさん。
力が全てだという考え方にまだ染まりきっているわけではなく、
子どもらしい面や懐いていた人と敵対することへの戸惑いも見せるユリエッタちゃん。
自分の興味のあることと無いことへの反応の落差が激しい、奔放なアーギーさん。
メインの3人だけをとってみても、それぞれの個性がはっきり出ていると感じます。
キャラクター同士の関係性も素敵で、会話を見るのがとても楽しかったです。

戦闘に関しては、初プレイの際は、ある程度レベルを上げながら進んだにも関わらず
ボス戦で苦戦する場面もあったので、難易度が高めかと感じていました。
でも、2回め以降のプレイで戦術を工夫すれば低レベルでもクリアできることが
分かってからは、絶妙な難易度だと感じるようになりました。

スチルや状態異常時のキャラグラフィックの変化など、
視覚的な楽しみがたくさんあったのも素敵でした。
カースが召喚されたり銃弾などが撃ち込まれたりといった、
ボスが登場する際や撃退した際の演出も格好良かったです。

●めっちゃよかった
かなり面白かった♪
逆十字という、10人の男女が所属する組織の話だった。
まさかとは思ったが、1年前にいなくなった人が敵になってたとは・・・
個性的な人物ばかりで、いろいろと学ばされたかも。
モチロン、変な意味や嫌な意味ででは無いですよ。

そういえば、逆十字の人はみんな、目が赤いんだけど、何か意味があるのだろうか？
…でも、良く考えてみたら、逆十字に入る前のアーギーや、リーシャは眼が赤いよな・・・
リーシャは赤と青なんだけど・・・

（でも、左右で目の色が違う子は、かなり好みだから個人的にはメッチャ喜んだ♪）

物語の感想だけど、最初の方は、フェルとユリエッタとルーディナの3人で、
アギトという、カースを召喚する奴らを森の中で退治する・・・といった感じだった。
だけど、その時、自軍？の兵士が、拠点の一つが襲われてるとか言い、ユリエッタだけになる。
正直、ユリエッタは余裕の表情だったが、
僕的には、ヤバいんじゃないかって思ってたくらいだ。
すると、フェルたちが助けに来てくれて、何とかなった。

それで、拠点を救ってくれたのは、女性で、彼女を逆十字に入れようとフェルが言うんだ。
だけど、10人の中の誰かが外れる事になる・・・
で、それが、ルーディナだったのか・・・
この時のモーレヲ、なんかかわいそうだったというか、
ユリエッタは、私を護ってねとか言うんだけど、
モーレヲが自分も守ってくれと言った時、ユリエッタの返した言葉を見て笑った。
でも、アーギーが相手じゃあ、戦いたくないよな・・・
だからモーレヲの事を僕は笑えないんだけど、
あの時のモーレヲの気持ちが分かるような気もするというか何と言うか。
モーレヲは海は眼の保養になると言ってたけど、
まさかユリエッタと行きたかったッて事なのか？
それか、夏の海に来る人とかのことをそう言ってたのだろうか…

ルーディナは凄く強いし、魔法防御を無くすスキルがあるので、相当強いのは分かってる。
それに、強さを維持する努力を怠らないみたいな人だったので、
負けた時は、この先、どうなるんだろって・・・
だけど、フェルが、勝負あったと止めてくれた時は、少し、ホッとしたけど、
まさか、復讐をするとかで裏切ったのは、ショックだった。

だけど、フェルはユリエッタに、
負ける事は悪い事というか弱いのは悪い事と言ってたのか、
この辺のセリフをよく覚えてないけど、それで、ユリエッタも納得したッて事か？
だけど、決戦前のユリエッタは、そんな風には見えなかったので、
なんか、そういうトコが悲しかった。

海に行った時の最初の方で、せっかくの休みにもカースが・・・とか
そんな事を言ってたと思うけど、
プレイしてて思ったのが、ユリエッタとかアーギーとか、彼女たちの性格だと、
カースを退治してるのは仕事の中に入らないというか、仕事そのものが遊びみたいに見えて、
休みを潰されてショックというよりは、
逆十字に逆らったから処分する！って気持ちの方が伝わってきて、
そういう、キャラクターの、本性というか、そういうのが、プレイヤーに伝わってくるようで、
そういうところまで念入りに制作してあるというのが、凄いなッて思いました。

そういえば、逆十字の掟に、敵から逃げないとか、
そんなのがあったせいか、海に行った後とかも、
雑魚だろうがボスだろうが、出たヤツはみんな倒しました。
海で、デカい魔物が途中で2匹くらいいたと思うけど、とにかく倒しました。
アーギーが凄い活躍してくれて・・・

そういえば、最後、ルーディナを倒した後、アーギーがトドメ・・・ではなく、
フェルが撃ったのではないかと思っています。
ユリエッタの心境を考えて、というのもあったのかなって・・・
でも、ルーディナって、逆十字から外されたとはいえ、
国外追放ってわけじゃなさそうだったのに、
やっぱ、すごく悔しかったんだろうな・・・　でも、裏切って欲しくなかったな・・・

そいえば、良く考えてみたら、フェルって、アーギーになつかれてるというか、
逆十字のリーダーなんだから、考えてみれば、メチャクチャ強いんだろうな。
まぁ、僕的には、アーギーが最強だったと思ったんだけどな・・・

あと、この物語は、シリーズものなのかな？良く分からないけど。
でも、続編とか出るんなら、モーレヲがどう戦うかとか、
それはそれで見てみたいなぁとかいろいろ考えてました。
…ただ、アーギーは、モーレヲを相当嫌ってるのか、
あんな奴の好みなんざどうでもいいんだよッて言ってたな。
そういえば、アーギーは、フェルがケーキ作った時に、フォークごと食べたとか言ってたな。
これ、かなり笑いました。

最後になりますが、登場人物について少し書きます。

フェルは青髪でキレイな人だッて思ったな。
最初はユリエッタが一番可愛いって思ってたが、
この人も好みというかいつの間にか愛してしまったようだ・・・
特に、奥義を放つ時の表情が好きなんだ。水着ではなく、普通の服の時の表情の方が好き。

ユリエッタは初めて見た時からスッゴク可愛くて、
気になって、この作品を遊ぼうと思った一番の理由というか何というか…
何だかんだ言って、モーレヲが好きなのか？
そういえば、凄い治癒能力があって、これには驚かされました。

ルーディナは美人で魔法も使えて、結構、好きなんですが、まさか裏切るとは・・・

モーレヲみてぇな感じのキャラクターを他に知らない（かも知れない）ので、
結構、僕はモーレヲを気に入ってます。
ユリエッタとくっつくんだろうか？そこも応援したいと思ってます。

アーギーは、もうメチャクチャな人ですね。こんな凄い人、初めて見ました。
とてもじゃない、こんな性格とか、思い付かないですね。
使用スキルとか、スキル名を見て、だんだん、ヤバそうなというか、
スゴク痛そうというか、攻撃回数や攻撃力も半端なかったです。
そして、いろんな面において、破壊力があって、
見てるだけでも凄く面白いので、良かったです。

リーシャには、結構、助けられました。
あんな可愛い顔をして、買って欲しいというのですから、金がない時は困ったというか、
買いもしないのに彼女を見たりとかしたので・・・

クリアレベルは18でした。1時間50分くらい遊びました♪

●めっちゃよかった
スチルが多く使われておりプレイしていて楽しめました！
個人的に状態異常によってグラが変わるところが印象に残っており、
よく作りこまれているなーと感じました。
めちゃくちゃな性格のアーギー、お姉さま系のフェル、
アーギーに対してだけ口が悪い(あとかわいい)ユリエッタと
キャラ全員に魅力があってよかったです！(気の弱い男の子も割と好みでした)
……………………………………………………………………………………………………………
●no7.黄昏の砂城　作者：へたれるいす
●めっちゃよかった
甘酸っぱくて切なくて、もう夏希ちゃんLOVEすぎて…！
直行END B 行きました！
最後はハッピーエンドで良かった！！！

●めっちゃよかった
エンディングはBだった。
夏希と一緒にいたいという気持ちが伝わってきたと言うか、
世界で一番愛しているなら例え異世界でも構わないという主人公が凄いというか・・・

主人公が夏希を探し回るシーンとか、なんか、凄く、夏希への想いとかが伝わってきて・・・

雨が降った時、濡れるのを嫌がるのを見て、まさかと思ったが、人魚だったとは・・・
だから、海でも水着を着てるのに泳ごうとしなかったのか。
人魚と人は相容れぬもので、自分の片想いで終わらせてと言ってたけど、
プレイしながら思ったのは、僕なら、想いを伝えるぞ！！！って
思いながらプレイしてました。

少しばかり言い難いのだが、このゲームをプレイしてていつの間にか涙が出てな・・・
探し回るシーンだッたと思うんだけどな、
もう会えないかもしれないけど、会いたいんだ！ッていうのとか、
主人公のいろんな想いが伝わってくるようで・・・
……………………………………………………………………………………………………………
●no8.防具屋さんの舞台裏　作者：ノラ
●めっちゃよかった
よかった。いい話だったし。
テンポも良いし、
演出もわかりやすくて
全体的にきれいにまとまってるし。
すき。

●よかった
ほんわかとした可愛い雰囲気のゲームだなあと思ってたら、
人妻ビキニアーマーといい、不穏なラストといい……
なかなかに業の深いフェティシズムを感じました。
面白かったです。

●めっちゃよかった
最初からテンション高めで楽しかったです！
水着？ あれ、水着？ と思ったのはもうどっかすっとんでいきました。
最後まで楽しませていただきました！
ノリがいい。キャラの色が濃ゆい。
ドラゴンさえもダジャレ言っちゃっててちょっと可愛い…
赤ちゃんの父親がまさかそうくるとは。秘密ってそういう事ですか！
最後で防具屋さんが「強いなら犬でも蟻でも好きになる」と言ってましたが、
冒頭で騎士のとどめを制止したのは愛があったからなんじゃないかと
勝手にニヤニヤしています（そうであってほしいなという願望で）
みんな彼女の尻に敷かれそう…

●めっちゃよかった
ノラさんの作品で初めてプレイしたのは確かリメイク前の作品でした。
ああ、こんな展開だったなぁと懐かしくプレイさせていただきました。
誰か防具屋さんの歌、「歌ってみた」してくれないかなあ。

●めっちゃよかった
細かい演出が凝っていて楽しいゲームでした。
どのキャラクターも生き生きとしていて素晴らしいです。
そしてあのオチ……！そうきたか！！って感じです。
あと、唐突な水着要素に笑いました。
楽しいゲームをありがとうございました。

●めっちゃよかった
最高に可愛いお話でした！

●よかった
防具屋さんが防具を作ってくれと姫に頼まれ、
作る為にドラゴンのウロコを取りに行ったッて事か。
だけど、選択肢が気になって、歌を歌わせたら、ドラゴンとの戦いになって、
でも、そこに、OPに出てたオオカミが来たので、
騎士に殺しちゃダメだと言った時のだったから、お礼に助けに来てくれたんだッて思ったら、
どうやら、防具屋さんの旦那さんだったのか。
ハッキリ言って、オオカミめっちゃ好きだから羨まし過ぎるんだよ！！！ッて思いました。

騎士は防具屋さんを好きになって、
姫はそれを知って防具屋がァァァ！！！ってなってたのとか笑った。
あと、ドラゴン退治の為に城に来たのは、マッチョなのと相撲取りとゴリラだろうか？
この中じゃあマッチョなのがいいかなって思ったけど、姫はみんなお呼びでない様子。
みんなふっ飛ばしちゃって、こんな強いなら、ドラゴンも倒せそうだった。

最初、オオカミに襲われてたのも、じゃれあっていたのか、うらやましい・・・

で、子供はハーフって事か。でも、可愛いんだろうなとか考えながらプレイしてました。

あと、武器屋にネコさんが買い物に！？
だが、武器屋が儲けたいからと戦争でも始まれみたいな事を言ってたの見た時に思ったが、
彼は地獄行きだなッて。
でも、お客様は御猫様なので、ネコ同士の戦争つまりケンカの為だけに儲かってるなら、
この国は平和なんだろうなッて。
・・・あ、でも、姫がヤバそう・・・なんだろうけど、そこは何とかなってるんだろうね。

あと、御婆さん、ホントに子供の事を気付いてないのかな？
意外と気付いているけど・・・とか、ないのかなとか考えながらプレイしてました。

あと、画面がデカいのビックリだったけど、見やすくていいんじゃないかなって思いました。

●めっちゃよかった
慣れた感じの演出や、かわいらしい顔グラ立ち絵がよかったです。
ドラゴンがサラッとだじゃれ言ってるのがツボでしたww
こんな短時間のゲームで、伏線も回収しつつきれいにまとまっていて面白かったです！

●よかった
短いながら、演出が凝っていたと思います
普通の防具屋と言いつつも、意外や意外の事実が明らかとなり、
ちっとも普通じゃなくて面白かったです。

●めっちゃよかった
演出にこだわったとあるだけに、細かいところがいい
意見が分かれそうな、キャラボイスが適度なのもいい。
……………………………………………………………………………………………………………
●no9.ピスカのスムーズスイミング　作者：J-tr
●よかった
コレクション要素があって遊びごたえ満点で楽しませていただきました！
敵を飛ばしたり、様々なギミックを使って進むのは面白かったです。

●めっちゃよかった
水中を爽快に駆け抜けてステージ突破！
一つ一つギミックや敵が丁寧に練られており
倒したり突破できると、すごく楽しい気分になりました。
いつの間にかクリアしてました。

敵に接触したりすると水着が・・・！！
次に接触したらゲームオーバーかなっと思ったら回収するまでは無敵の良心設計！
ステージ攻略の面で大変お世話になりました。

オタマが出てきたり、作者さんの過去作を知っていると
より楽しめる感じでした。
ステージ含め、オリジナルグラフィックが素敵でした！

●よく頑張りました
フリゲにしてはクオリティの高いアクションせいだと感じました
ただ下に移動した時の手の位置とか体の構造とか気になる点がいくつかありましたが
爽快感のある素晴らしいゲームでした

●めっちゃよかった
定番の横スクロールゲームで操作も覚えやすく、プレイしやすかったです。
ステージやボス戦のギミックが非常に多彩で
どのステージでも攻略を飽きさせない作りとなっており感服しました。
横スクロールが苦手なプレイヤーでも取り掛かりやすく
ゲームオーバーがないため、安心してプレイできるゲームだったと思います。

●よかった
キーボード操作で、ステージ3-1までプレイしました。
ですが、3-2で事実上、進行不能になったため、プレイを断念しました。
ごめんなさい。
ステージ2までは、動作不良もなく、スムーズにプレイできました。
ステージ3から、プレイ中に画面が固まって「応答なし」と表示されるようになりました。
ステージ3-1は、それでも何度かやり直したらクリアできました。
ですが、ステージ3-2は、何度試しても途中で画面が固まり、

「応答なし」と表示されてしまいました。

他の方はクリアしているみたいなので、こちら側に原因があると思います。

参考程度ですが、プレイしたノートPCのスペックは、下記のとおりです。

OS：ウィンドウズ7
CPU：インテルCore(TM)i7-3610QM  2.30GHz
メモリ：8GB
システム：64ビット

作品そのものは、アクションゲームが苦手な私でも
ゲームオーバーを気にせず、安心してプレイできました。

画面もシンプルで見やすく、少ない説明でも直観的に
アイコンの意味やギミックの解き方がわかるようになっていてよかったです。

「Zキー」と「Xキー」が決定キーも兼ねているなど慣れない操作で
誤操作をすることもありましたが、プレイしていて楽しかったです。

●めっちゃよかった
人魚が主人公のアクション！ピスカちゃんが可愛くって着せ替えが楽しいですね！
個人的には初期と水晶ステージで手に入る水着が好きです。
操作方法も3種類もあって、凄いプレイヤーに親切だと思いました…凄い…！
ゲーム自体も、アクションでもHPの概念ではないので
アクションが少し苦手でも楽しめました…！
そのため、水着が何度もぽろりする事が多かったのですが、
左上の表情が変わってたりドットも胸を押さえていたりと
こだわりを見付けられました…！
真珠を拾った時や、マッハスピードでも表情変わってたり泳いでいる時でさえ、
髪が動いている…何というこだわり…！
隠し通路もあっちこっちにあってアクションゲームが得意な人なら、
タイムアタックも出来るんだろうなぁと思いました。
最後に、ピスカちゃん可愛い！水着セレクトでつっつくと照れるの可愛い！
人魚、イズ、ロマン。

●めっちゃよかった
先に悪い点あげるとしたら慣性が働きまくるので
ノーダメやスピードクリア目指すとキーボードじゃ厳しいところ。
また1面以外は水の色の関係もあって寒そうなのがちょっと夏とは離れてるかなって
後は3面ボスが他よりストレス溜まるってくらいですかねー。
アイデアは面白いけどなかなかダメージ与えられないのはもどかしい

ただこれらの不満点が気にならないくらいに作りこまれているのは確かです。
何よりクリアするだけなら全く困らないバランスに仕上がってることに驚きました

水中を出た時にBGMが消えるとか、
水着を着替えるとタイトル画面やエンディングやクリア時の一枚絵にも
反映されてるのも丁寧に感じます。

最後は関係ない話になりますが この作者さんの女の子って初期の頃と比べると
どんどん可愛くなってるのでいろんな面で努力してるんだなって思います。
完成版が待ち遠しい！

●よかった
ツクールの多い中、こういうゲーム楽しいです。

●めっちゃよかった
よく練られたアクションゲーム。
ゲージが溜まって加速して、一気にステージを進めるのが爽快かつ痛快です。
何度もダメージを食らってしまい、結構難しめに感じましたが、
とりあえず水着を回収すれば何とかなるのでごり押しでクリアしましたｗ
こういう仕様が優しく、アクションが苦手な人でもクリアしやすい作品かなと思います。
布は全然集められなかった……！どこにあるんだろう。
……………………………………………………………………………………………………………

テーマ「水着」感想 no1～9

●no1.台風の目　作者：荒木長仁
●よかった
最初はぬけていたりハチャメチャな展開でどうなるかと思ったんですが、
生来地上を知らない主人公が海と空を見に行く冒険要素と、
おばけちゃんの祖父の話（最後の小船）が思いのほか感動的でした。
買い物や着せ替えがあって短いながら楽しめました！
船ではムンセッセとの会話がゆるくてこの作品で一番ツボでした…
まさか女の子設定だとは。

●めっちゃよかった
あっけらかんと殺伐とした世界観がユニークでした。
主要３人も魅力的で、もっと３人のやり取りを見ていたかったです。

●めっちゃよかった
台風の目に向かってお出かけするぞー！みたいな始終遠足気分な感じが
とても楽しかったです。
ゲームオーバーもなかったですし、気軽に冒険できました。
キャラがとてもよかったです。３人ともお気に入りです！
特におばけちゃんホントキャラ濃すぎ。

「金なら腐るほどあるからな！」とかあのグラフィックで反則ｗ
多すぎるお小遣い支給で買い物わーい！！！

最後は台風を消し去って、地上に平和をもたらすのかなーって思ってましたが、
普通にバカンスでした。
また来年も来ようねーっとか軽いノリ！そこがよかったです！

最後までプレイ楽しめました。とても元気になれるゲームでした。

●めっちゃよかった
要所要所の作りこみが非常に細かく作られていて、
笑いどころが多く、プレイしていてとても楽しい作品でした。
更には、外の世界を知らない、地下生活をしている人や物など、
そのシナリオが非常によく描かれていて、
笑いがありながらも感動できる作品に仕上がっていました。
イベント作成、動画風の演出など、総合的にセンスの光る作品でした。
おばけちゃんとﾑﾝｾｯｾ最高です！
おばけちゃんのマスク売ってたらほしいな( ^ω^ )

●めっちゃよかった
トオンとおばけちゃんとウヅキの三人が、台風の目を目指して冒険に出るという話だった。
早く起きてしまった時、おばけちゃんと遊ぶ約束して、それで、外に行こうってなって、
どうやっていくのかと思ったら、
おばけちゃんのおじいさんがくれた船を改造したものに乗って行くのかァ～ッて。
それで、買い出しをしたりするんだけど、御菓子を1万円分とか、なんか少し羨ましかったな。

巨大台風が巻き起こり、地上に出れず、
人々が地下に暮らしているという世界観が凄いと思った。
それで、食べ物とか、魚や肉は偽物になってて、
でも、世代によっては、偽物でもいいんだ的な感じもあって、
でも、やっぱり、僕だったら本物がいいなッて。

町も、決まった時間に灯りがついたりとか、凄い不便そうだった。
ただ、おばけちゃんは、自由に使えるみたいだけど。両親が発明したシステムだからとか。
だから、お金も余るほどあるのかなッて・・・

太陽や地上がどれだけ大切かを、こういう形で伝えてるのかなッて思った。

最後、小型船が近づいて来た時、他にもいるのかッて思ったら、おじいさんの船か。
もしかしたら、おじいさんも一緒に冒険したかったのかなッて、そこが、何か、ジーンとした。

あと、人工知能ムンセッセとかいったか、結構カッコイイと思ったら女の子か。
でも、ま、あれはあれで、かなり好きかも♪
……………………………………………………………………………………………………………
●no2.水神様が怒っています　作者：こあ
●めっちゃよかった
序盤からの水の精霊の物騒なセリフに

「突然何を言い出すんだこの子は！？」と驚いたものですが、
仲間の魔女が大変良い性格をしていたので、最後には水の精霊がかわいくて
とても良い子に思えました。
あと、ラストがとても衝撃的で面白い作品でした。

●よかった
いきなりの超展開。そして雑な終幕。でもこのゲームはそれでよいと思います。
そして最初から最後まで３００円がツボでした。

●よかった
台風をおこし忘れて水神様が怒ったので、
水神を殺して自分が神になるとか訳の分からんコトを言いだすところから始まる。

だけど、それは、魔女とかが仕掛けたドッキリで、
その後、魔女と水神と主人公が殺されたって事か。
カエルを乗せてた子が、天使だったって事か。

何も、殺す事なんて無いとも思ったが・・・

カエル乗せてた子を倒さないで水神様を倒したらゲームオーバーか・・・
ラスボスを倒すタイミングでその先が分岐されるというのは、
なかなか見た記憶が無いと思うので、その部分も良かったと思います。

●めっちゃよかった
３００円の魔女可愛かったです。
安いから性格悪い・・・思わず吹きました。

登場キャラの見た目が可愛いのに
かなり殺伐としていて雰囲気ナイスでした！
……………………………………………………………………………………………………………
●no3.誤認の上にて　作者：献科（正午の夜）
●めっちゃよかった
最後までやると、タイトルはそういうことか……と腑に落ちる。
右側の血だらけかつ鍵が置いてある部屋を見て
主人公がどういう人間なのかは即座に察しました。
色々オブジェを調べてみるとほのかに猟奇的なものを匂わしていますが……
神官さまは果たして本当に誤認していたのか？
わかっている上で、主人公を支えていたのか……？

「誤認の上にて」ってタイトルだし、本当に誤認していたのかな……
キャラクターの心境について、深く考えたくなるゲームでした。

●よかった
「恐怖感をあおるような演出」を入れずに最後まで通したのが大正解だったと思います。
調べていく中でじわじわいろんなことが見えてくる感覚が魅力的でした。

●よかった
のほほん探索ものかーと思いながら始めたのが、
横に見える部屋やあちこち調べる事で
断片的に怖い要素が出てきたのでガクブルしてました。
じわじわとエンディングでようやくタイトルの意味がわかるような、わからないような。
不思議な感覚を味わいました。
神官さま可愛いです、はい。

●よかった
開始すぐに部屋を見て回って、！？ってなったときの衝撃がすごかったです。
あちこち調べるたびに妙に煽られる恐怖、二人の小気味いい会話や、
じんわりと切ないラストまで、独特の空気感がよいゲームでした。

●めっちゃよかった
神官の女の子と教会に通う男の子の鍵探しという名の探索ゲーム
・・・かと思いきや、横に見える部屋に気づき鳥肌が立ちました。

結局、神官ちゃんと男の子の互いの誤認とは何だったのか。
神官ちゃんが男の子を誤認した上で接しているのか。
それとも、男の子が自分のした事を誤認しているのか。
謎のまま奇妙に終わるストーリーに不思議な気持ちになりました。
きっと、男の子のしている事は事実なのだろうと思っています。

ゲームとしてはシンプルではあったのですが
どこを調べても反応が返ってくるので
その隅々まで調べれば会話が発生するという設定の細かさに驚かされました。
夏を感じる落ち着いたBGMとの相性もよく、穏やかにプレイ出来ました。

●めっちゃよかった
神官が、エアコンが壊れたというので、涼みに来た話。
それで、謎解きみたいな感じかと思いきや、そう難しくもなかったし、
暗い話だとあったけど、
罪を犯してしまった主人公が、悔いているッてトコか。
それで、神官は、あなたは本当は悪い事をしていないって言うんだ。主人公を抱きしめて。
なんていうか、主人公は罪を犯してしまったのだろう。
だけど、神官は、それを悔いてる主人公を救うのだという意志というか想いというか、
そういうのがあって、なんか、良いなッて。

最後に出てたのは、主人公なのか、
神官の真似事みたいなのをしたかったのか、だけど、それが暴走したッて事か？
だけど、多分、涼みに来た神官は、彼が、本当は悪い人じゃないッて、それを信じて、
あなたは悪い事をしてないよみたいな言い方をしたのかなッて。

なんかうまく言葉に出来ないけれど、いろいろ考えさせられるトコがあった。

あと、画面の大きさが不思議な大きさというか、
初めて見るタイプの画面なので、それはそれで面白いと思いました。

●めっちゃよかった
可愛いイラストと細かい仕掛け。
ほのぼの楽しく雰囲気を楽しも―！なわけがないですよね。
知ってました。

ほんと上手ですね、自分なんかはアレなんで共感してしまうけど、
作者さんも普通は掘り下げられないよなぁーってのが正直な感想！

雰囲気とのバランスも良く、退きそうになりながらも最後まで共感してしまいます。
ほのぼのだけでも嫌いじゃないし、それなりに楽しめた気はするけど、
やっぱエンディングが圧倒的かな。人によるかもしれないけど、要所要所がリアルだと思う。
しかし現場で誤認するかね。
軽く疑問に感じたので再プレイしたけど、うん、これはこれで余韻や深読みを楽しめたです。
シリーズものじゃないし全然別のゲームだけど、何かが似てるよなぁー。
まぁ、やはり楽しかった！

●めっちゃよかった
短いプレイ時間でしたが、ストーリーが良く、
クリア後にもう一回周回プレイしてしまいました。
切なかったですが、とても充実できたと思いました。

●めっちゃよかった
プレイを開始した当初は、
キャラクターグラフィックもコンパクトにまとまったマップも可愛らしいと感じたり、
会話から男の子が神官様を強く信頼している様子が窺えて微笑ましいと
感じたりしていました。
でも、いざ探索を開始して鍵の落ちている部屋が見えてからは
一気に不穏さも感じるようになって、

「神官様は男の子に対してずいぶん無防備だけれど大丈夫だろうか、
次の犠牲者になってしまうのでは……」と見当違いな心配をして、エンドを見るまで
ずっとはらはらしながら探索していました。
オブジェクト1つ1つに2人の会話が用意されていて、
2人の関係や普段の生活の様子などが徐々に分かっていくので、
探索を進めるのはとても楽しかったです。

そうしてエンドに到達してみて、人と人との関係の難しさのようなものを感じました。
神官様の誤認は、
男の子を理解しよう、思いやろうとする気持ちから生まれてきたものだと思うので、
相手を思う気持ちがかえって目を曇らせて、
実際の姿を見えなくしてしまったというのは上手くいかないものだなあ、と。
神官様は自分のことを理解してくれていて、その上で優しいのだと信じていた男の子は
エンド後にどうなったのだろう、と2人の今後に思いを馳せたくなる作品でした。

（男の子の認識が正しいという解釈で感想を書いたので、もしも神官様の認識の方が
実は正しいのだとすれば、また少し違った感想が湧いてきそうです）
……………………………………………………………………………………………………………
●no4水想歌　作者：ヴィズ
●よかった
短篇！物語がメインでしょうか。戦闘も楽しめました。
ラスボスの音楽も含めて良いバランスでした。

●めっちゃよかった
嵐の夜から始まった物語は、最初から最後までどこか寂しく、はかない雰囲気を感じました。
人間の世界から弾き出されてしまった孤独な二人が出会い、
互いをかけがえない存在として想っていくさまが物悲しく、
それだけに最後の展開は救われる思いがありました。
戦闘の難易度も、雑魚戦をほぼスルーした状態であまり苦労せずにクリアでき、
ほどよい調整だったと思います。
物語が終わっても、二人の旅路をもっと見たいな、と思うような
素敵な空気感のある作品でした。

●よかった
物悲しくしっとりとした雰囲気が美しいゲーム。選曲もよかったです。
二人のこれからの幸せを願わざるを得ないエンディングも素敵でした。

●よかった
ユエリナがほとんどの攻撃を受け止める設定が熱いですね。
シナリオ・ゲーム性ともに関わる仕様って好きです。
多眼の姿が原因で差別された経験がもっと具体的に描写されると、
より訴える力のあるシナリオになったのかな、と思いました。

●よかった
多眼吸血鬼さんが可愛かったです。
さらにお話は美しき百合で、僕の好みにとてもハマりました。
欲を言えば、ゲームなので、ゲーム的な演出で魅せてほしかったです。

（メニュー画面見るまで多眼と気づきにくいとか。一応当人も多眼って言ってますけれど）
起承転結がきちんとしているからか、読み進めるという感覚で、
EDの読後感も良く、本当に素敵なお話でした。

●めっちゃよかった
RPGだけど、難易度は難しくなかった。
むしろ、雑魚倒して能力を上げたりして、レベルアップが無いってのも、いいと思いました。
台風の時に、古い教会に逃げた時に、人魚に出会って、
彼女と一緒にいたいが為に、そこから連れ出そうって事か。
この世界には、異形とかが居るんだろうけど、別に気にならなかった。
中には、それを気にする奴らもいるんだろうけど、僕は気にならなかったな。

レインの本当の名前はジュリアというのか。
生贄に捧げられて、カミサマになって、台風をおこして国を流した・・・って事なのか？
沢山の命を奪った・・・のかもしれないけど、彼女は彼女で苦しんだッてトコか。
言葉に出来ないけど、それでもジュリアを受け入れるよッて言ったユエリナは凄いなッて。

あと、僕がユエリナと同じ立場だったら、同じ事をしただろうな。
それに、過去は変えられないし、今からを大切にすればいいんじゃないかなって、
ジュリアとユエリナに対して、そう思いました。

そういえば、レインが歌を歌ってた時、僕は思ったけど、
舌はないが、命で、魂そのもので、レインは歌ってたのかなッて。
その歌だッて、もしかしたら、ユエリナにだけ聞こえてて、
二人の魂と魂が共鳴して、そんな感じで、レインの想いがユエリナに届いて、なんか、
二人が愛し合っているってのが伝わってくるようで、良いシーンだなッて・・・
上手く言えないけど。

あと、喋れない時に、手のひらに指で書いて伝えたっていうの、良かった。
それをしてもうまく伝わらない時ってあると思います。
だけど、ユエリアはそれを上手く読み取って、
扉の事が気になったのも、もしかしたら、その時点で、心と心が響きあってて、
上手く言えないけれど、
この作品には、不思議な魅力というか、そんなのがあったと思います。

ゲーム遊んだきっかけは、スクリーンショット見て、レインがメチャクチャ可愛かったから。
だけど、遊んでて、だんだん、二人の事が好きになって・・・

もともと人間だったのが、異形になって、でも、互いに愛し合って、
なんか、そういうところが良かったです。

レインが斧を持った時はビックリだったけど、奥の水晶を壊す為だったのか。
それで、奥にも敵がいて、それを倒して、あと、奥の本棚を調べて名を知る事で、
レインがジュリアに戻った時とか、なんか、嬉しかった。

あと、敵を倒して何らかの能力が上がるというのも良かったし、
防御で回復とかも、いいと思いました。

最後、ジュリアがユエリナと一緒に居れて、その時の笑顔が、なんか、すごい好きです。
あと、曲も良かった。特に、タイトル画面のとか。

●めっちゃよかった
異形の者をテーマにしたセンチメンタルな物語で
お互いが少しずつ親しくなり理解しあい、最後は過去の鎖を断ち切り、
二人で外の世界へ歩みだす様が素敵でした。
エンディングの１枚絵、いい笑顔でした。
……………………………………………………………………………………………………………
●no5LL　作者：今夜宵樹
●よかった
一貫して静けさと重さを感じる雰囲気が作られているのが良いですね。
難易度も、つまることなく、あっさりすぎることもなくでいい塩梅でした。

●よかった
ダークなような寂れたような雰囲気で、裏口から出てから、なんとなく切なくなりました。
B-4の部屋の暗号、見つからないなと思ったらキーボードがヒントだったとは。

●めっちゃよかった
SFミステリーな雰囲気が特徴的な探索ゲームだったと感じました。
比較的、難易度の易しい謎解きで進めやすかった点が良かったです。
大災害に見舞われた世界に、ガスマスク姿の主人公、人工生命の研究という
ダークな舞台は、SFミステリーの雰囲気をより一層、際立たせていたと思います。
全てを解き明かすわけではなく、プレイヤー側の解釈に任せる部分も見受けられたので
人によって見方の変わるゲームなのだと思いました。

●よかった
大盛り上がりはしない、静かな演出。
けれど、B-4と出会うシーンは、静かな最中、ぐっとくるものがありました。
僕はこの作品が好きです。

●めっちゃよかった
Lという人が、謎の研究所みたいなトコに行くという事か？
それで、奥まで進んだら、不思議な生き物がいて、でも、それは、Lの仲間みたいだ。
仲間がまだ居るかも・・・と、仲間を助けたってところかな？
不思議な物語だッたけど、僕は嫌いじゃないな。

最後、樹が出ていたけど、LLって、LastLeafつまり、「最後の葉っぱ」って事？
何年も台風が続いているが、今でも、あの樹は残っていて、自然の驚異は恐ろしいけど、
植物の生命力もすごくて、それを救出した生物と見てるシーンとか、
いろいろ考えさせられるような、意味深な感じがした。

●よかった
主人公の名前がミスリードだった・・・そこにやられました
……………………………………………………………………………………………………………
●no6台風タロウ君ノ卒業試験　作者：広背
●よく頑張りました
シュールな空気がツボでした。ヨク頑張リマシタネ。

●よかった
どことなく昭和臭のする作風で、インパクトが強かった。いいですねこういうの！
動きを真似るのが数値の調整で慣れない内は難しかったですが、楽しかった。
そしてそして、
先生にお願いってやっぱりそういうオチになるかーと笑わせてもらいましたっ！
台風だから体は雲なのか…

（いや、でも十分セクシーだよね先生。まったく破廉恥なタロウ君だ！けしからんｗ）

●めっちゃよかった
シュールなモノを期待してプレイしたら想像以上でしたｗ

●よかった
なんだろうこのゲーム、凄く、メタい...。
登場人物はメタ発言してないんですけど、なんていうか、メタい。
2回目85点でクリアしました。
面白いと思うとちょっと悔しくなる絶妙なセンスのゲームだと思います。

●めっちゃよかった
90点で合格で終わった。
なんか、タロウ君がご褒美が欲しいと言ってたので、何かと思って見てみたら・・・
最後の、ヨダレ垂らしてる顔とか、情けなさそうだけど何か面白かった。

台風の子供たちの学校でテストというのも面白かった。
あと、2回ほど行うというのも、良かったかもしれないが、2回目の方が反れていたので、
1回目のに救われてセーフという感じだったかも

座標を何通りかから選択して決めてテストを行うってのも、いいと思いました。
あと、みんなでぐるぐる回ってたのが、台風っぽくて良かった。

●よかった
しょっぱなからシュール（笑）。
手軽でユニークなゲームと、レトロで珍妙な世界観を楽しませていただきました。
……………………………………………………………………………………………………………
●no7疾走台風大花火隊！　作者：秋月ねこ柳
●よかった
花火大会の中止を阻止する為に若者たちが台風撃破をする為に奮闘すると言ったところか。
制限時間は99分59秒っぽい。

最初は、レベル上げに追われるのか・・・。
あと、どっちに向かってたらいいのか分からなかった・・・。
と、いろいろあったが、
進む方向が分かって、何とかなったかも。

最初のボスが叫ぶ時の叫び声を見て驚いた。
あと、HP回復量と同じだけの攻守を上げるのは驚いたというか、何と言うか・・・
宝箱を開けた数が記録されてたようで、それも面白かった。

あと、初期レベルだと、敵がチョッと強いのか、
やはり、序盤はレベル上げにいくらか時間を取られるッてのが、チョッと…
だが逆を言えば、そこで慌てて時間ロスさせたりと、それも工夫の一つなんだろうなッて、
その部分は、凄いッて思いました。
……………………………………………………………………………………………………………
●no8人魚時々台風、のち雨の精　作者：くろまろこ
●よかった
結構あわてんぼうな人魚がかわいいゲームでした。
クラゲの連続麻痺攻撃が痛かったですが、全体的な戦闘はよく、サクサクプレイできました。
TPを使用してHPとMPを同時に回復できるシステムも、初心者に優しくよかったと思います。
こういう勘違いで進むシナリオ、私も結構好きなんですよね！( ^ω^ )
それにしても、あの歩行グラフィックは自作なのでしょうか、
人魚がとてもかわいかったです(*´д｀*)

●よかった
シリアスなスタートかと思いきや、ギャグが多めで笑わされました。
最終的にはハッピーエンド、そして綺麗にまとめて・・・と思ったら
最後までやはりギャグを欠かさないそのストーリーは、魅力的に感じました。
小さな勘違いやすれ違いというのは、怖いものだと思いました。

「人の話は最後まで聞いた方がいい」を教訓としたいです！

●よかった
人魚と雨の精の気持ちのすれ違いというか、
勘違いが原因で、今回のような事態に発展したと捉えれば良いのだろうか？
人魚は台風で雨の精が死んだと思いこんで、台風をやっつけに行ったんだが、
忘れっぽい人に伝言を頼んで、それで、雨の精が少し精神的に落ち込んで、
それで気象が荒れたりして、その時に、台風の精と仲良くなって・・・ッて、
でも、その後にいろいろあって、今回の事につながってたって事かな。

それにしても、まさか、台風の精と雨の精が付き合ってたなんてビックリだった。

人魚は時間の感覚がずれてて、3,4年旅に出てたと思ってたようだが、
伝言を託した少年がお爺さんになってたとは、ビックリだ。

途中、人魚の姫や王様と戦って進むんだけど、
最終的には、主人公が、海の仲間達に迷惑かけてたって事か。
勘違いやすれ違いがこんな事態を招く・・・という事か。
何か、いろいろ考えさせられる作品だと思いました。

ゲームバランスは、難しくないけど、油断したら負けるかも…というくらいだった。
バランス崩しを連続で喰らって、台風の精に一回負けたけど、
敵を魅了するのはボスにも効いたので、これがあって、
あとは取説にあった事をよく読んでれば、そう難しくもないと思いました。
回復技も何度も使えるので、回復アイテムも殆ど使わなくても良かったので、
その分、お金をドーピングアイテム購入に回せるので、
そういうところも工夫されてて、いいと思います。

ただ、クラゲやサメの群れには驚いた。
何ターンか攻撃しないと1体倒せないので、
スキルの威力とか、もう少し高くても良かったかも知れないッて思いました。
……………………………………………………………………………………………………………
●no9(中途版)怒りの太陽!!!!うおおおおおおおおーーー!!!!　作者：ユーシャ白猫FLEXIBLE
●めっちゃよかった
まだ制作途中のようで途中で終わってしまいますが、
サクサクとストレスなく進められて良かったです。
攻撃時にカメラが寄ったりするところなど、細かい演出が光る！
あとタイトルに負けず、世界観に勢いがあって良かった。(笑

●めっちゃよかった
最初、タイトル見てびっくりした。
でもなんか面白そうだから遊んだら面白かった。
まだ最初の方のステージしかないのか。続きが楽しみだ。

メンバーは、もくばとあじさいとミアにした。
もくばは、僕自身がおウマさんを愛しているので速攻で決まった。
あとは、女の子がええな・・・。でも、イケメンも欲しいかもと思ったが、女の子に。
あじさいが一番可愛かったから選んだけど、あとは良さそうなのを。
まぁ、あと2人ほど可愛いのがいたんだけどな・・・

それで、敵の名前も面白くて、笑った。
サボテンがイケメンとか、なかなかのセンスだ♪
逃げ遅れて戸惑った人とか、スイカやら黄色いスイカやら、いろんな敵がいて面白かった。
殆ど回復なしというか、回復が要らなかった。

プリンが無くなっておかしくなった太陽を何とかしようッて事で、
もくば達が立ち上がった的な話だと認識すればいいのか。
それで、気温50度とか・・・
アマテラスとかは気にならないッて言ってたけど・・・
だが、地球の住人とかは大変そうだった・・・そんな部分も描かれていたので、面白かった。

あと、マウス操作で、難しい操作じゃなかったので、そこも良かった。

あと、どんどんレベルが上がり、能力も異常だが敵も異常な能力ッぽい。
だけどそこがまた面白いと思ったので、続きが楽しみな作品だと思いました。

●よかった
ソシャゲのようにサクサクプレイ出来る点はとても好みなので、
強敵や戦略性が加わる要素など、もう一歩なにかがほしいですね

●めっちゃよかった
かなりイイ！
カメラワーク！攻撃のテンポ！ゴールまでのリズム！
うおおおおお！ノリノリ(*‘∀‘)

かるーいノリでストーリーも進展するので、おバカなノリが好きな人にオススメです。
見逃して欲しくないのが敵キャラのネーミングセンス...
リア充集団が軽く強いからイラッとしました！イケメンとかテキトーだろってｗ

テンポが良い感じなので、
いっそのことボタン式じゃなくクリック連打式にしても気持ちが良いかも！！
これは実装してみないと解らないし、まぁ、余計なお世話ですな。

ちなみにプロローグとステージ0のプロローグは別なので見逃しちゃダメ！
このゲームで一番好きなのプロローグかも(^^
このノリでプレイ出来たら最後までサクサク！絶対楽しいです
ぜひ最後まで遊んでみたいですね
……………………………………………………………………………………………………………
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