
●no1.セゾンの太陽　作者：桃隆
●めっちゃよかった
今回のフリゲ展のゲームで最初にプレイしてみました。
クリアレベルは10、クリア時間は38分でした。
シャドウ～はソレイユの太陽剣
シャイン～はリューヌの月光剣でそれぞれ一撃で
倒せるように上手く調整されているのが良かったです。（おまけに燃費も良かったです。）
TP技が即時発動で、使った後に別の行動ができるというのにはびっくりしました。
でも、そのおかげで回復しつつ戦うという方法が取れたりできたのも面白かったです。

ストーリーも太陽神の洞窟へ行って、原因を確かめてくるというシンプルなもので、
なおかつわかりやすくまとまってて良かったです。
リューヌの熱烈な愛を受け流すソレイユの掛け合いとかも面白かったです。
一つあると良かったのは、
太陽神の力が失われている時は、セゾン村の外観マップと太陽神の洞窟の外観マップが
色調暗くするともっとそれっぽい雰囲気が出たように思いました。

全体を通して、お手軽に遊びやすい良い作品だと思いました。
ありがとうございました！

●よかった
何となくお話はシリアス風ですが、
ソレイユとリューヌの掛け合い、特にリューヌがおとぼけキャラでゆるい感じだったので、
意外とほのぼの？してて面白かったです！
宿屋の処理が早かったり、村への瞬間移動など、
プレイヤーに対しても親切で、ストレス無くプレイできました。
戦闘バランスもちょうどよくて、
この辺りもストレスにならない要因だったのかなと思います。
ただ、最後のラスボス戦は歯ごたえがあり、
一度全滅後、装備を考えて再戦したあたりが熱かったです！
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
ストーリーも明快でサクサク戦闘、迷いにくいダンジョン、
主人公たちの会話も楽しく、とてもプレイしやすかったです。
プレイ時間も３０分程度で気軽にプレイできてＲＰＧ苦手って方にもオススメです！！
リューヌさんの好意を華麗にスルーする主人公のやりとりが
とにかく見ていて楽しかったです。

●めっちゃよかった
ＯＰでは、たくましい２人の旅人に頼もしさを感じました。
リューヌのドストレートな愛情を微笑ましく思いながら、
２人の会話には常に笑わされてしまいました。
頭を使いながらもハラハラする戦闘で、ダンジョン攻略、楽しめました。

●よかった
2人の特性と役割を意識した戦闘が特徴的で分かりやすい。
ラスボスだけ難易度が跳ね上がる印象だけれど、
レベルを上げて準備を整えれば困ることはないのも嬉しいところ
欲を言えばもう少しボスが欲しかった。

●よかった
短編RPGとしてさっくり遊べて楽しかったです。
リューヌのセクハラ発言がむしろ清々しいくらいのテンションで
ソレイユもなかなかリューヌに対して厳しいというか。
それにしてもリューヌ…子供に「おねえちゃん、きれいだね！」と言われてるからには
美人だと思うのですが、セクハラだけは残念なような。
このコンビの行きつく先がちょっと知りたい。

●よかった
ＲＰＧとしてはオーソドックスながら、陰と陽の相性関係、即時発動の特技、
少しの戦略要素がいい味付けでした。
空気になりがちな通常攻撃に意味を持たせたのはなんかこう、作者的に参考になります。
ストーリーは……ソレイユくん愛されまくってて羨ましい奴だぜ！！！

●よかった
システムはオーソドックスなものですが、
難易度良好、遊びやすさにも気が配られていました。
そして何より最後までデレないソレイユさんがシブかっこいい！

●めっちゃよかった
主人公二人の会話の掛け合いと、
二人相反する属性を駆使した戦闘が楽しかったです。
ゲームバランスも、属性を用いれば苦戦することなく
スムーズに進める難易度で良かったです。
基本、ズッコケた言動が目立つリューヌちゃんでしたが、
ラストでは「！？」と思わせる展開を見せたりと、なかなか楽しませていただきました☆

●めっちゃよかった
陰と陽の属性を工夫して使って敵を倒すというのが、工夫されていて、良いと思いました。
太陽と月のチカラを駆使して戦うみたいな感じで、良かったです。
あと、洞窟内でも、行商人がいたりして、あと、ワープのポイントみたいなのが幾つかあって、
他には、装備品も、いろんなのがあって、面白かった。
ボスにも能力低下とかが効くし、TP消費技はすぐに発動なので、いろいろ工夫して戦えて、
それも良かったです。
メニュー画面も二人の顔が大きく表示されていて、良かったです。

物語に関しては、ソレイユは真面目でカッコイイけど、
リューヌは変わった人だけど面白い人だし、
3層で、変な事を言ってソレイユに突き飛ばされたシーンとか笑いました。
最終セーブタイムは25分35秒でレベルは8でした。

●よかった
前向きでテンション高いリューヌのキャラが面白く、戦闘バランスもよかったです。
二人が今までどんな旅を送ってきたのか、これからどこへ向かうのか、
いろいろ想像して楽しめそうなシナリオでした。

●よかった
戦闘は属性が少ないおかげで分かりやすく、
お話も短めの作品として綺麗にまとまってました。
最後の戦闘は、片方の装備整えなくてもギリギリいけるかと思ったけれど、
僕には無理だった...キチンと装備揃えてクリアしました。

●よく頑張りました
プレイ時間、約42分。二人とも、レベルマックスでクリアしました。

ラスボスに一度やられましたが、
「さすがに、初期の防具でラスボスに挑むのは無謀だったか」と思い、
装備を整えたら、すぐに倒せました。

二人が最後に覚える技が強く、
必ずクリアできるようにするための救済要素なのかなと感じました。

戦闘難易度も、適当に戦うとすぐにやられるけど
考えながら戦えば、それほど苦戦しないちょうど良い難易度でした。

リューヌのソレイユへのアタックの仕方が個性的過ぎて
思わず吹きそうになりました。
……………………………………………………………………………………………………………
●no2.双子魔道士と天気の精霊　作者：ハルマキ
●めっちゃよかった
雨が降った事で気持ちが晴れ晴れするなんて、貴重な体験でした！
敵シンボルの数も、前作は「全部蹴散らせばいい」で済ませてましたが
今回は程よく避ける方が良く、作者様の進歩を感じました。
打撃と魔法、各属性、その使い分けの配分も程よく、面白いRPGでした。

●めっちゃよかった
通常のRPGですが、システム面がすごく親切に作られており、
出入り口やアイテムのある場所が丁寧に表示され、
ボス戦前には回復ポイントも設けられているなど、
初心者の方でも安心してプレイできる設計になっており、
RPGを作りなれているなぁと感じる場面が多く、見習うべき点が多々ありました。
肝心のシナリオ部分も、各キャラの個性が豊かで楽しく、
ザコ戦においても弱点がはっきりしているなど、
メリハリがあって、プレイしていてとても面白かったです！
エンディングにレストラン（スタッフルーム）があったのもよかったですね！

●よかった
「双子魔導士と天気の精霊」をクリアさせていただきました。
双子の絆の強さを感じるストーリー、それを引き立てる演出、ゲームバランス、
どれも良かったです。
あと、リュミエル君が結構シスコンだったのは意外でした（笑）

●めっちゃよかった
キャラクターが可愛くて、戦闘バランスもいい感じでした。
いい作品だと思います。

●めっちゃよかった
双子魔道士と天気の精霊、プレイしましたー。
終始ほのぼので、プレイ後はほっこりしました。
ラストの緑に戻るシーンがとてもよかったです。

●よかった
（双子を差し置いて）師匠めっちゃ好きです。
兄の方を追いかけてぐるぐる回るとか、
見せ場を双子にとられて「もうちょっと頼ってほしいな～」とか、
そういう子供っぽい部分がかわいくてよい。

●めっちゃよかった
クリアさせていただきました。
ゲームシステムも戦闘のバランスも素晴らしいです。
特に「ふたりがけ」と敵キャラの行動パターンはよく考えられており脱帽です。

●めっちゃよかった
双子の魔道士が、熱中症で倒れた師匠の為に、村で雨が降らないのを解決するッてトコか。
降らないのは、雨の精霊が、敵に、姉妹である太陽の精霊を人質にされたから仕方なく、
杖を渡してしまったって事か。
だけど、なんつーか、卑怯な事をする奴ら、赦せない！ッて思って、
ブッ倒してやろうッて思ったけど、
晴れを願って作られたてるてる坊主に、何らかの悪意が宿って、それを倒したって事かな？
なんか、考えさせられる内容だったかも。
あと、最後に、大地に緑が戻って来たシーンとか、メッチャ凄かった。虹もきれいで・・・

戦闘は、魔法しか効かないとか、魔法が効かないとか、いろんな敵がいて、
苦戦もしたけど、慣れるとそうでもなかったし、
いろんな工夫がされてて面白かったです。
魔法使いなのに、時には、物理攻撃で敵を倒したりするんだもんな。
そういう発想も凄いと思いました。

あと、兄妹で協力して魔法を唱えたりとか、お互いに助け合うところが良かったです。

●よかった
ところどころ、アイテム入手時の表示や、回復ポイント、エンドロール等、表示のウエイトが
遅いと感じました。
総合的にとても素敵で面白いゲームでした。
双子は可愛く、人物の会話も個性があって良かったです。
戦闘に関しては、最後のボスをレベル9で戦闘開始でクリアしました。
レベル8で装備が杜撰だった時点では、敵が大技で1000くらい回復するのに回復に忙しく、
次の敵の大技までに1000もダメージを食らわせられず...敗北しました。
僕には手ごたえあるバランスだったと思います。
……………………………………………………………………………………………………………
●no3.太陽の雫　作者：ムトト
●めっちゃよかった
悪党までみんなイイヤツ、平和な世界！
小さい子を中心にまわりが協力してあげる雰囲気、楽しかったです！
宝箱に鼻毛入ってたｗ

●めっちゃよかった
病気のおじいちゃんを救う為に塔に挑む物語。
チンピラまで優しい世界！しかもこの用心棒強いッ！！
宝箱にアイテム豊富で集めるの楽しかったです。
牛糞とか鼻毛とか普通のＲＰＧでは見かけないものも入っていて思わず吹きました。

●めっちゃよかった
プロローグが長かったので、文字の表示速度は瞬間表示の方が、
テンポよく読めていいのになと思いました。
また、マップの広さからか雑魚敵の遭遇が多すぎると感じられた。
図鑑集めの観点からは間違いではないと思うけれど、
個人的なプレイスタイルは完全クリアではなかったため、
オート戦闘や逃走率100%、戦闘の倍速などが欲しかったと思いました。

（通常戦闘の敵の数が多いため、
  逃げられなかった時に敵のターンが終わるのを待つのはきつかった）
それらを乗り越えれば、この作品は会心の名作（迷作でもある）だと思います！
体験版ということですが、このボリュームだと十二分に楽しめます。終わりの区切りも良い。
独特のノリは慣れると、要所要所でクスクス笑わせられ、時に噴飯ものです。
作者の感性は逸脱しています。
特に戦闘は数字のインフレが序盤から激しい！
レオンの攻撃はインフレしすぎの999999だがいいのかバグでは！？と思った後の
2階層のボスの体力はおそらく1000000。まさかの使用前提バランス。
ラストの戦闘でのインフレは凄かった。一気に増える奥義は一つ二つしか使わないが、
説明文に突っ込みどころがたくさん。
ゲームの多くのアイテムは使用する必要のないものばかりですが、
それらも読み応え抜群でした。
マップは広めだが、移動速度が上がるアイテムが早い段階で手に入るので、
むしろ丁度いいくらいでした。
マップに散らばる宝箱（？）も突っ込みが追い付きませんでした。
ボケの連続ジャブと、脱帽のセンスに、とにかく突っ込みが追い付かない作品でした。
とても面白かったです。
……………………………………………………………………………………………………………
●no4.VALHALLA - 太陽と魔法のクリスタル -　作者:花姫パパ
●めっちゃよかった
およそ3.5時間くらいでクリアしました。
マップだけでなくインターフェース面も凝ったデザインになってて、
すごくレベルの高い作品だと思いました。
スキルも特技、魔法、パッシブと各4つずつしか
セットできないので、敵に合わせて装飾品と組み合わせながらカスタマイズしていくのが
楽しかったです。
ただ一つ気になったのは攻撃魔法の威力の低さです。
ボス敵に使った際の威力が弱点をついたとしても
非常に低くて、特技での攻撃がメインになってしまいました。
せめて、もう少し攻撃魔法にスポットを当てても良かったと思いました。
素晴らしい作品をありがとうございました。

●めっちゃよかった
何もかもが凝っていて、しかも丁寧で驚きました。
お店で更新された装備は、全力でお金をためて全員分の装備を揃え！
非常に楽しませて頂きました！
攻略は難なく進められ、気持ちよくクリアできました。
最後のボス前まで３時間半もかかっちゃいました。
楽しい時間をありがとうございました。
イラストも描きました！アーシャLOVEです(*´ω｀*)

●めっちゃよかった
最初から最後まで、美麗な画面に驚かされました。
UIや演出といった、細部の画像がとても凝っています。
シナリオも戦闘も、テンポよくサクサク進行します。
バランス調整も絶妙で、ほどよく苦戦できる難易度でした。

ただ、気になった点もありました。
まず、戦闘中のTPの数値が見づらいこと。目を凝らさないと、数値がわかりません。
もうひとつ、一部の大きなボスのHPゲージが、キャラの立ち絵に隠れて見えないこと。
終盤のボス戦は長期戦になるので、どのくらいHPを削ったかわからないのは、
戦っていて不安になりました。

気になる点はありましたが、全体的に満足のいく作品でした。
短編ながら、クリアした時は達成感と満足感を得られて、
心地よくプレイを終えることができました。

●よかった
演出が丁寧で見た目が良く、
簡易移動など親切設計でさっくりと楽しめて作品を堪能できました！
マップも程よく作り込まれていて、隅々まで歩くのが楽しかったです。

●めっちゃよかった
パパさんの作品は何度もプレイしておりますが
今回も例に漏れず丁寧な作りとファンタジー色な世界観でとても楽しめました。
さすがの完成度です。
マップも綺麗ですし、話のテンポも良く、街の移動など、
プレイヤーへの配慮がよく練られてるって感じました。
ゲームと直接関係ないですが、
同封のゲーム説明書もとても丁寧に仕上がっており、こだわりを感じました。
装備品やスキルの豊富さや戦闘バランスがとてもよかったです。
終盤お金も程よく手に入って、装備やスキル、アイテム調整にありがたかったです。
属性も３つで三すくみで、把握しやすく、対策もしやすく
丁度良い感じでこちらもありがたかったです。

ラストはしっかり装備やスキル（三種）を練ってちょうどいい感じでした。
最後の連戦燃えました！！
素敵なゲームありがとうございました！

●よかった
相変わらずの画面クオリティに脱帽。行きたい場所に一瞬でいけるシステムがよい。
好みの問題だけど、立ち絵表示のたびにウェイトかかるのはちょっとテンポ悪く感じたかな。

●めっちゃよかった
お手軽に王道ＲＰＧを堪能できました。
装備やスキルの選択肢が広く、お金が溜まるたびに色々と試したくなる誘惑。
ほとんど詰まることなくサクサクと攻略できました。

●めっちゃよかった
戦闘がとにかく面白かったです。自分好みに装備やスキルを変えられるのが楽しく、
一気にプレイしてしまいました。
シナリオは王道！といった感じ。
村のあちこちに一瞬で飛べる親切設計も、スキル組みを楽しみやすくしていたと思います。
ときどき、アーシャちゃんの頭でボスのHPが見えなかったのだけが気になりましたw
……………………………………………………………………………………………………………
●no5.サマスト！　～SUMMER STRIKER～　作者：結城
●よかった
最初から最後までギャグ満載でとても楽しかった。
しかし演出やマップはギャグゲーとは思えない凝りっぷりで、
特に必殺技のカットインやボス戦の演出は「すげー！」ってなりました。
戦闘難易度が変更できたり謎解きに答えが用意されていたり、
絶対に詰まらない構成になっていたのも好印象。
あと、主人公がリアリストすぎて格好良かったです。

●めっちゃよかった
この方の作品は毎作品やってるけど、
相変わらずすげーなと思う……いろいろと（台詞回しとか演出とかマップセンスとか）
ゲームのお約束をとことん無視して突き進む超リアリストなグロース様が好きです。
作者的には、知識の引き出しが沢山あって尊敬。
謎解き（というよりなぞなぞ？）を解くステージがあるんですが、
スキップ可能、答えも見れるという親切！
ノーマルでやってましたが、ボスは結構手ごわかったです。
深いことは考えず気軽にできるハイクオリティなゲームです。
最後のラスボス戦は燃えたなあ。

●よかった
全編通して軽いノリで、気軽にプレイできました。
ピクチャを沢山使った演出は見ていて楽しく、気合入れて作ってるなという印象。
個人的には謎の廃墟のイベントが好きです。
一見、主人公は無茶苦茶な事ばっかり言ってるように見えますが、
しかしどの発言も確かに一理あるから困る。
戦闘は雑魚に比べてボスがいきなり強くなるのは気になりましたが、
頑張れば倒せるレベルのバランスだったのでアリだと思います。

●よかった
超現実主義のグロース様に惚れました(笑)。
よく見かける「このセリフで感動して下さい」的な安っぽい綺麗言を一切使わず、
最初から最後まで常にリアル思考で行動する姿勢には恐れ入った。
特にラスボスとの会話にはうっかり共感してしまいました。
…ただ、こういう心が強すぎる主人公は
人によって好き嫌いがハッキリ分かれるかもしれませんね。

●よかった
水中面のボスにボコられて青ニートしてますが僕は元気です。
初っ端から畳み掛けるカオス展開に脳みそがついていけません。
なんでしょうこのドライヴ感。
キマっちゃったんでしょうか。柱が喋るのは世界の常識だったのでしょうか。
妙に達観したようなこと言うのも笑います。
残念ながら未クリアではありますが、楽しませてもらいました。

●よかった
面白かったです。
序盤から押し寄せよせる怒涛の展開はついていける人といけない人がいると思いますが、
合う人にはとことん合うと思います。
難易度が調整できるのも良かった。おかげさまで苦なくクリアできました。

●めっちゃよかった
カオスなマップやネタ満載のセリフに隠れがちだが、実はかなり心を抉る内容だと感じた。
主人公は「お前マジかよ」と思う程のリアリストで、
基本的に夢も希望もないシビアな正論しか言わない上、最後までそのスタンスを崩さない。
そしてその厳しい発言を正論だと思えるのは
僕がそれなりの年月を社会に出て働いているオッサンだからで、
まだお年玉を貰ってるような年齢の人が見ても

「こいつ何偉そうなこと言ってんだ？」としか感じないかもしれない。
そういう意味で、対象年齢は比較的高いんじゃないかと思う。
皮肉やブラックジョークも的を射ているが故に生々しく、
人によってはここに嫌悪感を抱く可能性もある。
その性質上、王道展開のRPGや主人公が仲間と共に成長する物語、
あるいは「人類の未来は俺達が守る」的なセリフが好きな人は確実に拒否反応を示すはず。
個人的には非常に楽しめたが、好みに合う人間と合わない人間が極端に分かれるゲーム。

●よかった
所々にワケのワカラン事とか出てるし、画面中にいろんな画像があったりと、
何か普通じゃない凄そうなというか、
カオスな世界だと言えばいいのか、
だが正直なところ、どう表現して良いか言葉が浮かばないのが現状で、
とにかく、何か凄い世界だった事は覚えています。

キャラクターに関しては、主人公は口がめっちゃ悪いと思ったけど、
一理あるなって思わせるセリフが何個かあって、
それが気になったせいか、最後までプレイしました。
途中、話について行けず、混乱してたけど、
何か、主人公には、なかなか無い、不思議な魅力がありました。
うまく言葉に出来ないんですけどね・・・

親父は恐そうな顔というよりは、すごいカッコイイって思いました。
主人公は親父を嫌ってる様子だけど、
本当は心の中でカッコイイとか思っちゃったりしてるのかなッて。
もし、親父を本当に嫌うなら、話なんかしないはずだから。
…あ、でも、凄まじい話の逸らし方をしてたので、やっぱ嫌いッて事なのか？
何か良く分からなかったけど、不思議な親子だと思いました。
あと、名前の由来が、フランス語で大波だったか、なんかステキだなッて・・・
ッて事は、あの世界は、地球だったのだろうか？

シスターは、すごい真面目そうな方だなッて思いました。
でも、所々で、主人公に、貴女はろくな死に方しません的なセリフを
言っていたにもかかわらず、主人公に常に信用されているのか、
この二人、すごく仲良しなんだなッて、思いました。

あと、ボス戦の、ラルフ戦だけど、
何か後ろに放射性廃棄物とかあんな感じのマークが出てて、
言葉に出来ないくらい凄い衝撃を受けました。
あと、ラルフ戦は全体回復買う金が無くてごり押ししたら勝てました♪

戦闘中以外でも、様々な演出とか凄くて、どう言葉にして良いか分かりませんが、
とにかくビックリしっぱなしの1時間30分でした♪

最後に一つ、この作品で一番驚いたのは、不思議な村にいた猫です。
猫だけど体がウシさんで顔はニワトリか・・・
思わず笑いました。
……………………………………………………………………………………………………………

テーマ「太陽」感想 no1～5

●no6.夏至　作者：nasu
●よかった
物語背景など情報が少ない中、不気味な雰囲気が漂っていて少し怖かった。
友人の誘いに「はい」を選び続けると延々と同じ日を繰り返す、
友人の誘いを断ると視界が狭くなるというのと、
最後、主人公がアカシと同じく地上に戻らなかったのは主人公が繰り返す日常に
嫌気が差したのかどうなのか…
住んでいた跡があるとはいえアカシはどうなったのか、
プレイし終わってからも気になってしまいました。

●めっちゃよかった
ふとしたキッカケから人との関わりを断つと淀みが溜まり、
ますます人と会いたくなくなり閉ざされた世界に引きこもってしまう展開に
なんだか妙にリアリティを感じました。
直接的な怖がらせ要素はないのですが
友人の誘いを断ると視界が狭くなったりとホラーを感じました。

●よかった
友人の誘いを断ると視界が狭くなっていくという所が印象的でした。
主人公が引きこもってしまうＥＤを見て暗い感じがしましたが、
少し共感できるような気持ちになりました。

●よかった
少し話が分かり難いんだけど、村で過去に青年が一人ほど行方不明になったッて事か？
それで、主人公は、村の北の洞窟を何故かは知らんが探索し始めるッて事なのかな？
何か知らんが、だんだん、視界が狭くなってきているのは、理由は分からなかったが、
村の気候的な何かだったのか、それとも、病気か何かって事？
村の北の洞窟で居なくなった青年が隠れ住んでた場所を見つけ、
主人公もここに暮らし始めたッて事かな？
外界から隔離されたようなトコで、静かに暮らしたかった、
それがこの主人公の望んでた事だったのかなッて・・・
少々、分かり難かったけど、僕だったら狭いところで暮らし続けるのは嫌だけど、
こういった生き方をする人もいるッていう事が、
作品で描かれていた、そう捉えたら良いのかな。
何か良く分からないけど、不思議な物語だった。

友達の家に遊びに行ったり、草刈りをしたり、日常の事をしたり、
僕にとっての非日常な事（つまり、洞窟探索の事）をしたり、変わった作品だけど、
何か、いろいろ考えさせられました。

あと、探索時に思ったのが、敵を倒したら落とすものを売って、
装備や道具を買うッてのが、面白かったけど、
回復アイテムは一度も使いませんでした。

●よかった
良かった。不安になるEDがいい後味だった。
別ルートがあるのかどうなのか分からないのが、気になる。
村のマップが簡素なのでもっと狭くてもいいのではないかと思いました。

●よかった
友人の誘いにいちいち対応していたので、わりと長い間村の生活を堂々巡りしていました。
淡々とした時間の流れは、
太陽が照りつける下なのにどこか寒々しい感覚があったような気がします。
一見ふつうの生活を送っていても、
他の村人たちとの間に少しずつ隔意が芽生えていくきっかけがあったのでしょうか。
本編より前に失踪した彼と同じように、主人公が身を隠した理由は何だろうな、と
いろいろ考えてしまいました。
ゲーム部分では村のマップが少し広すぎるような気がしたのと、
RPG部分はなくてもよかったのでは…と思いましたが、
洞窟内を途中から探索できるシステムは遊びやすかったです。

●よかった
何とも不思議な物語でした。
謎が謎のままで終わっていく様に奇妙さを感じました。
アカシとは何者だったのか、この村で何が起きたのか。
ただ、アカシと主人公が洞窟に入り出てこなくなる。
妙な鳥肌が立ちました。
……………………………………………………………………………………………………………
●no7.Ano Lune Soleil - アノ・リュンヌ・ソレイユ -　作者：ほりん
●めっちゃよかった
時に幽閉されたかのような不思議なダンジョンを地上を目指して
敵をなぎ倒して進んでいくゲーム内容でした。
戦闘が装備やスキルの組み合わせなど工夫が要求されますが、
リベンジすると敵が弱体化するので、いつか勝てる安心感が攻略面でありがたかったです。

ストーリー面は最初はシャドーが一体何者なのか？
アノは何者なのか？など、謎が多い状態からスタートになりますが、
階を進めていくにつれて徐々に明らかになる展開でした。

太陽と月の国の平和や友好を描いた作品で、
ちょっとしたきっかけで未来が変わる・・・そんなセンチメンタルな気持ちになりました。
最後はいい感じにまとまって、後味良くエンディングを迎えました。

●めっちゃよかった
限られた資源でどう戦うか、戦術が問われるゲーム…で合ってますね？
最後の方に来るまで小刀＆ステッキと属性の武器で戦っていたのですが、
お店にもっと強力な装備が売っていることに気付きました…
もしかしてもっと楽に戦えたんでしょうか？
…とにかく、作戦をある程度考えないと勝てないような、
良い感じのバランスで手応えがあって良いと思いました。
だいたい二時間半ぐらいでクリアしました。
戦闘回数223回、セーブ回数32回、TimeLeap回数176回、歩数6673歩でした。

独特なマップと回想的に語られるシナリオ、
クラシック音楽が効果的に使われており、
固有の世界観を味わえました。

あとバグかも知れないのですが…
タイダルウェイブが出現するフロア辺りから戦闘ＢＧＭがなくなったような気がしますが、
演出でしょうか？
以上
ありがとうございました。

●よかった
ノーマルでプレイし、約4時間位でクリアしました。
ノーマルでも戦闘難易度は高く、
ボス・雑魚関係なく、何度もやり直すことが多かったですが、
だめなときはすぐに全滅することが多く、対策もある程度立てられたので、
やり直しがそれほど苦になりませんでした。

戦い方が重要な戦闘システムですが、
ノーマルなら、やり直しで敵の能力が低下するので
基本的には、力技でのごり押しがある程度効きました。

ただ、B6Fのボス戦は装備や戦い方を何度も見直して挑まないと
クリアできない難易度でした。

ノーマルなら、戦闘システムを十分理解しなくても
どうにかクリアできる戦闘難易度だと感じました。

ときどき、どちらがリュンヌ国かソレイユ国か分からなくなることがありました。
ですが、キャラのセリフでわかるようになっているので、
物語の内容がわからなくなることは、ありませんでした。

ギャグ要素が全くない、とてもシリアスな物語でしたが
うまく構成がまとまっていて、読後感が良い作品でした。

●めっちゃよかった
何よりまず、親切な戦闘リトライの存在が、
シナリオとがっちり噛み合ってるのが巧いなあと。
退廃的な世界と、謎めいたストーリーの顛末を見届けるため、
高難度ながらも頑張って進めた甲斐がある幕引きだったと思います。
素敵なパズルRPGでした。

●めっちゃよかった
時を巻き戻せる不思議な力を持つ少女アノが
謎の影シャドーと共に、閉じ込められている
迷宮を脱出するストーリーです。
アノの立ち絵が可愛らしいのと、
敵のグラフィックもファンシーなとりあか様の素材でしたが、
ストーリーの内容はそんな可愛らしい絵が似合わないダークなもので、かなり驚きました。
迷宮を進んでいくごとに彼女の抱えている闇がどんどんわかっていきます。

戦闘では、毎ターン1ずつHPが減っていくアノを
文字通りシャドーが庇いながら敵を倒していくというシビアなものです。
アノをターゲットにした攻撃もシャドーが引き受けるので
いつの間にかシャドーが倒れているということも珍しくありません。
アノ自身もHPが10しかないため、最初のターンを含めると
最大で11ターンしか戦闘することができません。
故にザコ戦でも油断できない難易度でした。
一応全滅しても再戦することができたり、
戦闘前の状態に戻せるタイムリープが使えたりできるので
リセットしなくて良いのは救いです。
再戦すると敵の能力値も下がった状態になるので
詰まないようにも心がけられてました。ボス戦前の演出もかっこよくて良かったです。
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
「アノ・リュンヌ・ソレイユ」をクリアいたしました
敵を倒す順番や戦闘中に装備を変えたりと戦略性に富んだRPGだと思いました
終盤、飛躍した展開についていけませんでしたが
納得のいく結末で安心しました
これからもご自愛しつつ作品を作ってほしいと思います

●めっちゃよかった
二つの国が戦争をして、その後の物語って事なのか？
戦争で使用された兵器ってのは、現実世界でいう核兵器みたいなものなんだろうか？
アノってのは、あの女の子の名前だったのか。
アノは僕自身に似てるトコがある・・・ッて思った。良く分からないが、直感的に感じました。
リンゴを食べる事だけが回復手段で、脱出するまで守ってあげるッてのも、良かったかも。

MAPやグラフィックも、ファミコンの画面みてぇだッて思って、なんか楽しかったかも。
それか、ファミコンの画面みてェなグラフィックではなく、
何らかの特殊効果とかで画面を暗くしてるのか？
何て言うか、とにかく不思議な雰囲気だッたというか…
うまく言葉で表現できませんけど、良かったという意味です。

だんだん分かってきたが、アノがタイムリープするようになったのは、
目の前で親父が死んでからか・・・
それで、何とか親父を守ろうって思って、何度もタイムリープをしてたが、
戦争中に大きな魚が食べられる…と思いきや、
執事のキャノンと一緒に気がついたらB30にいた・・・
この辺、少し分かりにくかったが、
執事が、親父が、戦争が終わるまで、アノを此処に入れておくのでしょうとか言ってたが、
親父はアノを消したいのだろうかと、僕はそう思った。

アノと僕が似ている気がしたのが分かった。
僕にもアノみたいに兄弟がいるんだが、いつも僕が劣っていると思ってたからだろう。
だけど、アノには優しさがあるらしい・・・
でも、最後までプレイして、分かった・・・かも。
アノはノアが羨ましかったんだけど、ノアも同じ事を思ってて・・・

最後、アノがタイムリープして、その後は、平和になったようで良かった。

でも、ノアが父になりすましてて、
アノの絶望する顔を見たいが為に核シェルターに閉じ込めておいたとは・・・
ノアは核兵器を使って二つの国を滅ぼして、その時は、マジで赦せん！ッて思ったけど、
なんか凄くかわいそうだった、そう、思ったというか何というか・・・

今の時代では、核廃絶をしようと言って、各国の首脳が動いてるみたいですが、
こんな時代だからこそ、こういった物語を見て、
心に響くというか心に残るというか、そう感じるのかなって…

多少、残酷というか、過激な表現かもしれませんが、
僕から見た限りでは、それほど過激でもないと思います。
こういう形であっても、核兵器とか戦争とかはいけないのだと見せるべきだと思いました。
そして、やはり平和が一番ですね。

アノの怒った顔、僕は嫌いです。嫌いと一言で言うと正確には違います。
僕はアノが好きだから。
だから、ソレイユ国に貰われた時は、貰われたのか・・・と、チョッとショックでした。
でも、アノの怒った時の顔というか、憎しみにかられた時の顔、
見るのが嫌という意味で嫌いと申したまでです。
やっぱり、可愛いんだから、怒ってる顔とか見たくないッていうか…

…それにしても、キャノンという名前が序盤にも出てたけど、
シャドーがキャノンだッたとは・・・
少し驚いたけど、僕はてっきり、ノアがシャドーなのかなって。
地上に出て来たトコでアノを消すんじゃとか、いろいろ思いました。
それに、地上は平和なトコだとばかり思ってました。
まさか、核で滅びてるとは・・・

でも、キャノン、カッコ良かったな。死んだ後に、幽霊？になって、
アノを助けに来るんだもんな。
正直、この二人、くっつくのかなとか考えたんだけど、さすがにそれは無かったな。
キャノンは、アノのタイムリープに気付いてたってのが凄かったな。
それでも、あなたを守りたいというキャノンがカッコ良かった。

このゲームでは、タイムリープに救われました。116回くらいやった記憶があります。
プレイ時間は3時間22分くらいでした。
歩数は6000歩くらいは、いったと思います。
ラスボスは3回目で勝ちました。アノでトドメ刺して。
この時、正直、ノアに「ざまーみろ」みたいなのを思ったけど、
核兵器を使う奴は悪だと思っているから、そう思ったのだけど、
本当は凄く優しいお兄さんだったのか・・・

まぁ、たまに、怖くない表情してたから、しかも、イケメンだッて思っちゃったから♪
でも、兄妹の仲が悪いから世界が滅びてしまう・・・、有り得ると僕は思います。
僕にとっての平和とは、目の前の一人を大切にする事から始まると思ってるから、だから、
ノアの魔力を得てタイムリープした後、アノとノアが分かり合えた・・・というか、
互いに、目の前の一人、つまり、互いを、大切にしたからこそ、
二つの国の平和が築けたのかなッて、僕はそう思います。

あと、この物語は、遠い未来の物語って事か？良くワカランが。
5607年の7月7日ッてのがどこかに出たけど…西暦の数字を見て凄くビックリしたもんな。

そういえば、ペンダントに込められた想い、
昔の人の言葉っぽいなッて思ったら、そういう事ですか。
いろいろと勉強になりました。
あと、隠しボス、倒しました。HP6000まで減らしたけど・・・
あと、感想文がメチャクチャですみません。うまく、感想を言葉に出来なくてすみません。

●めっちゃよかった
閉幕直前にクリア出来て良かった！
ここまで50以上フリゲ展のゲームをクリアしてきましたが、
ＥＤを観終えた時の幸福感はその中でも一、二を争うものでした。
システム・シナリオいずれも独創性・面白さが感じられ、
しかも両者が見事に融和していました。
システムとシナリオの融和した作品ってやっぱりいいですね。
難易度のバラつきが多少気になりましたが（※ノーマルプレイです）、
カスタマイズの自由度が高い分、そこは仕方ないかと思います。
自由度を下げれば、よりカッチリするとは思いますが、
自由度の高さが最重要なプレイヤーさんもいますし…

●めっちゃよかった
ハードモードでやってかなり考えさせられたけど
それでも努力とひらめきで無事クリア出来ました！
さつじんクローバーが個人的に一番手強かった。
後復讐のマッチ売りもクリアしたよ！ハードだけど！
……………………………………………………………………………………………………………
●no8.風と雲と太陽と　作者：マックス
●よかった
主人公宅の前の橋を直すはずが、
世界の命運を決める戦いに巻き込まれていくという王道RPGです。
ほんのちょっとした理由から、主人公が旅に出て世界を救うという王道チックな展開が
僕にとってはすごく好みでした。
マップも全体的に小さく、箱庭感覚で遊べたのも良かったです。
特にBGMの使い方が上手いなとも思いました。
ラスボス戦が進んでいくと、最後は時計の針音しか鳴らなくなるんですが、
その静けさが却って敵の不気味さを出す良い演出になっていたと思いました。

ちょっと残念な点としては…
最後の仲間の装備品が貧弱すぎると思いました。
せめて、その時点で揃えられる最強武器の1ランク下の装備品でも良かったと思います。

また、その最後の仲間が覚える技でゼクスシュツルムという技があるのですが、
槍を装備していないと使えないということです。
このゲームに槍が登場しないため、
せっかくTPを100まで溜めても使えないのはガッカリしました。

ただ、長編になりやすい王道の話をここまでコンパクトにまとめられているのは
本当に良かったです。
属性名も日、雲、風、夜、星という他には見ない名前だったので非常に雰囲気も出てました。
素晴らしい作品をありがとうございました！

●めっちゃよかった
自分の家に帰ため橋を直すところから
まさかの大展開を遂げ、最終的に世界の危機を救う物語。
セリフや世界観等、まさにファンタジーＲＰＧって感じで楽しくプレイできました。
妖精を装備できたり、斬新な要素もツボでした。
戦闘難易度は低めでサクサクでした。ラスボスの演出がスパイス効いて素敵なラストでした！
フィールド探索型のＲＰＧで具体的に次の目的地が作中で示されるわけではないですが、
船を手に入れたり、行動できる事が段階的に増える事もあり、
最後まで迷わずプレイできました。

●めっちゃよかった
作風が私の好みですぐのめり込み、ストーリーを追うことに必死になり
装備も殆ど揃えていなかったのにもかかわらずクリアすることが出来ました。
私の好きなキャラは最後に仲間になるイケメン様です。

（ネタバレにならない程度にぼかしました）
実のところを言えば彼が居なければクリアできませんでした（汗）
本当に面白い作品をありがとうございました！！

●よかった
王道ながら、雰囲気がとても良い作品でした。
そんなにレベル上げをしなくとも、
どんどん先へ進んでいくので、テンポを阻害せずに楽しめました。
物語的にも、伏線回収がちゃんとされており、盛り上がる展開でした。
謎の格闘家が勇者かなと思ってたら、黒フードの人だったとは！

●よかった
属性を考えながらの戦闘が楽しかった。
物語もあっさりながら、
進行するにつれわくわくする内容でいつの間にか夢中になって遊んでいました。
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
自宅前の橋が壊れたから、直してもらおうと頼みに出かけたら…
気づけば世界の命運をかけた壮大なストーリーに入り込んでしまったと言うあたりが
素敵でした。
また、じゃんけんの法則を用いた属性のかかり具合で
戦況ががらりと変わる戦闘も良かったです。
少々やり込める要素もあったりと…素晴らしいゲームをありがとうございました☆

●よかった
フリゲ展春に出されていた作品も
３すくみの属性がポイントのＲＰＧだったと記憶していますが、
今回の方が全体的に遊びやすく工夫されているように感じました。

「コンパクトさ」が成功のキーだったように思います。
……………………………………………………………………………………………………………
●no9.立夏の月[Rikka no Tsuki]　作者：トナカイウサギソフトウェア
●よかった
オリジナルのグラフィックで独自の雰囲気があって素敵で、
横スクロールアクションですごいです。
死ぬと最初からになってしまうのですごく難しかったです。

●めっちゃよかった
起動してすぐに、タイトル画面でその世界観にハマりました。
その美しい世界観を、自分で操作できる感動がありました。
グラフィックがとても綺麗で、キャラのセリフも淡々としてて意味深なあたりも、
世界観にマッチしていて素敵でした。
アクション部分は、マップ上のギミックもあったり、敵の攻撃パターンも面白くて
、つい夢中になって最後までプレイしてしまいました。
敵を倒したあとも、
ついそのマップにとどまってその世界観に浸ったりすることもありましたｗ
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
第一印象として、これがPRGツクールで作られた作品なのか！と驚く出来でした！
システム面からして完全にオリジナルであり、
独特な、いい意味で異彩な空気を醸し出している作品でした。
一度やられてしまうと最初からやり直しになってしまいましたが、
難易度は高いというほどではなく、プレイしやすかったです。

（中継ポイントがあるとよりよかったかもしれません。既にあったら申し訳ありません）
和風な感じの、人間ではない、山犬（？）が主人公の物語。
独創的なアイデアと表現力に驚かされました！

●よく頑張りました
独特の世界観とグラフィックがとても美しいゲームで、
キャラクターのデザインなども非常に自分好みでした。
しかしその反面アクションの操作性はお世辞にも良いとはいえず、妙に慣性のかかる移動や、
攻撃回数の制限にイライラして途中でやめてしまいました。
魅力的な世界観に惹かれただけにここら辺は非常に残念でした。

●めっちゃよかった
何これシュゴイ（圧巻）　最初は難しく感じたけど、
慣れてくるとあまりダメージを喰らわずに突破できてカルタシス！！
これツクール製なのか……この雰囲気は凄すぎる……
弓で敵がいそうな方向に矢を撃って索敵するの楽しいです。

●よかった
昔よく遊んだアクションゲームを思い出しました。
慣れない内は難しく、なかなか進めずに悔しい思いをしました（笑）
その分、以前進めなかった所まで進められると達成感があって良い刺激になりました。
一番印象に残ったのは、グラフィック。
繊細で幻想的な雰囲気が出ていてとても素敵です。

●めっちゃよかった
ちぎり絵のような幻想的なタッチで描かれた世界でした。
味方の攻撃手段や敵の動き、岩押しなどアクション要素が丁寧に盛り込まれてました。
矢の攻撃がタイミングが難しいですがうまく決まると、爽快でした！
作り込みが半端ない作品でした！！

●めっちゃよかった
幻想的な世界観がとても素敵です。
そしてRPGツクールでここまで綺麗なアクションがゲームが出来るなんて！
本当に凄いと思いました！

●よかった
夏の雨の後のような静かな雰囲気のゲームで山犬達の生活に思いをはせる。
アクションゲームとしてもギミックが多数あり
ツクールvxace製とは思えない完成度の高さ。
程よいプレイ時間で最後まで楽しく遊べた。

●めっちゃよかった
静謐で神秘的な世界。何か劇的な出来事が起こるわけでもないけれど、
結末後に感じる深い解放感。
それは単に高難易度を突破した達成感だけによるものではないと思います。
テーマ「太陽」でこれを出すのもかっこよすぎ。
過去の作品も遊んでいる身としては、今回初めて作者さんの世界に惚れ込んだ方には、
ぜひ仏像を投げたり新潟米（♀）と喋ったりして
落差を楽しんでもらいたいと思いました（笑）

●めっちゃよかった
クリアしました。
とにかく雰囲気が素晴らしい。引き込まれました。
短いゲームでしたが、もっとこの雰囲気にひたっていたかったです。

アクションゲームとしては、
近接攻撃主体のシステムに強めの慣性が食い合わせが悪い気がします。
攻撃しようと敵に近づいてそのまま突っ込んで食らってしまうことが多く、
操作感はいまいちなように思いました。
また、敵が硬めなのに攻撃に連射制限があるのも、なかなか敵を倒せずにもどかしいです。
あと細かいことですが、NPCに重なると話しかけられないのはちょっと戸惑いました。

本当に雰囲気は素晴らしいので、
これでアクションゲームとしても素晴らしいと言えるようになれば最高だと思います。
続きの構想もあるとのことなので、楽しみに待ちたいと思います。
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
雰囲気がすばらしい。
会話パートはキャラへ画面が近づいているので、感情移入しやすく、
アクションパートでは画面が引いてあって、戦いやすい作りでした。
プレイヤーに優しいでね。アクションも簡単で、それでいて動かしていて楽しいかったです。
ありがとうございました。

●めっちゃよかった
和のテイストが際立つ作品でした。
ツクールで制作したとは思えないようなクオリティに驚きました。

ゲームシステム、キャラクター、イラストなど全てにおいて
短いながらも非常にオリジナリティの高いゲームだと感じました。
操作も直感的に覚えやすいアクションのため、プレイしやすかったです。
世界観も和風の独特な設定が映えておりました。

物語は、山犬と言う人非ざる者のある夏の話で
人の魂のありかと言う切なくも神秘的なテーマでした。
森や海の静かな雰囲気が過ぎ去っていく夏の寂しさを強調させているように感じました。
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
最初に思ったのは、ツクール使って
こんな凄いアクションゲームが作れるとは思わなかったので、すごいビックリしました。
ただ、操作が難しかったので、クリアはできませんでしたが、面白かったです。
主人公の知人が夜中に何処かに行くんだとか言って、それを追い掛けて、
でも、途中、敵が出たりして、
多分、あの先に知人が待ってるのだろうか…？ッて思って。

攻撃は、連射が出来ず、せいぜい2回で、
しばらく経たないと攻撃が出来ないので、工夫されていると思うし、
矢を放つみたいな攻撃も、単純にまっすぐとかじゃなくて、
角度をある程度だけど調整して攻撃できるのが面白かった。
グラフィックも綺麗でいいと思いました。

●めっちゃよかった
難易度がとても低くて遊びやすかったです。雰囲気良いですね！
割と呑気な表情だったのが心に残ります。スイカエンド。

●めっちゃよかった
ちょっと難しくて操作性もちょっと…と思ったけど、
でも、なんか景色が奇麗…♪

そっち方面で心洗われて良い思い出になったのでめっちゃよかったです。

で、後で確認したらツクール製？！
RPGツクールってこんなにキレイな作品作れなかったと思ってたので、ビックリです。

多分なんですけどほとんどピクチャーとか背景使っててしかも限界まで使ってると思うのに、
私ノートパソコンなのに重くないっていうのがビックリです。
(但し私のノートなのにメモリ16Bなので、もしかしたら重い方もいるかもですが…)

プログラムとかイベント発生の条件とか、そういうのもカナリ最適化されてるのかしら、
と思った作品でした。
……………………………………………………………………………………………………………

テーマ「太陽」感想 no6～9

●no10.色なき思い出と白黒の太陽　作者：orz
●よく頑張りました
どこを調べればどこへ行けるのか、わかりづらくて非常に難儀しましたが、
ナントカクリアできました。
お話の内容もあまり理解できなかったのですが、
それらの欠点を補って余りあるくらい雰囲気(寂寥感)が良かったです。

●よかった
良い意味で雰囲気ゲーですな。
記号化されたデザインがとても味がでていてよかったです。
砂浜の下段を調べて地面のアップになったり、
空白を調べると別の場所にいったり、マップの移動がところどころ少し強引かな？

●めっちゃよかった
白と黒だけで描かれている独特な雰囲気がよかったです。

●よかった
ゲーム中のフワフワした感覚がよかったです。
テキストが自分自身の夢を振り返るような感じでした。
いい意味でぼやーっとするゲームでした。

●めっちゃよかった
白黒の不思議な世界で探索をする内容だった。
どこ調べたらいいのか分からず、適当に調べてたら進めたけど、それはそれで面白かった。
ノートの切れ端みたいな紙を全部集めて、それで、ED見て分かったけど、
コレって、主人公が見てた夢の中だったって事かな？
それで、夢の中の少年は、主人公の大切な友達だッたッて事なのかな。
だけど、少年は何らかの理由で色を認識できなかったけど、
何らかの方法でそれを認識したかった…って意味だったのかなッて。

これって、言い方変えると、自分はこれが出来るけど、
他の誰かは自分が出来る事をする事が出来ない・・・。
そういう事って、実はよくある事なんだなッて僕は思ってるけど、
そういうのを、こういう形で表現してるのかなッて・・・

この作品だと、主人公と少年は、色を認識できるか出来ないかッて事なんだろうけど、
色が良く分からない少年に、何とかして教えてあげようッていう主人公と、
分からないんだけど、何とかして分かろうとするんだっていう少年を見てて、
何か、心がジーンとするものがあったというか、
うまく言葉で説明できないけど、そういうのが、この物語に在ったのだと僕は思っています。

だから、プレイして本当に良かった、そう思いました。

●めっちゃよかった
穏やかな夏を感じるBGMとは裏腹に、色のない独特な世界が素敵でした。
一つずつ切れ端を集める事で記憶を紐解いていくお話で
真実に近づくにつれて、何故この世界が白黒なのかが分かる展開に鳥肌が立ちました。
あれは夢の中で見ていた主人公のひと夏の思い出だったのでしょうか。
最後まで全てが明らかになったわけではなく
どことなく謎を残すような終わり方に切ない郷愁さを感じました。

●よかった
良い読後感でした

●めっちゃよかった
雰囲気を重視したゲームでした。
初期バージョンで遊んでいたので、
少しどこを探せば良いのか判らなくって手探り状態でしたがそれも含めて
どこか、ふわっとした世界観でさまよっているような雰囲気があって良かったかと思います。

●めっちゃよかった
探索ゲームですが、その方式がPCゲームの「MYST」を彷彿とさせる、
つまり怪しい箇所にカーソル合わせて調べることで情報やアイテムを得るという
個人的には大好物な部類でした。
また、調べられる場所もわりと明確な上、
調べることが可能な場所にチェックが付くモードもあるので、
探索が苦手な人にも優しい設計でした。
他にも、モノクロのどこか物寂しい世界にほどよく間の抜けた音楽や結末の曖昧感が
いかにも夢でありそうというか、そういう雰囲気もよかったです。
気になった点として、マウスと違って方向キーでカーソルを移動させなければならないので、
慣れてくると移動速度の遅さがちょっと引っかかりました……とはいえ、
物語の雰囲気を味わうという意味では、
作中のまったりした速度で動くのはありだと思います。
個人的には、ボタン押してる間は移動速度変わる（所謂ダッシュ機能）とか、
斜め移動はあってもよかったかなぁと。
あれこれ言いましたが、
程よい雰囲気に暗くなりすぎないストーリー、探索システムなどなど、
楽しませていただきました。

●よかった
矢印を操作して画面クリックで進む探索ゲーム。
どこからでも調べることができてアイコンオプションも分かり易く
ユーザーフレンドリーな所が良かった。
画的に少し取っ付き難さはあるものの色のない世界とそれを取り戻す行為、
友人への思いなどテーマが明確でパワーを感じる作品。

●めっちゃよかった
何がなんだかよくわからない状態で、かつ、ReadMeもあまり丁寧ではない気がしたので、
最初はうーん…と思ったんですが、それも含めて手探り状態で色々探っていって…という、

『ゲームの中に、謎解きがある』んじゃなくて、
『ゲームそのものが１つの謎解き』だった気がします。

もしかしたら、こういうのはReadMeをあえて書かない、
または『操作方法や目的なども謎解きの１つです』みたいにするのもいいのかも、
とちょっと思って、そういう気付きを与えてくれたゲームです。
……………………………………………………………………………………………………………
●no11.かぱ★くろ　作者：かっぱびと
●よかった
なかなか難しかったですが、丁寧に作られていて楽しかったです。

●よかった
「かぱ★くろ」クリア。クリアタイム１時間６分。 
緑箱の謎解きが難しく、俊逸だったと思う。 
しかしクロスワードの答えとそれをどうすればいいのかがわかってないまま
偶然クリアしてしまった感がある。絨毯とはいったい……

●よかった
かわいいCGと心地よいBGM、気軽にプレイできるかなと思って始めましたが、
普段パズルゲームに慣れていない私にとってはなかなかに難しく、
まさかの二日目突入でした(;´Д｀)
無事クリアし感想を書くことができ、諦めないでプレイして本当に良かったと思います。
システムが4人のキャラクター切り替え方式になっていたり、
キャラによって会話やヒントが変化するため、
なかなか凝った作りで面白かったです！
また、エンディングで「きれいなジャイアン」を見れたのも、
クリアした達成感があってよかったです！
以前すごろくのゲームもプレイさせていただきましたが、
絵がとてもかわいいですね！( ^ω^ )

●めっちゃよかった
謎解き物は好きゆえに辛口の感想を持ってしまうことが多いのですが、
この作品はじっくり考えて作りこまれているのがよく分かる出来で、
十分に満足できました。
あと奥さんが可愛いです。

●よかった
羽根の生えた可愛らしいヘビさんや、カエルさんやカッパとかトカゲとか、
とにかくメッチャ可愛い生き物たちの国の物語で、
絵がメッチャ可愛くて、ヘビさんが一番かわいかった。
…それで、不思議な屋敷？の中で、謎を解き、秘宝を探すんだッていう、
謎解き+クロスワードという、
今までに見た事が無い組み合わせなゲームだった。
4匹を工夫して動かし、いろんな仕掛けを作動させたりして、
あと、道具を渡したりして、行ける場所を増やしたりとか、
様々な工夫が凝らしてあって、そこが面白かった。
メニュー画面もカスタマイズされており、それも、良かった。
アイテムの所持数も決まっており、その部分も良かった。

●めっちゃよかった
バラバラに配置された操作キャラ（４名）を交代させながら
進行する謎解きアドベンチャーで、アイテムの受け渡しをしたり、
他のキャラの進行の為にスイッチを押したり協力し合うシステムがとても良かったです。

領主さま、途中で宙に浮けるようになり、衝撃でもあり、そして、とてもありがたかったです。
……………………………………………………………………………………………………………
●no12.Sunshine Sweeper　作者：寿かは
●よかった
マインスイーパーがこういうタイプのゲームに派生するとは…
発想の良さにジェラシーを感じました。
個人的には、解答はもう少し楽に導けても良かったかも、と思いました。

●めっちゃよかった
とても面白かったです！
マインスイ○パーのシステムに更に独自性が加えられてるので、
わくわくしながら楽しめました。
キーワードは全部揃ってませんでしたが、数個をヒントに勘でいったら当たりましたw
名前当て、一回当てちゃうと終わりなので他にもステージが欲しかったです…

●めっちゃよかった
最初はＸキーで部下を封印するのを忘れて焦りましたが、
操作方法を覚えてからはさくさく進めることができて、とてもおもしろかったです。
マインスイーパーってツクールで作れるんだなあと驚きました。
ゾンマーさんと太陽のやりとりにほのぼのしました。

●よかった
4以上の数字が出ると、ヒントの箱が出るというマインスイーパで、
なかなか4以上が出ないので苦戦した。
箱が出ても小さい太陽が取るのを邪魔して、
囲まれたらアウトという状況にも何度も出くわして、
でも、新感覚のマインスイーパだったので、その部分に関しては面白かった。

あと、主人公がなかなかのイケメンだった。
あと、太陽の小さい奴に気をつけながら箱を開ける時の曲とか、
なんか、太陽に囲まれてて暑苦しかったりとか、そんなのが伝わってきて、
そういうところも楽しめました♪

●よかった
4以上がでるかどうか、宝箱が取れるかどうかのランダム制をどうにかしてほしい点と
ワンクリックで封印できるとよかったですね。
練り込んだ上でシナリオくんだりいろんな問題があったりすると、
ずっと遊びたくなるゲームに化けるかも、と思いした。
新しい視点でフリゲらしい斬新な切り口でついこの先を期待してしまう、そんな作品でした。
……………………………………………………………………………………………………………
●no13.焼ける砂漠の迎陽花　作者：moto
●よかった
ヒャッハー新鮮なWWAゲーだー！
前作？の春は結構キツい難度だったような記憶があるのですが、
今作はクリアだけなら簡単(※救済措置込み込み)でありがたし。
……えっ、裏面？ いえ、知らない子ですね……。

●めっちゃよかった
OPとEDがフルボイスなトコが良かった。
あと、塔内でダメージ床を踏んだりアイテム取った時に喋るところも良かった。
主人公が結構可愛かった。あと、仲間のトリさんやネコさん、あと、女の子（精霊？）も、
何て言うか、仲間がみんな可愛らしいのばかりで、
敵もスイカだとかで憎めないヤツばかり！？で、楽しかった。
自動戦闘で、結果が決まってるので、
ムリして戦わなくて済むのもあり、強い敵はパワーアップ後に…とか、
いろいろな戦術を考えて挑めるところも面白かったです。
本編は30分くらいでクリアできました。
裏面は挑んだけど、詰んだような状態になって、
次、どこから攻めればいいんだ・・・ってなって、
難しいけど、とても楽しいゲームだと思いました。
あと、兄が、なんか、マッチョになってたってのが、
何か面白かったのと、カッコイイ！！！って思ったのと、
OPに、練習MAPみたいなのがあって、これで遊び方が分かって良かったです。
あと、宿や店の物も、だんだん高くなる…ってのも、工夫されていて良かったです。

●めっちゃよかった
「迎春花」がとても好きだったので、期待してプレイを始めましたが、期待の通りでした。
残すべきところは残し、変えるところは変える。健全な進化をしていたと思います。
ただ、自分自身は十分楽しめたのですが、４人パーティーになった分、
初見の方は数値の多さに戸惑わないかな？という点だけちょっと気になりました。

●めっちゃよかった
クリアするだけならば難易度はそう難しくないので、
クリアだけを目標としている自分としては丁度良く楽しいゲームでした。
最短を考えようと思ったらとても難しい...。
面白かったです。

●めっちゃよかった
始まるぞー、文章がくるーって思ったら、キャラボイス付き!?
に、ドキッとしてしまいました。
聞き取りやすい声で、戦闘システムがパズルちっくRPG。ストレスなくクリアできました。
全部のフロアの物を全部倒し全部取得しお金は全てカギとキャラ強化に使い！
HPがやばくなってきたけれども、
ギリギリやばいところまで所持金をケチり回復してくれるところまで戻り！
レベルも上がり床に置かれたトゲトゲも痛くな～い！
本当にシステムが凝っているゲームでした。面白かったです！
最後に･･･お兄ちゃんは、褐色細マッチョですかね。いいと思います！

●めっちゃよかった
裏までクリアさせて頂きました。パーティ戦はとても斬新でしたね。
裏のラスボスが、宿賃の心配をしながらギリギリで勝てる良バランスでした。
面白かったです。

●めっちゃよかった
裏面まで含めてごり押しでクリアしました。
前作も楽しませていただきましたが、
今回は４人パーティかつそれぞれ魔法が使えたりとシステム面でパワーアップし、
より戦術性が増した印象です。
その分、複雑性も増したのでシステムに慣れるまで時間がかかりますが、
今回は救済措置もあるおかげでクリアしやすいのもよかったです。
試行錯誤してガシガシ進めるのが楽しい。

クリアまでやってシステムに慣れてから……
本番は裏面！
初期メンバーで挑んだら赤い鍵を早々と使ってしまったおかげで詰んでしまいました。
二回目にメンバーも変えて（妖精チルドを加えて、もろこしも加えた）挑んでも
最終面が突破できず詰んだと思いましたが、
やり方を変える（倒せそうな敵を倒してパワーアップアイテムを回収する、
スキルを使うタイミングを変える）とギリギリ突破できました。
なんという達成感！！思わずスクショ撮ってしまったぜ……

最終的なクリア時間は４時間くらいだと思います。
楽しいゲームをありがとうございました。
……………………………………………………………………………………………………………
●no14.リゼットの不思議な冒険　日陰石の迷宮　作者：オシブ
●めっちゃよかった
キャラクターがとても魅力的。
リゼットもペペも可愛い！でもダンジョンはシビアでしたっ！
自分の可能性と言う名の運がすぐコンニチハって家から出てこなくて
何度潜り直したことか…
遊びごたえがあって面白かったです！

●よかった
博士が、引きこもりの自分が畑仕事なんてイヤだと言ってた時に、
謎の商人？が現れ、石を買って、それで、村が台風みてェな天気に悩まされているので、
リゼットがぺぺと一緒に、解決する為に、
石を買った後の博士の実験で出来た穴に入り込んで何とかしよう！ッてのが、
何か凄い話だなぁッて思いました。
穴の中では、何かヤバそうな魔物の女性たちと出会ったりして、
戦うのか！？って思ったら、そうでもなかったりで、
魔物たちが、戦いを好まずにひっそりと暮らしている所につながったけど、
リゼットも彼女達も、この状況を何とかしたいってのが同じで、
協力してこの事態を収拾しようって話が良かった。
戦いを避けられないかもしれない状況で、リゼットが説得？をしたら、
彼女達も分かってくれたというのが良かった。

道具の所持数が決まってるのとか、タリスマンを使って回復したり、
タリスマンのパーセンテージを維持しつつ、ダンジョンを攻略するトコが面白かった。

あと、村長が凄いイケメンというか、ナイスミドル？と言ったら良いのか、
あと、話をしてるといつの間にか眠ってしまうところとかも好きになった。

アイテムやお金を預ける場所があったりとか、そういうのも、面白かった。

●よかった
序盤は入手した装備によって難易度が変わりますが、
全体的にテンポ良くサクサク進めて楽しめました。
所持できる道具の数が限定している所が、
取捨選択の重要性とプレイの緊張感に加味していて良かったと思います。
……………………………………………………………………………………………………………
●no15.梔子館の扉　作者：おかめ
●よかった
主人公＝プレイヤー視点になっていて、
自分も別世界に入り込んだような不思議な感覚にさせてくれる素敵な作品でした。
本当に梔子館は存在したのか、真夏の夢だったのか…読み終えた後、余韻に浸りました。

●よかった
一つ一つのエピソードは、どれも何かしらの暗喩になっていると考えていいんでしょうか。
単に不思議な世界を表現しているだけではない深みが感じられました。
画像のチョイスもセンスが良かったと思います。

●めっちゃよかった
終始上品で詩的な口調の案内人が素敵でした。
また、一つ一つの音が心地よく、優雅なBGMと相まって
穏やかな気持ちで最後まで引き込まれたまま読むことが出来ました。

各話ともに少し奇妙な余韻を残す終わり方で
中でも、第一話の終わらない宴が印象的でした。
終わりのない宴は本当に楽しいものなのか
終わりがあるからこそ楽しいのではないだろうかと
案内人の問いに対して自問自答をしました。

第四話の猫のいる書斎は、洒落の聞いた話で
第一話とは別にまた印象の残る話でした。

そして、郷愁的で切ない終わり方が非常に好みでした。
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
途中ホラー展開かな？という予感がしたところがありましたが、
鬱々とすることもなくさっぱりとした後味で不思議な非日常の世界を味わえました。
こんな館がもしあるなら一度迷い込んでみたくなります。

●めっちゃよかった
ステキな雰囲気のノベルでした。
ちょっと分別をわきまえない来訪者だったら、
かなりの出来事が起きそうな蒐集品の物語が、
ささやかな紹介だけで済んだのはかえって興味深いです。
音楽と絵の雰囲気が一致して良いですね！
太陽の照り返しでもある「月の光」最高です。

●めっちゃよかった
様々な蒐集品がある不思議な館を舞台にしたゲームだった。
自然現象を封じた瓶がある部屋や、
どんな本でも読める不思議な書庫だが影だけの猫が住んでいたり、
中庭には絶滅した植物があり、そこの泉には古代生物がいて、
他にも、宴をしている部屋があったりしているが、
宴をしてた頃の残像のようなものが見えるだけで、実体が無かったりで…
使用人は、名も分からぬ花で、朽ちるまでずっと働き続けてくれたりして、
お礼の気持ちとかを言うとそれが肥料のような感じになる…ッて事なのか、
何か分かり難い部分も多々あったが、とても不思議な世界を沢山見せていただいて、
どう言葉にして良いのかも分からないですが、言葉で表現しきれない不思議な世界でした。

●めっちゃよかった
ちょっと不思議な世界を案内されている気分になる。そんなゲームでした。
選曲も効果音もしっとりと落ち着いたもので、使用されているイラストも主張しすぎず、
それもまたシックな雰囲気があるような感じがして
世界観に良く合っていていると感じました。
雰囲気の良い作品でした。また、違う作品も見てみたいなぁと思いました。

●めっちゃよかった
ほんの１５分。されど、とても満足できる１５分。
久しぶりにノベルゲーをプレイしましたが、良すぎました。
プレイ後はしばらく放心状態になり、
こんな美しい文章を書かれる方がいらっしゃるのかと、
頭をかかえて休日を過ごしましたよ・・・。
催眠術にかかったように、プレイしている間は間違いなく、梔子館にいるんです。
自分はパソコンの前でマウスをクリックしているのではなく、梔子館の中にいるんです。
館の壁のひんやりとした感覚や、扉の中に足を踏み入れたときの空気の変化、
館を出た後の蒸し暑さ。すべてがリアルに感じられて、僕には苦しすぎました。
なんだこの作品は！

●めっちゃよかった
作品の雰囲気や場面にぴったりの文章や画像、音楽が揃っていて、
始めから終わりまで、目にも耳にも心地良いと感じながらプレイしていました。

世界のどこかには、こんな心惹かれる蒐集品ばかりを
収めている不思議な館が本当にあるのかもしれないと思わせてくれるような、
不思議さと現実感のバランスが絶妙な世界観がとても素敵でした。
もしも、お花の使用人さんの株を分けていただいたら。
もしも、影だけの猫を連れて帰ったら。
もしも、天災を捕らえてある瓶を持ち出すことに成功したら。
そんな風に、いろいろと空想をふくらませながら、プレイするのが楽しかったです。

案内役さんにお別れを告げられたときには
「もう少しこの館でのひとときが続けばいいのに」と
名残惜しさで胸がいっぱいになりました。

●よかった
文章と映し出される画がどれも上質で雰囲気が良い。
オシャレで不思議なアトラクションに入り込んだような体験ができる作品。
ふと、幼少期に名前も知らない遊園地に遊びに行った時のことを思い出しました。

●めっちゃよかった
雰囲気がとても好みでした！
だんだんとお話に引き込ませていく文章力、お話をイメージしやすくさせる背景、
その二つを邪魔せずに際立たせる音楽と全てが上手く噛み合っていてよかったです。
読んでいて、梔子館が出ていくのが名残り惜しいなぁと感じました。
……………………………………………………………………………………………………………
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