
●no1.ホラードットスイカ　作者：meigin
●よかった
タイトルにホラーが付いていたので
ホラーゲームを想像していたら全然違ったので、あれ？と思いました。
エンカウントが物凄く高くて面喰いましたが
その場ですぐ帰れるから良いですね！
カラフルなスイカマップがかわいかったです。

●めっちゃよかった
スクショからは想像できないくらい
楽しい雰囲気のゲームでした。

ゲーム開始早々、町（集落）がスイカまみれで
とてもテンション上がりました。

ダンジョンは少し進んで戦闘で傷ついたら
スキルを使って集落へ緊急避難！
回復やアイテム調整後に、ワープを使って最後に進んだ場所から再開する流れで、
それを前提としたエンカウント率となっており、とても斬新でした。
（作中の攻略のヒントでも堂々と公言されてますし！）
……………………………………………………………………………………………………………
●no2.デンとメメのおばけ退治！　作者：ナルミ
●よかった
デンとメメに再会できたのが嬉しかったです。
それだけに、ほんのりでもストーリー要素があるとより嬉しかったかな、とも。
アイテム・ギミック・敵の種類は多すぎず少なすぎず。
春の時にも感じましたが、
この辺のバランス感覚に創作経験の豊富さがしっかり生かされているように思います。

●めっちゃよかった
まず、これをRPGツクールでVXAceで作られたというのが驚きでした。
シンプルですがどのステージもバランスがよく丁寧に作り込まれていて面白かったです。
尊敬します！エクストラステージはクリアできませんでした‥。
おまけ部屋の冷蔵庫の中にお酒を置いて欲しかったですｗ

●めっちゃよかった
シンプルなルールでとっつきやすかったです。
単純と思いきや、だんだんと一筋縄ではいかないステージも出てきて、
気が付くと戦略を考えたり動きに集中したりと、ゲームに夢中になっていました。
ストーリーや演出の少ない中でこうやってプレイヤーを惹きこむ仕組み……
すごいと思いました！

●よかった
薬を回収しておばけに体当たりだーっ！！てゲーム。
シンプルでわかりやすい感じが好きです。
リトライも少なめで、難易度的にも丁度良かった感じ。
どいつから順番に倒すか？少し考えないとクリアできない思考要素がいい塩梅。
エクストラは２面までクリアした……それ以上は無理だった！

●めっちゃよかった
頭の体操に気軽にプレイできる難易度でした。
時間制限もなく、画面を見渡してやれる事（先にどのアイテムを取るかなど）を考えて、
実行すればクリアできる感じが楽しかったです。
敵をギリギリまで引きつけて、無双アイテムを取得して一気に倒すなど、
時間勝負なステージはハラハラしました。
レトロで楽しいゲームでした！！

●めっちゃよかった
『デンとメメのおばけ退治！』クリアしました！
おばけを倒すアイテムの種類が複数あり、
考えながら使うことでステージをクリアしていく面白いゲームでした。
3番目のエクストラステージが難しい・・・><
もう少し頑張ってみます^^;

●めっちゃよかった
ファミコン時代を思い出すレトロ調で懐かしい感触でした。
ステージ14、21あたりで段々と難易度が上がっているなと実感しながら
おばけを避けつつアイテムを取りに行くのがハラハラドキドキで楽しかったです！
手抜きとは到底思えないです。
心から楽しませていただきました！

●めっちゃよかった
ツイッターで教えてもらえて良かった。
アクションが苦手な私でも運でクリアできる部分が多くて大変面白かったです。
エクストラモード皆様も書かれている通りとても難しい…けどやりがいがありそうなので
何度か挑戦してみたいと思います。
この度は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
全24ステージで、クリアも出来た。
クリア後の6ステージはクリアできなかった…

そんなに難しくもなく、じっくり考えると出来る。
薬の数がちょうど足りるようになっていて、紫の瓶を取るタイミングとかに気をつけて、
あと、敵の動きをある程度計算して動いてオバケ退治をして進めていくのが面白かった。
オバケも3種類いて、トラップがあったりして、そういうトコも面白かった。

●めっちゃよかった
あまりアクションは上手くないのですが、セーブ活用で無事クリア。
残機だけでは足りず...苦笑
エクストラステージは早々にリタイアしましたが、
ノーマルステージは後半も絶妙な難易度で、
頑張ればクリアできそうと思わせてくれる作りだったので、楽しめました。

●めっちゃよかった
ノーマル部分クリアまでプレイ。
限られたアイテムを駆使しておばけを倒すPZL。

武器の所持数が最大3なので、どういう順で倒すかが重要であり
レトロゲーム感が非常に印象的。
移動速度速くなる、無敵、全員に1ダメージなどアイテムも
バリエーション豊かでステージの幅が広く楽しめました。
……………………………………………………………………………………………………………
●no3.お化け屋敷ビオレの災難　作者：高野リオン
●よく頑張りました
話がよくわからないまま終わるので、もう少しストーリーがほしかった。

●よかった
問答無用で倒せる選択肢が面白かったです。
もう少し、結末に楽しさが欲しかったかな？

●よかった
４体敵がいるのかぁと思って始めてみたら、
選択肢によっては２体をあっさり倒すことができ、サクサク進めました。
楽にプレイできる自動戦闘も好印象です。

●よかった
戦闘スキップでよりお手軽仕様、かと思ったら幽霊は殴れなかったりと、
さりげないところにクスッときました。

●よかった
お化け屋敷のオバケを退治するゲームで、
戦闘をしなくてもぶった斬っておし進めるような感じで進めるトコも面白かった。
それで、最後、時間だとか言われ、お化け屋敷ごと無くなって終わりというオチが面白かった。
どこに逃げたか分からないお化け屋敷を探して今度こそ倒してやる的な事を言ってたけど、
続編に続くのだろうか？
まぁ、良く分からないが、不思議な作品だッたけど、面白かった。
次回作も作るのなら楽しみである、そんな作品だった。

●よかった
一撃で倒していったが...いいのか...？笑

●よかった
あっという間に終わる短編ゲームでした。
わざわざ敵と戦わずに一撃で倒す選択肢が出てくる
ある意味で斬新なゲームに感じました。
……………………………………………………………………………………………………………
●no4.きらきら星の道しるべ　作者：POPO
●めっちゃよかった
ファンシーなドットに町の雰囲気や住民達の雰囲気がとっても面白可笑しい！
ずっと見てても飽きない、好き！
そして、ラストは･･･バッドエンドのエンディングで泣きました。
とてもよい作品でした！

●めっちゃよかった
もう最高です……最高としか言えません、最高。
ゆるくてかわいいへんてこなグラフィック、
突っ込みどころの多い世界観、時折挟まるシリアスな展開、
ここら辺のバランスが絶妙で最後まで飽きることなく楽しめました。
ＥＤは２種類とも気合がはいった作りで、
ストーリーの切なさと相まって感動してしまいました。
バッドエンドもあくまで選択の結果のひとつといった感じで、
トゥルーと比べてもなんら遜色のない内容だったのもよかったです。

グラフィックも、キャラクターからマップ、メニュー画面に至るまで
非常に凝っていて素晴らしかったです。
コスチュームで見た目が変わるシステムが大好きでした。
全体的に高いレベルでまとまっていて文句なしの良作だと思います。

●めっちゃよかった
切ないお話に心動かされました。
ゲームとして楽しいだけに、すっかり感情移入してしまいました。
大どんでん返しもびっくり。
ラムネやチョコたちみんなが知っている事実を
プレイヤーだけは知らない、という状況作りが本当に巧みでした。
２度目にプレイしてみると全く違う見方ができて楽しいです。
やればやるほど深まる作品だと思います。
音楽や絵など細かいところもこだわっていて、
本当に自分がミルクティーになったみたいに冒険できました。
ありがとうございました。

●めっちゃよかった
『きらきら星の道しるべ』クリアしました！
まずは、ゲーム全体を通して、手作り感のあるグラフィックがかわいくて、良かったです。
装備品で歩行グラが変化したり、モブキャラの動きまでドット絵が凝っていたり。
町の中を走る車を何台もぶっ壊して、それだけで10分くらい遊んでいましたw
ストーリーや会話においては、ほのぼのとした雰囲気の中に
少しばかりの狂気やカオスが混じっていたり、作者様の世界観を堪能できました。
ラストは感動しました！素晴らしいゲームをありがとうございました。

・・・最後に・・・
人魚の概念が、変わりましたw

●めっちゃよかった
POPOさんのドット絵が織り成す独特の世界！今回も堪能させていただきました！！
オープニングから笑わせていただきました。
なんだあの敵シンボルのインパクト！！
町長の話し方だったりハッピーショップだったり
序盤の温泉の回復ポイントだったり盛大に面白かったです。

チョコはやばかった。
犬小屋から出てきたからてっきり・・・実は髪型かよ！？てラストで笑いました。
さて、冒険を通じて少しずつ明らかになる主人公の過去。終盤すべてが繋がるタイトルの意味。
トゥルーエンドもバッドエンドもどちらも素敵でした！！最後は感動的でした！！

あと、戦闘関係は装備豊富でコシュチューム楽しかったです。
チョコ変化しすぎｗｗ
戦闘難易度も易しくとてもテンポがよかったです。
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
アイテムやステータスのメニュー画面も凝っていて隅々までグラフィックが可愛い。
着せ替えもできて眼福でした！
しかし気になるのは…チョコって…チョコって…ちょこ…
いや、人魚とかも…人魚？ いやいや、んん？？？ にん………
なんとも個性的でありました！
が、ラストは感動的でした！そうくるとは！
素敵な作品ありがとうございました！

●めっちゃよかった
全体かわいいので統一されており凄いです。自作マップ強い！
ラストは意外な展開でした…
…にしても、友達の一人をうん○として見てたなんて酷いッスよ…！

●めっちゃよかった
きらきら星の道しるべプレイしました！！
とにかくキャラクターの動きが大好きで、
最初のりんごがすすすって動いてたとこと雲さんが笑ってるのとムッてしてるのがいた！
新しい町に行けるようになった時とかうおー！新しいところ！ってなりました。
そこにも怪しい治療をするお医者さんやボートから半分おちちゃってるおじさん！
イケイケショップ店員！波に乗るサーファー！！
海のクラゲさんエビさんカエルさん！！も！！
ヒョッヒョってうごいてて動いておるーー！！ってなりました！！！！！
マップも綺麗で工事の人の会社にはちゃんと会社名が建物の看板にかいてありましたし
海藻の中を歩いていく時とか、きれー！ってなりました！
ストーリーもキャラ１人１人のこまかいネタがあってキャラが際立ちました。
ミルクティｶﾜ(・∀・)ｲｲ!!

SEは、ぽん・・・とシャリが好きでした！！

感想というより勢いで書いてしまっています！！
以上！めちゃ楽しかったです！

●めっちゃよかった
ＰＯＰＯさんの新作だー！！！と楽しく遊ばせていただきました！
触ると爆発する車や、やたら老人が多い病院にはじまり、気合で治してそうなお医者さん。
街の人に話しかけると気が抜けるような、ほっとするような、妙に笑いを誘う台詞が満載。
敵を倒したときに「食べた」という言葉を使ったり、
状態異常や戦闘不能の用語がまたかわいらしくなっていたり、
発見するたびに楽しくなりました！

戦闘のあるゲームがとても苦手なんですが、難易度が優しく
マップ上の敵を全部倒して進まなくてもクリアできて嬉しかったです！

さらにドット！かわいいだけのドットではない！
街に合ったコスチュームに着せ替えできるのが楽しいです！
気分はまるで小旅行・・・ステータスの変化に関係ないので
好きな衣装に着替えさせられるのもまたいいなあ～と思いました！

そして！！！衝撃のラスト！！！！
エンディング２種類ともみました！！
海底での意味深な選択肢が、「ああもう終わりが近いのかな・・・」と
胸をきゅうっとしめつけていたのに、
これまた意味深に続いていたミルクティちゃんの夢の中で
「・・・えっこれもしかして・・・」と思わせてからの・・・ですよ！！
ＥＤ回収がとってもしやすかったのもありがたかったです。
とても素敵な作品でした・・・！

●めっちゃよかった
ポップな雰囲気とキャラクターイラストが可愛かったです。
製作者様の自作によるものが多く、メニュー画面や装備、アイテムなども
新鮮な見せ方でオリジナリティが非常に高い作品だと感じました。
コスチュームに関してはその種類の豊富さに製作者様の努力を考えると感服しました。
ダンジョンや町の探索も楽しみにながらプレイ出来ました。

また、所々に散りばめられた小ネタ、ギャグも面白く独特の世界観が築かれており
個性ある明るいキャラクターたちと、可愛い見た目のモンスターたちに
ほのぼのとした気持ちになりました。
特に車の爆破や医者が大量に温泉に入浴しているところは
ポップな雰囲気とは違ったそのギャップに笑わせてもらいました。

そして、何よりストーリーには驚かされました。
自分も最後までラムネたちに良い意味で騙されていたようです。
最後の展開には鳥肌が立ち、感動しました。
最初にトゥルーエンドを見て、その後バッドエンドを見たのですが
この順番の方が、事の真相や皆の心象がより詳しく見えたようで満足しています。
物語の展開、話の運び方、どれも素晴らしいものでした。
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
トゥルー見てからのバッドは泣けました。
アイテム入手時のウエイトが少し長いなぁと思ったくらいで、
あとはグラフィックも相まって物語に没入しました。
とても素敵で可愛いキャラクター、物語でした。
戦闘のバランスは緩く、特に戦闘を多くする必要もレベル上げの必要もありませんでしたが、
かわいい敵キャラ目当てに結構突撃しました。
コスチュームも凝っていて、ここまでやるかと思う細かさ。
ソフトクリーム（？）のキャラのコスチューム変化が気に入っています。

●めっちゃよかった
最初から最後まで、ひたすら面白くて最高でした。30分ぐらい泣いてました。
自作マップもさることながら、要所でのスチル、ボス戦闘、選曲センス、
ラストの締めに至るまで一切の隙がないゲームでした。
エンディングは、一応バッドとトゥルーとついてはいますが、
個人的にはバッドもある意味、愛のある幸せなエンディングなんじゃないかな、と
思ったりしました。
ラムネが大人になったときの立ち絵、めっちゃかっこよくてビックリしましたw
ミルクティちゃんもっと幸せになってほしいし、なってほしかったです。
素敵なゲーム、本当にありがとうございました。

●めっちゃよかった
初めて、あなたの名前は？でデフォネでやらずにいつも打ち込んでいる名前にして、
盛大に吹き出しました…チョコってそう言う…。
個性豊かなキャラに、かわいらしいどことなーく
とあるゲームを彷彿させるような独特なドット。
それもマップも全部オリジナル！更に、モブも全部動く！
それだけでもう、このゲームのすさまじさを感じました…！
エンディングも後味が悪いものではなくて、じんわりと心に沁みる感じで、
エンディングが終わった後に戻るタイトル画面で
「そう言う事だったのか…！」と思わせていただきました。
車に当たった時に車が爆発したのは、笑いました…。
カニは海にダッシュするし…。笑いますわ…！
どこかカオスが入っていながらも、じんわりと悲しいシナリオでした…。面白かったです！

●よく頑張りました
癒されるグラフィックが魅力的な作品。
ただそれだけなら、同じように魅力的な作品は他にもあるかもしれませんが、
そこに下ネタやカオスネタを遠慮なくぶち込んだ作品は、
今の今まで見たことがありませんでした。
戦闘部分でもイベント同様にもっとはっちゃけると更に良かったのでは、と思いました。
まだ見ぬイベントへの期待感と同時に戦闘に面倒さを感じてしまったので…

●めっちゃよかった
全体的にほわほわした感じの雰囲気でほのぼのとしながらプレイ出来ました。
ラストの展開は「おぉー……」と感心させられました。
最初の名前を入力したキャラが犬の糞だったときや、車を破壊するところ、
研究所の看板がしつこいところには笑いがでましたｗ
edを見た後に最初の方をプレイすると印象が変わり、スゴクよかったです。

●めっちゃよかった
これ泣ける！すっごい泣けました。
おばけだから怖いとかそういうのじゃなくて、なんか心に染み込むような感じで。
感動をありがとー！

あと、なんか上手く言えないけど、
細かい事(ステータス、メニュー画面、ドット、マップ、細かいイベントなど)にも
かなり心が行き届いていて、
ゲーム制作への愛情がかなりある方なのかなって思いました。
細かい事を繊細にやっている感じで、そういうのもなんか新鮮味があって嬉しかったです。
……………………………………………………………………………………………………………
●no5.おばけのモトメルモノ　作者：夜見
●よかった
いわゆる脱出ゲームですね。
誰もいない屋敷に勝手に入り込んで探し回るところが
ゲーム的で、いいなぁと思いました

●めっちゃよかった
こんな作品好きです。
40分ほどかかりました。謎解きがちょうど私にはいい難易度でした。
最初、台詞がなくてあれ？と思いましたが、ヘルプなどだんだんと解っていくうちに
なぜしゃべれないのかというのがわかりました。
細かなところの設定が丁寧です。
ゲームの雰囲気が解って来て、めっちゃ良くなっていきました。
ラストはほんわかしてすごくよかったです。

●よかった
ホラーではないものの、不気味な雰囲気で構成されたゲームだと感じました。
一つ謎を解くと徐々に出てくるヒントを頼りに
探り探りでクリアまでたどり着くことが出来ました。
何事も試してみるという言葉が合うゲームだったと思います。
また、最後の展開にはテーマの「おばけ」とは
こういう事だったのかと驚かされました。

●よかった
説明文に「怖がりな人にも安心なおばけゲームです」と書いてありましたが、
雰囲気がホラーチックで怖かったです。
謎解きの方は、一部は難しかったですが全体的に閃き系の謎が多かったので、
分かればサクサク進めて楽しいゲームでした。
話の構成も素敵で、忘れたころにまたプレイしたいと思いました。

●よかった
女の子が麦藁帽子をとられてオバケを探すゲームのようだ。
謎解きが良く分からなかったが、いろんなヒントがあって、
ヒントもいろんな表示方法だったり、
あとは、絵を調べると絵から鍵が出るとか、なんかビックリしたけど、
いろいろ工夫されてて面白いと思いました。

●めっちゃよかった
広すぎない探索エリア（マップ）が絶妙でした。
いかに画像の意味を解読するかが重要な探索ゲームでした。
ただ画像を眺めるだけだと数字や意味を見逃してしまう感じでかなり難しかったです。

２Ｆの入れない部屋、おまけ部屋と思ったら
主人公の部屋だったんですね・・・。
エンディングで意味が分かりました。

おばけが欲しいものを探しているつもりが実は・・・っと、
なんだかお盆を彷彿するエンドでした。
……………………………………………………………………………………………………………
●no6.勇限会社　勇社　作者：OPUWA
●めっちゃよかった
新しいゲーム性！会社ネタ！
全員が名刺を常備して自己紹介するのがおもしろかったですｗ
チュートリアルやスタッフロールまでゲームで動かせるのもにくい。

中盤以降、話が難しいというか会話が少し冗長に感じたので
上手く調整してもらえたら、物語にもっと浸かれたかも・・・と思いました。

●めっちゃよかった
会社ネタが魅力的でした！
何気にシナリオもしっかり作り込まれてる…！
ブロック崩し的×RPGなゲーム性はボリューム満点でナイスでした！
装備やコンプライアンスの変更などなど、斬新で夢中になれました。
チョウキ市でのイベントは最高にかっこよかった！
素敵だ！

●めっちゃよかった
オープニングからエンディングまで始終ブロック崩しのスタイルで
とてもスタイリッシュでした。
アイデアすごいし、それを実現する技術もすごいって感じました。

ストーリーは会社をテーマにしている事もあってか
敵なのにきちんと名刺交換したり、ファンタジーな世界なのに「ビジネス」って感じで、
その統一性がよかったです。

キャラの考え方や技術が現実路線で始終一貫してる点もとてもよかったです。
難易度も適度で気軽にプレイできました。

●めっちゃよかった
難易度「社長」でクリア。
ブロック崩しにいろいろな要素が山盛りにされた本作だが
これといって破たんしている部分もなくなくきれいにまとまっている。
回避しきれない攻撃も多いが、やられる前にやらせるデザインか。
自分はコンプライアンスは稼ぎ特化にしていたが、
救済用のものもあり幅広い腕前の人が楽しめそう。
会社経営ネタに絡めたストーリーも楽しめた。

●めっちゃよかった
要領をつかめばつかむほど面白くなっていく奥深さのある作品になっていたと思います。
ストーリーも異世界に現実世界らしさを持ち込んで
化学反応を狙う最近の流行りのパターンを用いつつ、
独自性もしっかり出している良好な仕上がりでした。

唯一気になったのは、装備関連のメニューの見易さ。
買い物や装備変更の際、各装備品の性能を比較しやすく出来ると、
より遊びやすく入り込みやすくなるのではないでしょうか。

●めっちゃよかった
ブロック崩しを思い出させるようなゲームで楽しめました！
難易度は「部長」でプレイしましたが、難しすぎず簡単でもなくちょうどよかったです。
opとedもああいう流し方があるんだなぁと感心しました。
先頭前の名刺を渡すシーンなども個人的に大好きでした！
……………………………………………………………………………………………………………
●no7.常夏の世界と異界の悪霊　作者：Two
●よかった
無敵時間が存在せず、ステージやボスによっては連続被弾で
そのままライフがゴリゴリ削られて瀕死ないしゲームオーバーになる場合があるのが
気になったくらいで、最終的にはEXボスの撃破に至るまで楽しめました。
ラスボス第二形態にはガッツリ攻撃を加えられるタイミングがあるので、
難しいけど決して無理ではない絶妙なバランスに仕上がっていると思います。
ただアクションに慣れてないと厳しいかも。

●めっちゃよかった
大体３０分くらいでクリアできました。
各ステージのボスがそれぞれ色んな攻撃を仕掛けてくるので面白かったです。
そしてラスボスがかなり強敵で手応えがありました！
エクストラステージボスのでかいサイクロンには苦戦しましたが、
何とかギリギリで倒せて楽しかったです。

●よかった
EXボスまでクリアしました。
ステージ道中は簡単かつ短い作りで、ボス戦が本番といった感じですね。
主人公が割とタフな上に、一部のボスは回避が難しい攻撃をしてくるので
ゴリ押し上等になっちゃってる部分があるのがちょっと惜しいかなと思いました。

終盤のボス戦はなかなか手ごわく、熱い戦いが楽しめました。
手軽にプレイできるいいアクションゲームでした。
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
操作方法（キー）はシンプルで、ジャンプも加速等は考えず大きく飛べる点は
アクション苦手な私にとってありがたい処置で快適にプレイできました。

水中や火山等、各ステージごとに用意された仕掛けが楽しかったです。
ステージはサクサクプレイできました。
そして各ステージのボス、手ごわかったです。

●よかった
後半のボスはなかなか手強いですね。
苦戦しながらなんとかラストまでたどり着きましたが、ラスボスで無念、心が折れました。
でも、分かりやすくシンプルに楽しめる作品に仕上がっていて、十分に楽しめました。
……………………………………………………………………………………………………………

テーマ「おばけ」感想 no1～7

●no8.夏暁の空 （なつあけのそら）　作者：マテリアルベース
●めっちゃよかった
天馬かわいいというか、かわいそうというか…
割と酷い目に遭っているのに優しいやつなんですね。
しんみりと温まる良いお話でした。

●めっちゃよかった
どこか切なく温かい物語でした。
夏の情景を思い浮かべ、奥ゆかしさを感じる世界観に引き込まれました。
セミの声など、演出も引き立って素敵でした。
天馬くんの運命を変えたくて奔走する主人公でしたが、
実は天馬くんの導きだったという展開は心にジーンときました。
主人公には強く生きて欲しいです。

死に場所を探していた時点で天馬くんの導きがあったのか？それとも・・・？
この村を選ばなかったら？・・・と想像が止まず二人の出会いが運命的に感じました。
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
田舎でまったり暮らしながら生きる希望を見出す感じのゲームかと
勝手に思い込んでいたのですが、
意外にがっつりとストーリを見せる感じで意表をつかれました。
純粋に引き込まれて面白かったです！
プレイ時間が短くお手軽に出来るところも良かったです。
個人的には雰囲気も好きなので、
お祭りの日までにもっと色んなことをして天馬くん達と遊んだり絆を深めたりしたい欲が
出てきちゃったりもしましたが（笑）
何はともあれ充実した時間を過ごさせて頂きました！
そして、最後は泣きました＞＜。
子供の純粋な自殺に対する疑問の言葉など胸に響いて大変でした！
素敵な時間をありがとうございます！これからも頑張ってくださいね。応援しています＾＾

●めっちゃよかった
とても深いシナリオで、よかったです。
目を瞑ればあちらの世界に行けるはず、だから天馬にもさせる。など
一見茶番のようなやりとりが必死さをうまく表現していて、心にきました。

●めっちゃよかった
色んなフリゲをプレイしてきましたが、短い時間で「ウルッ」っとくる作品は初めてでした。
シナリオや絵もとても素晴らしかったです！

●めっちゃよかった
グラフィックの子供たちの立ち絵がかわいい♪
過去と現在の村の様子を探索して見比べることができて、楽しかったです。
そして最後は、良い映画を観終えたような心地よさに浸れました。
素晴らしいADVをありがとうございました。

●よかった
子供達がかわいかった。
自分が死んでしまいたい気持ちでも人を助けてあげたい。という気持ちは、
色々矛盾を抱えているけど、とても共感できた。

●めっちゃよかった
第一印象は暗いなーでしたが、最初から最後までプレイして共感する面もあり、
感動しまくりました！いいお話！
不思議で、切ない演出がとても素敵でした。
本当、毎日同じ事の繰り返しと思うのは自分のせいか…そうかもなぁ。

●めっちゃよかった
たいへん楽しませていただきました。ありがとうございます。
マップも綺麗で、キャラの立ち絵もかわいい。
そして、話の先がどんどん気になっていくものでした。ありがとうございました。

●よかった
温かさと熱さを併せ持った作品ですね。エンディングの一枚絵が凄く良かったです。

……………………………………………………………………………………………………………
●no9.あの夕陽が沈む刻　作者：ムトト
●よかった
心にくる物語でした・・・。
テキストによる情景描写、心理描写がとても巧みだと思いました。

●よかった
最後まで読ませていただきました。とても良いお話…！
自分の周囲にも精神疾患を患っている方がおり行動や症状を見てきたためか
共感する節があり、頷きながらプレイしていました。
正義が和夏の事を思いやる行動と心を開いていく和夏が微笑ましかったです。
優しい幽霊だな～

●めっちゃよかった
ひと夏の出会いといった感じで
最初は主人公が恋愛するのかなーっと思ってましたが
いつの間にか相手の視点に移り、ヒロインを勇気づける形になり、
新しい一歩を踏み出していく感で終わったのがとてもよかったです。
したいのに出来ない・・・他人から見れば、なぜ出来ないか理解できない・・・という、
もどかしい気持ちが伝わりました。

●よく頑張りました
ご自身の経験をもとに、精神疾患というテーマを情熱的に表現されているのは、
素晴らしいことだと思います。（思い出したくない記憶と向き合う必要もあったでしょうし…）
自分も、精神的に不安定だった時期、身体が思うように動かない経験をしています。
だから、余計にそう思います。
ですが、それと同時に、もっと効果的な見せ方があったのでは…という残念さも
正直強く心に残りました。
精神疾患というテーマとそれにまつわるメッセージが前に出過ぎていて、
プレイヤーに作品の受け取り方を押し付けてしまっているように感じました。
その点が勿体なかったです。

●めっちゃよかった
話がよかったとか、演出がよかったとか、扱っているテーマがよかったとか・・・
そういった理由では表現できないよさがありました。
作者さんの秘めたる思いが伝わる作品、大好きでした。

●めっちゃよかった
自分がノベルゲームを読むモチベーションとして、
知らない世界への興味関心、知識欲というのが大きいのですが、
それを満たしてくれる作品でした。また、入口はそこでしたが、
温かい心の交流や、一ひねりある展開により、
物語自身に引き込まれ、ほろりとさせられました。素敵な作品をありがとうございます。
……………………………………………………………………………………………………………
●no10.ななしのおろち　秋　たっぷりお試し版　作者：義弓くー
●よかった
読み応えのあるボリューム、ハラハラ感・・・
あまりノベルを読むことがないので、新鮮で、おもしろかったです。
序盤のホラーと後半のバトルとで雰囲気が違い、ギャップ強すぎるかな・・・と思いました。
特に、序盤ビクビクしてた手のシルエットが、
後半「浮遊手だったんです」は、ちょっと肩すかしというか。

●めっちゃよかった
携帯テレビの怪異をめぐるNOV。
前半はひたすらホラー、正体が判明してからの後半は
その怪異とのバトルものになる二段階の要素が詰まった一作。
お試し版ですが、本編の謎はほぼ解かれているので十分楽しめました。

前半は本当に何が起こっているのか分からなくて
怖かったというか、不気味だったという表現があう。
何かわからないけど追いかけてくる。
よくわからないものに追いかけられている。
とりあえず逃げ切れたと思っても、安心できない感じが表現されてて
一体何が起こってるんだ？　とハラハラしました。

人間の怖さっていうのも少し書いていたのも印象的でした。
嘔吐した後の緑苑坂さんに対する周りの人たちの反応が
ああ・・・現実だとこうなりそうだな　ってなるものもあって。
ただ、優しくしてくれる人もいるのが救いでした。
彼女たちは他作品のキャラかなって気になります。

で十三階段さんが出てきてからはいろんな謎がハッキリしてきて
テレビに映っていたのはそういうことだったのかと納得。
その後、その怪異とのバトルものになる。
怪異の正体を探りながら　どういう手段で攻撃してくるのか
どうすれば攻撃が効くのかを考えながら戦う展開で
結構女の子だけど格闘も多いです。
視覚的に敵味方を入れ替える攻撃には驚きました。
十三階段さんだけでなく、緑苑坂さんも協力してる感があって
徐々に夕方から暗くなってくる雰囲気も良くて
後半の展開は結構見どころが多かったです。

怪異と戦うっていう点で物語シリーズや虚構推理などが
好きな人がプレイすると楽しめると思います。

●よかった
ホラーゲームで最も重要な演出面がしっかりしている作品でした。
明るい日常パートからのギャップで恐怖感が増強されていたように思います。
……………………………………………………………………………………………………………
●no11.夏幽霊 -ナツユーレイ-　作者：外神ミヤコ
●よかった
一番ホラー要素が強そうだな～・・・程度でプレイしてたら、
思いの外怖くて心臓が痛くなりました。光と闇の演出が見事。

●めっちゃよかった
なんか知らんけど追っかけてくる非常に迷惑な幽霊と、
町は暗くて広く、全貌が掴めない感じで怖くて楽しませて頂きました。
しかも何かモデルになった町があるようで、それが一番怖かったです。
エンディングも絶望的で、頑張ったのに救われないなんて酷い…

…からの二週目ぇぇ！
腹を抱えて笑いました。

●めっちゃよかった
怖いっす！！！！
あの窪んだ目と口の顔ドアップが怖くて捕まる度に目を閉じて凌いでました（笑）
それにしても何故スイカを持って追いかけてくるんだろうと疑問で仕方ない。
2周目のラスト展開はアツくて良かったです。
きっと誰も予想できなかった展開。
最初にあった怖さも吹き飛びました！

●めっちゃよかった
怖いという噂で恐る恐るやってみましたが、怖かったです。
２周目のオチには笑いましたがｗ

●めっちゃよかった
本当に怖いゲームでした。
ホラーゲームの少ない今回のフリゲ展ですが
本格的なホラーで、心臓バクバクしながらプレイしました。

とにかく演出、イラスト、BGM全ての構成が恐怖を煽り
追いかけられるゲームシステムは焦りを生んで、恐怖倍増でした。
ストーリーも短くまとめらていて、夏幽霊がどういう存在なのかも分からないままと言うのは
まさに怪談らしい怪談で、それがより一層のホラー感を出していました。

と言うのは、一周目の話で、二周目のギャップには別の意味で驚きました。
正直、二周目は怖くてやりたくないという気持ちが大きかったのですが
勇気を出してプレイして良かったと思います。

二周目最後のあの急展開には笑わずにはいられませんでした。
エンディングの夏幽霊のダンスは可愛かったです。
一周目はホラー、二周目はギャグと一つのゲームで二度楽しめる内容となっておりました。
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
すっごく怖かったです！
そう、クリアして二週目の最後までは‥
二週目の最後急に熱い展開になって怖さがふっとんだので
二週目をやって本当に良かったと思いました！
ただ、謎解きは頭及ばずで解けませんでしたが！
２つの意味で面白いゲームでした！

●めっちゃよかった
主人公が友達の家に遊びに行った帰りに、夏幽霊というのに追いかけられるッて事か。
最初見た時メッチャビビったけど、何かだんだんゲームが面白くなってきて、
捕まった時も、顔が二通りあるみたいで、あと、何か面白くなって、
あー、また捕まえやがって！
逃がしてくれてもイイじゃないか！って喋りながらプレイしてました。

顔、最初は恐かったけど、もう慣れました♪
あと、いきなり道路から湧いて出て来た時ビビったけど、
いつも同じトコから湧いて出ないようだ。
あと、原因不明だが、避難所に入ってても捕まえられた時があった。
おそらく、入ったのと捕まったのがほぼ同時だったんだろう。良くワカランが・・・

あと、凄いッていうか、メチャクチャ大きい衝撃を受けたのが、
主人公が夏幽霊に初めて会った時なんですね。
顔がチョッと怖いだけで、あと、スイカ持ってて、なんだ、これくらいなら怖くないや。
そう思ってた…んですけど、次の瞬間、画面に大きく顔が出て、
恐怖でパニックになっちゃって。
でも、これって、言い方変えればゲームの中の事だから、
リセットとか押せば怖いの見ないで済む。
だけど、パニック状態になったけど、何とかして逃げないとって思って、
主人公を必死で操作して、
途中、どう動いたかも分からずとにかく逃げまくりました。
パニックというとおかしいですが、そんな状態にプレイヤーが陥って、それでも、
何とかしてゲームの中の主人公を逃がしてあげたいという気持ちが勝り、
いつの間にか少しばかりですが落ち着きを取り戻してたというか、
言い方を変えるなら、メッチャビビッたけど、楽しかった？のかなって。

で、20回くらい捕まりました。
実は、まだ遊んでる途中なので、まだまだ捕まるかも知れませんけどね。

●めっちゃよかった
えーっと正直に言います。

注意書きに、
※ビックリ演出がありますので、苦手な方はご注意ください。
と書いてあったのにも関わらず、フリゲ展の量が多くてその注意書き覚えてなくて…、
そのままなんかランダムに選んでなんの心構えもなくプレイしたんですけど…

深夜にプレイしていたらあまりの怖さにお布団に潜り込んで泣いちゃって、
色々ぐちゃぐちゃにしちゃいました＾ ；^

しかも恐怖心から落ち着いたらパソコンが再起動されてまして…
(windows updateと被りました。つまりAM3時にプレイしてました)

パソコン再起動までホラー？と暫く悩んでて。
偶然なんですけど、そこも凄いホラーを感じたという、
なんか色々やらかしちゃった夏のいい思い出になりました。

私ホラー映画とかお化け屋敷とかそういうの恐くて行けない娘なので、
なんか新鮮な想い出でした。ありがとう！
……………………………………………………………………………………………………………
●no12.海の底からの呼び声　作者：ヴィズ
●よかった
スクリーンショットを見て、読み物を想像してプレイを始めたら探索ゲームでした。
女の子が和気藹々と、たまに怖い描写もありましたが、
ノリで進んでいく感じがよかったです。
人外好きにはたまらない、のでしょうか。

●めっちゃよかった
「海の底からの呼び声」クリアしました！
誰もがやることだと思いますが、ゾンビ踏みまくって遊んでました。
妖精のクレシアだと踏めないのが芸が細かい…
あと水の上飛べるのがすごい楽しかったです。
プレイキャラによって行動範囲が変わるのはとってもいいと思います。
こういうの大好きです。
テーマが「おばけ」だけあってか、
ホラー時の音楽チョイスが素晴らしいと思います。耳がぁ耳がぁ…！
また、特質すべきは短編とは思えないほどのＣＧ（1枚絵）の多さ。
ドット絵だけでは表現できない細かい動きとかを表現していてとても良いとおもいました。
改善点を1つ挙げるとすれば、チェックポイントが少し見えにくかったので、
もう少し大きいアイコンにすれば見えやすいと思います！
カザグルマちゃんかわいい。植物娘注意？我々の業界ではご褒美です。

●よかった
総当たり探索ゲーで、独特な雰囲気がよかったです。

●よかった
女の子四人パーティのにぎやかな雰囲気と、
冒険の中で遭遇する亡霊たちのひややかな空気の対比がとても魅力的でした。
章立ての物語の先が気になって、のめり込むように最後までプレイしてしまいました。
突然のおどかしだけでなく、じわじわと周りから取り囲んでくるような恐怖表現もあり、
全体を通して適度な緊張感を保ったままプレイできたように思います。
欲を言えば、3章の探索マップが全体的に広く、
移動速度が速いとはいえ何度も行き来するのが
ちょっと大変だった・次に調べればいいオブジェクトが
あまり目立たないためわかりにくかったかな、と思います。
(最後の目標に通じる仕掛けを解くために20分くらいマップをさまよっていました)
四人の過去、そしてこれからがどうなっていくのか、
もし続編があれば見てみたいなと思いました。

●よかった
既存のジャンルにこだわることなく、
物語に沿う形でゲーム性を付加していったような作りに好感を持ちました。
主人公キャラクターたちは皆魅力的ですが、強いて一人挙げるなら、
カザグルマと一緒にいるときのお姉さんなリリアが好きです。
……………………………………………………………………………………………………………
●no13.デッドラインのその先で　作者：cocotori
●めっちゃよかった
頑固で不器用な父親と思春期の娘。
父親に反抗してばかりで暴言も多く、ケンカが絶えない。
しかし、そんな父親がある日突然事故で死んでしまったら…？
仲直りすることができなかったら…？
この手のお話はよくありますが、見かける度に涙腺が緩みます。

自分が今まで邪険にしすぎたせいで、父は死んでしまった。
仲直りもできないまま死んでしまった。
そんな後悔と罪の意識に縛り付けられた娘を救うために
死してなお、幽霊になっても奮闘する父親のお話です。
ストーリーを追っていくゲームですが、その過程でパズル要素が出てきます。

このパズル要素は現世（ゲーム上では現し世）と幽界という2つの世界を行き来して
目的地まで進むというものです。
現世では進めない場所も幽界なら進める。
幽界では進めない場所も現世なら進める。
この2つの世界を切り替えながら攻略していくということが、
まさしく幽霊である主人公と物語に合致していてすごく良かったです。
パズル自体もそこまで難しくないので、クリアもし易いと思います。

cocotori様自作の挿絵もあり、惹きこまれるゲームでした。
ありがとうございました！

●めっちゃよかった
めちゃくちゃ感動しました。
主人公（父）と娘の親子愛を描いた物語で
事故の記憶や背景が徐々に明らかになっていき、
キャラの心の動きに引き込まれて一気に最後までプレイしました。
表と裏の世界を行き来しながら娘を守るお話の中で、
すれ違いと誤解の解決、最高のシナリオでした。

素敵なゲームを本当にありがとうございました！！

●めっちゃよかった
長くなりがちなストーリーを非常に丁寧にまとめていると思います。

●めっちゃよかった
おっさん主人公が、とってもイイ味を出してました！
娘のことをひたすら思い、残された時間の全てを娘のために行動する・・・
その姿に心打たれました。
シナリオ的には、ハンカチの使い方が好きです。主人公が、娘からは見えず、
会話もできないという制約がある中で、娘とつながるツールとして
ハンカチのおばけが上手く活かされていると思いました。
そして、ラストシーン。幽霊の主人公が、成仏するカタチとは一味違うカタチで、
ハッピーエンドを迎えるというのも面白かったです。
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
2つの世界を切り替えながらすすむパズル感覚の探索システムが楽しかった。
お話も重い内容ながらコミカルに謳いあげており、じんとした。

●めっちゃよかった
涙腺に攻撃してくる系と聞いていたので、心構えさえ出来てれば耐えられ……グワーッ！
喜一郎のキャラ造形がチャレンジング且つ巧いと思いました。
一歩間違えばプレイヤーに嫌われそうなキツい・ズレた言動を繰り返すけれど、
結果的にそれが感情移入に繋がっているという。
なかなか真似出来そうにありません。絶妙です。
パズル面はシナリオ進行欲を阻害しない程度の難度に抑えられていて、
そこも好印象でした。

●よかった
喜一郎とお化け、メストレスの会話がゆるくて面白かったです。
なんだかんだ親子愛だなぁという終わり方で良かった。
涙ちょちょぎれました…（；ω；）

●めっちゃよかった
作中の親子関係にいろいろ重なるものがあったので、
中盤から半べそ状態でプレイしていました。
喜一郎さんの不器用な親心や、留亜ちゃんの
ひそかな罪悪感、日常でのすれ違いなど
共感できる部分も多く、それだけに最後のシーンでは盛大にもらい泣きしてしまいました。
親子どちらにも希望のある終わり方で、
後味もとてもよかったです。

ゲーム部分も、ふたつの世界を切り替えて進むパズル形式が面白く、
すぐ進めるかな？と思った箇所で
手こずったり、どうやって行けばいいんだ…と悩んだ時に少しずれた地点に立ってみると
すんなり解決したりと、あれこれ試行錯誤するのが楽しい作りでした。
ボリューム・難易度ともにちょうどよく、最後まで快適にプレイできました。

エンディングを見た後、ひさしぶりに実家に連絡してみようかな、
親の顔を見に行こうかな、そんなふうに思えるほのぼのとした素敵なゲームでした。
この夏にプレイすることができて、とても嬉しかったです。

●めっちゃよかった
易しいけどちょっと頭を使うパズル、親子・メストレスとの会話、どれも楽しめました。
終盤の急かされる展開はひたすらハラハラして、ラストもぼろぼろ泣かされました。
とても面白かったです。短編ですが綺麗にまとまってました。

●めっちゃよかった
雰囲気とテンポの良さに最初から引き込まれてしまいました。
ストーリーと攻略とワールドマップの3面の切り替えがすごく良くて、
いいリズムで攻略を進められました。何よりパパンが面白いし親父くさかったです。
ラスト、涙がでました。
あー！すごかった！

●めっちゃよかった
完全に泣かせに来ているこの物語。
娘を守りたいという強い気持ちが、シナリオの節々から伝わってきて感動しました。
やはり不器用キャラはいいですね！( ^ω^ )
シナリオが感動できることはもちろんの事、
通常の世界と幽界を行き来して進んでいくシステムが斬新で面白かったです！
2つの世界を行き来するためパズル要素があり頭を使いますが、
難易度は比較的やさしめになっており
パズルが苦手な人でもクリアできるよう調整されていました。
ギャグもさえていて、「おデ部」には笑わせていただきました！

●めっちゃよかった
プレイして最初の感想は、「主人公歳のわりにジジイすぎない？」だったのですが、
進むにつれて味わい深さが増していくシナリオで、
最後の方は細かいところは気にならないレベルで作品に引き込まれていました。
良いお話でした。
反抗期の子や子供との距離感に悩む親御さんにやってもらいたいなあ、これ。
緩めにでも制限時間つけると、ゲーム性は向上すると思うんですが、
フリゲのわんこそば大会のようでもあるフリゲ展への出品作なのを踏まえれば、
制限時間なしにしたのは好判断だったと思います。

●めっちゃよかった
親子の不器用な、愛情。父親と、娘だと尚更不器用になりますよね。
「親の心子知らず」とは、まさにこのゲームにあてはまるな、と思いました。
死んでしまってからのゲームって珍しいなと思いつつ、
お父さんが残された時間を全て娘の為に使うと言うので、
その時点でもう本当に娘さんが何よりも大切な存在何だな、と感じました。
ゲーム自体も世界を行き来して、
おばけに手を貸してもらっていくと言う斬新なシステムで、
パズル感覚で楽しませていただきました。
最後のあたりでは涙腺が壊れました。
娘さんが、お父さんを失った悲しみをしっかりと乗り越えて。
これから幸せになれると良いなと思いました。

●めっちゃよかった
ストーリーが物凄い感動！もうすっごい泣けましたー！
…というのはこの作品だとみんな多分書くと思うので…。

泣けるのは本当なんですけど、『プレイ時間１時間の量によく収めたなぁ』、
というのが印象的でした。
長編で号泣するフリゲはよくあるんですけど、
１時間のゲームでここまで凄い感激ってあまりないので…。

感情移入を誘う所から、心を動かすところまで、
ゲームの創りにしても文章にしてもイベントにしても、
まとめ方、丸く収め方、完成のさせ方が要領いいと思いました。
……………………………………………………………………………………………………………

テーマ「おばけ」感想 no8～13

●no14.いずれまた森になる　作者：おばけ＆時雨屋
●めっちゃよかった
マップが素敵です。
この素敵なマップで表現された、寂しい世界で、
コミカルな腹話術人形(？)が語るというのはすごい組み合わせだと思いました。

●よかった
「いずれまた森になる」プレイしましたー。
美麗なマップに儚げなストーリーがなんともいえず。
あっ、こんなところで言っていいのかわかりませんが歩けてはいけないところを
いくつか発見いたしました。（調べられる教会の像など）
それくらいいっぱい見てまわりたくなる世界でした・・・！
（おもしろいおまけも見ました！ｗ）
小旅行紀のようなゲームだなぁと思いました。
素敵な作品をありがとうございますっ。

●よかった
終末的な世界観が特徴的で、上手いなぁと思いました。
もっと広く世界を歩いてまわりたかったです。

●めっちゃよかった
公開前から気になっていて一番最初にプレイしました。
クリア後に思わずため息が出るほど儚くも美しい世界観と、
それを表現する美麗なマップが素晴らしかったです。
ストーリーも綺麗にまとまっていて、終わってみればなるほど確かに「おばけ」だ、と納得。
ぬいぐるみ達のコミカルなキャラクターのおかげで
話が暗くなり過ぎなかったのもよかったです。
要素のすべてが綺麗にまとまっていて、
短いながらも非常によいゲームでとても楽しめました。

●めっちゃよかった
人がいない荒廃した世界を一人の『男』と人形とで巡るストーリーです。
なぜこの世界が荒廃してしまったのか、
この『男』が何者なのかは進めていくうちに明らかになっていき、
同時に彼の中にある深い哀しみも見えてきて、すごく切ない気持ちになりました。
荒廃した世界もおばけ様の美麗なマップで演出されてて、すごく引きこまれました。
以前、時雨屋様の別作品をプレイしたことがありますが、
その作品と同様にこの作品も「自分自身もその世界にいる」という感じがして
すごく好きです。
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
雰囲気に呑まれるゲームでした。
シリアスかと思えば割とコミカル。しかし打って変わって……
そして進んでいく内に、「何が起こったのか」わかるのだ。

すべてプレイし終えた感想は「ああ……切ないなあ」
冒頭のコミカルもセンチメンタルさに拍車をかけてます。
オチについては、匂わせるような描写が多々あったので、
最後の展開には何となく予想ついてましたが、
段々それがわかってくるからこそ切ないものをひしひしと感じます。
この世界観の表現、見習いたいです。

●よかった
すごく意味深に始まりこれからどんなシリアス展開が・・・！？と歩くと
ぬいぐるみの登場で「！？！？」と驚愕。
マップ内に情報量が多いのに歩きやすく、
調べるところがキラキラしているのでこれまたとても親切でした！
（しかし気になってつい光ってないところを調べてしまうという）

猫さんと兎さんの会話に和みつつ、ああこれ主人公が１人で裏声使って
やってるんだよな・・・とかわいさに悶えていたら終盤につれて
「あれ・・・・？あれ・・・」？と・・・・。
猫さんと兎さんがいっそ別キャラだったらまだ傷が浅いだろうに
自覚して自虐してるなんてウワアアアア・・・・！とやりきれない気持ちに。
真夏の太陽の下に出たと思ったら突然クーラーガンガンの部屋に移動した！
という例えがぴったりなほど、温度差が激しかったです。

しかしこの温度差は全て１人の人物によるもの。
さまよい歩く彼の他人を求める気持ちや、自分で自分を責める気持ち、
誰かに罵倒されてしまいたい気持ち、いっそ笑い話にしてしまいたかったり、
寂しさを押し込んでしまいたかったり・・・みたいなのがあったのかも？
なんて考えると中々にぐらっと来ます。ぐっと、ぐらっと。

この先、タイトルの通り、いずれまた森になるまで彼はそれを続けていくのか・・・
と思うとまた切なくなってしまいますが、
それは彼にとって別に不幸なことではないんだよなあ・・・とも思います。
できればこの先、１つでも幸せな「変化」が彼に訪れるといいなあ・・・としんみりしました。

本当にまるで１冊の本を読んでいるような感覚です。
あっという間にエンディングを迎えましたが、読了感すごいです。たっぷり。

●よかった
マップ担当とシナリオ担当。どちらかではなく、
どちらもの力で生まれた唯一無二の世界が表現されていました。
静謐な雰囲気とアンマッチな人形2体のやり取りが
上手くスパイスになっていたと思います。
個人的にはもう少し「ゲーム」らしい面白さがあると更に良しでした。

●めっちゃよかった
世界観を彩るマップが綺麗で、特に大きな水晶が印象的でした。
個人的に、拠点が風車小屋というところがお気に入りです。
そして、道化を演じる主人公が、切なすぎでした・・・
短いながらも、インパクトのある素晴らしい作品をありがとうございました。

●よかった
絵本や童話のような雰囲気で、しんみりと楽しめました。マップが幻想的で美しかった。

●よかった
美麗幻想マップ×終末後ストーリー！ 大好物です。

●よかった
ひょんな事がきっかけで魔法の力で世界が滅ぶとは。
明暗のあるマップがとても素敵。
ひとつの愛の悲しいお話…感動しました！

●めっちゃよかった
幻想的なマップと世界観がツボでした。
話を進めるにつれて、
だんだんと主人公くんが透けていってるのが分かって、ドキッとさせられました。

●よかった
オープニングから惹きつけられる独特の物悲しい雰囲気が素敵。
マップはどこに行っても綺麗だったので、終始見とれながら楽しめました。

●めっちゃよかった
オープニングからこの世界のダークな雰囲気を感じました。
まるで小説を読んでいるかのように魅入る文章と
タイトル通り、まさに人々が築いた様々なものが
自然に還って行くその様を表現したようなマップに圧倒されました。
人形で一人芝居を始めた時は案外明るいキャラなのかなと思いながら
物語を進めていたのですが、徐々に真実が明かされるにつれて
自問自答をしていた事に気づき、最後の展開には鳥肌が立ってしまいました。
まとめ方が綺麗で、短編ならではの詰め込まれた深いお話だと思いました。
素晴らしい作品をありがとう御座いました。

●よかった
マップとお話がとても綺麗だった。

●めっちゃよかった
おばけさん製作のマップがとても美して、素敵でした。
そんな、美しくも寂れてしまったマップで男性が独り、
女性を探して人形を使って腹話術をしながら探しているのがコミカルながらも、
同時に男性以外誰も居ないと言うのを表現しているのが寂しさを感じました。
時雨屋さん独特のその世界観に自分もまた、そこに居るような感じになる程、
その世界観が完成されていたように思えます。
おまけはひどく…ひどいｗｗ
本編がシリアスだっただけにとても笑わせていただきました。
時雨屋さんのギャクが大好物です！

●めっちゃよかった
主人公がぬいぐるみを縫ったりして、廃墟とかを探索し、恋人を探す・・・
それで、何で世界がこんなになっちゃったかというと、
主人公が、恋人を失ったショックで世界を滅ぼしちまったって事か。
何か凄く悲しいと思ったし、主人公にとっては、
「恋人がいない世界＝滅びた世界」という方程式が成り立っていて、
それで感情とか暴走し・・・って事なのか。
それで、主人公自身も幻みたいなもんだッたけど、
消える事が出来ないのは、世界を滅ぼした報い・・・
それで、主人公は、彼女を思い出しながらも、
いずれまた森になる世界を見て歩き続ける・・・ってことなんだろう。
正直なところ、あまり難しい事は分からないし、言葉でうまく説明できないけれど、
とても悲しい物語だった。

ぬいぐるみを動かして喋ってむせたりするシーンとか、
暗そうな感じがした主人公だと思ったけど、
こんな一面もあるんだなッて、笑ったけど、まさかこんな傷を負っていたとは・・・
いろいろ考えさせられるトコもあった。

あと、マップが凄い綺麗だと思った。
特に、建物の中で輝く水晶とか、想像できないような世界でありながらも、
とても美しく見えたから・・・上手く言えないんですけどね。

最後の方で、彼女の霊？と会えたシーンが、何か、良かった。
感覚的にそう感じたので、言葉に出来ないで申し訳ないが、プレイして良かったです。

●めっちゃよかった
プレイ時間は、約32分でした。
マップがとてもきれいで、ずっと探索していたくなりました。
地の文やセリフが読みやすく、短いプレイ時間にもかかわらず、
一気に物語の世界へ引き込まれました。

男の歩行グラフィックが物語の展開に合わせて
変化しているのに気がついたときは驚きました。

ただ、表示されている地の文の消滅が早すぎて読み切れない部分がありました。

美しいマップと悲しい物語がとても合っている作品でした。
……………………………………………………………………………………………………………
●no15.魔剣を継ぐモノ　作者：七進法
●よく頑張りました
雰囲気、システム等大変気になるゲームですが、
途中から進めなくなってしまいます。
クリアできた方いらっしゃいますか・・・？

●よかった
出現する選択肢の回数が決められているノンフィールドRPG。
ゲームオーバーがなかったり
一度戦った敵のHPが減っていたり斬新な要素が組込まれている。
クリティカル無視攻撃のタイミングでボスとエンカウントするなどの戦略性も。
OP演出や冒頭の会話にワクワクした。

●よかった
敵を攻撃するとHPが減るという、不思議なゲーム。
最初、それを上手く理解できてなくて、何でHPが減るのか分からなかった・・・

それでどんどん進んでいくわけだが、
主人公？が倒されても、他のキャラが戦うッて事なのかな。
それで、敵をどんどん倒していくトコが面白かった。
それから、敵と戦うだけではなく、酒場に行ったり宝箱開けたり、
コマンドが気に喰わないならアイテム使って宝箱出したりとかも面白かった。

敵のHPゲージや残量が出てたので遊びやすかったかも。

●よく頑張りました
システムも設定もとても面白そうなのですが、
既に他の方からも報告があるように、途中で進行不能になってしまいました。
何度かやり直したのですが打開できず。こちらの環境によるものかもしれませんが……。
進行可能な状態でプレイできる機会が訪れたら、是非再プレイしたいと考えています。
……………………………………………………………………………………………………………
●no16.サマーライズ　作者：ＨＩＤ
●めっちゃよかった
フリゲ展春の「サクラテンション」が大幅にボリュームアップして帰ってきたのが
嬉しかったですねー。
精霊4人+αの会話もなかなか面白く、海の家の経営とその成績のシステムもちょっと
ドキドキ感があって良かったです。
戦闘は序盤は軽めでしたが、話が進むにつれ雑魚でも油断すると全滅しかねないレベルに
持って行ってるあたりも好感が持てました☆

●よかった
「サマーライズ」クリア。
経営フェーズはスキル習得だと最後の最後に気付いた。
キッチンとホールばかりだと物理スキルを全然覚えないわけだ。
来店者数の意味はよくわからなかった……
（習得経験値とかだったのだろうか）
ゆるいストーリーや顔・敵グラからかもし出されるほのぼの感が楽しめた。

●めっちゃよかった
精霊たちの海の家の物語！！
シフトによってキッチンやホールのレベルが上がって
スキル習得するシステムが斬新でした。
最大レベルが１０で、もう少しレベル上げたいなーっと思いつつ、
そのレベルでラスボス倒せる指標になって、
ザコ戦逃げてストーリー進行に専念できた点がとてもよかったです。

みんな可愛くてとっても和みました！
……………………………………………………………………………………………………………
●no17.ユーレイちゃんと剣士くん　作者：アオイマツリ
●よかった
ロートとサニィちゃんのやりとりにほのぼのしました。
屋敷に最初入った時ボロボロだったのに
最後まで気付かないなんてロート鈍感すぎじゃないか…

●よかった
いい感じにほのぼのしておりました。
主人公のバカと少女の未練とお姉さんのケチが何故かうまいことハッピーエンドに！

●めっちゃよかった
こりゃ、面白かった。あと、ジーンときたシーンとかもあった。
10分くらいで終わったが、主人公が、オバケ退治をするんだけど、
成仏させてしまったので、報酬なしなのか・・・
だけど、オバケは女の子だろ？しかもメッチャ可愛かった♪
それを、退治だなんて、主人公なら絶対できないだろうって思いながら遊んでました。
女の子の為に、料理をしたり、テーブルや暖炉の上に飾り付けしたり、
主人公が、困ってた女の子を助けてあげるッていう優しさとか、心に残って、
これ、ホントに、プレイして良かった。
なんか、見てると優しい気持ちでいっぱいになった。

●めっちゃよかった
作品が全体的にかわいい！
お話もかわいいし女の子も可愛いし主人公の性格もかわいい。
作品として、まとまりがあるからか、プレイ後が気持ちよかったです
……………………………………………………………………………………………………………
●no18.おばけくんを探そう！　作者：れどみ
●よかった
緩かった。おばけくんを見つけた時ニンマリしてしまった。かわいい。

●めっちゃよかった
オバケを探すんだけど、もう、一瞬と言っていいくらいで終わったけど、
何かそれはそれで楽しかったし、オバケも可愛らしかったから、なんか、良かったです。
一発で見つかるとは思わなかった・・・

●よく頑張りました
ゲームよりもエンディング（スタッフロール）の方が長いってどういうことだよ！笑

●よく頑張りました
ゲーム制作しはじめた頃を思い出しました。
ここから先、別のマップを追加したり、タンスの次に棚を調べて・・・などフラグを利用したり
オバケ君が罠を仕掛けて待っていたり、外に出て行ってしまったり。
少しずつステップアップしていけば、ゲームがどんどん楽しくなっていくと思います。

●めっちゃよかった
本当にめちゃ簡単でした。
見つかったおばけくんのノリと容姿が可愛かったです。
お手軽な感じで、こういう点がフリゲの良さだなーっと感じました。
……………………………………………………………………………………………………………
●no19..廃墟は囁く　作者：STUDIO KOALA
●よかった
ホラゲの雰囲気ばっちりでした。
キャラが良くて音にドキドキしたり、なんでエレベーター動くのと思ったら
監視カメラがあったりでちょっとテンションあがりました。
カギ探しはかなり死にました。心折れました。
が、50回も死なない間にはクリアできたと思います。青鬼より死にました。
ダクソぐらい死にました。でもそれをクリアしてからの達成感を残したまま、
最後のイベントに進めたのですごく満足しました！

●よかった
あとがきに粗末と出ていましたが、ちっとも粗末じゃないし、
手軽に楽しむ分にはちょうど良いくらいに怖かったです。

●よかった
最後に泣いた　敵の視界広すぎ…

●めっちゃよかった
キャラクターが可愛かったので大丈夫かなーっと思ってプレイしましたが、
エレベーターから襲われるシーン等、ドッキリ要素にかなりビックリしました。

廃墟の探索、かなり雰囲気出てました。
謎の声は最初幽霊なのかなと思ってましたが
まさか生きた老人とは想像できませんでした。

クイズやカギ回収はかなり苦戦しました。
特にカギ回収はカギを集め終わる前に殺人鬼に見るかると確実にアウトでしたし、
カギの配置も毎回変わったので試行錯誤の連続でした。
だからこそ、集め終わって逃げ帰った時の達成感半端なかったです！

最後の選択次第で、どちらか確実に死ぬのではと
最後までハラハラしました。
自分を選ぶ事で３人仲よく部活を続けるエンドになりホッとしました。
……………………………………………………………………………………………………………
●no20.ダストボックス　作者：meigin
●めっちゃよかった
迷うことのないオートで進む一本道を、
さらにステージにわけるところがゲームらしくて良かったです。
成り行きで話が進んでいくのも、
大体いい方向に話が進むので変にハラハラせず冒険気分で楽しかったです。
四人パーティで慣れて、二人になる時だけは戦力的にハラハラしましたが・・・ｗ

●よかった
基本的には強い技でひたすら押していけばいいので、
やや単調ではあるのですが、言葉には言い表しづらい独特のテンポがクセになって、
いつの間にか最後まで遊んでいました。
ヒャッハーな方々を主人公に据えるというのも、なかなかエッジが効いててよいと思います。

●めっちゃよかった
敵が出るマップは、自動で一直線に向かう。
そんなの見た事が無いから、面白いシステムだなッて・・・
あと、ゲームオーバーにならず、アジト？に戻されるので、それも良かった。
あと、行列で文句言ったジジイがまた後ろから並び直すのかわいそうだった。
女の子とウナギを食べに行く時、ボッタクリなの笑った。
現実にあんなのされたら僕なら怒るだろうけど、
それで、割り勘で注文して半分しか喰えなかったって言ってたシーンとか、何か面白かった。

あと、最初の方で、女の子に、その足で蹴ってくれみたいなのを言ってたの見た時、
マジかよ！？ッて思ったけど、
その後、女の子がコワい事を言う・・・っていう、そんなやり取りとかも面白かった。

クリティカル時に、序盤でも5ケタとかビビッた。戦闘毎にMP回復してるっぽいので、
それはそれで良かったし助かった。
あと、終盤になるにつれ、レベルが一気に上がったり、
ダメージも会心で6桁とか行って、最初はビックリだったけど、
だんだん、それも慣れてきた。

とにかく、スキルを使ってごり押しなトコが良かった。
ここまで凄いの、見た事ないから、とにかくすごいッて思った。

で、最後、ごろは彼女と結ばれた・・・ッて事か。
ネットの情報（ツイッターだッたか？）で、
ラスボスが一撃で倒せるってあったので気になってたが、
僕の時は2ターンかかった。
最後は、台風を倒してやるぜってなって、何かすッごくビックリした。
あと、スイカを押収した奴らを倒す時とか、
強いのかと思いきや、4人目の術で一掃だもんな・・・

人魚戦は、みんな一撃だったし、
人魚がスイカを好きっていう設定とか、想像できなかったし、
スイカをあげる事で水上移動を可能にするとか、いつの間にか仲良くなってて、
最初は、人魚の話を聞いた時、武者震いだとか言ってたけど、
実際に人魚見たら、怖そうでもなかったし・・・
なんていうか、怖そうなのが出るのかなッて思ってたから・・・

ステージによってはボスがいたりするのも面白かった。
でも、一番ビックリしたのは、ダメージの数値が半端ないッて事です♪

●めっちゃよかった
どんどんレベルが上がるので爽快！
回復手段に乏しいけど、ダメージが尋常じゃないので意外と死なない。

●めっちゃよかった
各ステージ（ダンジョン）の進行がオートで
出てきた敵をなぎ倒して目的地を目指すゲームでした。
味方のレベルアップに伴い、ダメージ数がどんどんインフレしたり、
仲間と別れて、タケノコ掘りデートに突入したり、いろいろと自由なゲームでした。
お金に限りがある為、装備品どうしようかいろいろ考えました。
登場キャラがみんな魅力的でした。メインの４人全員モヒカンだと！？
各イベント会話とても楽しかったです。
……………………………………………………………………………………………………………
●no21.調和ノ物語-古戦の記憶-Ver0.9　作者：庚の字
●めっちゃよかった
最初は、面白そうだが体験版っぽいので、
どうしようか迷ったが、少しだけ遊んでみる事にしました。
ところが、少し遊ぶつもりが、最後まで遊んでました・・・

最初、セッカが出てたけど、あれ、アニメーションなのか？
こんな演出も出来るのか！？って思って、凄くビックリしました。

人間たちが、瘴気を恐れて、集落にひっそりと暮らしているような世界観。
だけど、自警団みたいなのがあって、その団員たちが魔物退治したりする・・・
それで、倒したハズの魔物が復活してたっていうところから
始まったみたいな捉え方で合ってるかな。

正確には、復活ではなく、何か得体の知れん敵が憑依してた的なものだったので、
厄介だと言うか何と言うか・・・
セッカの仲間も何人か憑依されてたようだけど、あの後どうなるんかな？
続きが楽しみだな♪

そういえば、集落に帰ってから、いろんな人物が出て来たけど、
みんなと協力したがる人とか、そうではない人とか、いろんな人がいるんだなッて・・・

戦闘システムが、早い奴から攻撃みてェな感じなので、それは面白かった。
あと、アニメーションを表示させないとか、
高速戦闘とか、有ったみたいで、それも良かったかな。

キャラクターに関しては、一番好きなのはセッカとシキかな。
セッカは可愛い・・・ってのがあるけど、なんか一生懸命さというか、そんなのがあって・・・
シキは努力家なところが好きなんだ。オマケにかなりのイケメンだったしね♪

セッカがホムラに顔を引っ張られるシーン見た時は、
ホムラに対してふざけんなって思いました。
※ホムラが嫌いって事ではありませんよ。
それで、ホマレも一緒になって引っ張ってたって事なのか？
コイツら、女の子を何だと思ってんだ、けしからん！って思って・・・
でも、ホマレは強かったな。沼の主戦とか、
かなりデカいダメージ与えてくれるんだもんな。

シキときさら、初めて見た時、恋人かと思った・・・
兄妹だったンか。結構、お似合いのカップルだなッて思ったんだけどな・・・

集落のボスは顔グラフィックが無いというか、ボスって重要な役目だから、
こんな描き方も面白いなッて思いました。

あとは、仲間全員に立ち絵がある事。メニュー画面の個別の能力の画面では、
各キャラクターの立ち絵や名前が表示されてて、名前が漢字で表記されてたのも良かった。

ダンジョンとか、集落とか、結構、リアルな感じで作られていて驚きました。
あと、ボスですが、鬼は回復させてない状態で戦って、
ヤバいッて思ったけど、何とか勝ちました。
沼の主はホマレがメッチャ役立ってくれた。
あと、シキとホムラだッたか、この二人を動かす戦闘が一回だけあって、
1分で勝てるのかって思ったけど、
この二人、強かった。
完成版では、もっとこの二人の事も動かせるのだろうか・・・とかいろいろ考えてました♪

●めっちゃよかった
とにかくグラフィックのクオリティがすごい！
いきなりアニメ流れ始めてビックリしました！あとセッカかわいい！

システムも凝っていてよかったです。
気になるところで終わったので早く続きが遊びたいです。
……………………………………………………………………………………………………………
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