
まもなく始まります！

第４回 
ゲームエフェクトコンテスト 

2014-2015



主催：マッチロック株式会社
共催：株式会社アグニ・フレア

Love for each frame!



コンテスト概要



・募集期間：2014.12.13 ～ 2015.2.14  
          　 　    の24:00まで 
・結果発表：2015.3.14 

・募集資格： 
　「一般」どなたでも参加可能 
　「学生」学生であること 

・応募方法： 
   ストレージサービスを使った 
   アップロードをメールで通知



入賞賞金



■入賞者全員 
　・フレアちゃんのラバーストラップを 
　　プレゼント！！！ 

■参加者全員 
　・フレアちゃんのシールを 
　　プレゼント！！！



日時 ニコ生

2014.12.13 開会式

2015.1.17 中間発表会その１

2015.2.14 締切直前！駆け込み生放送

2015.3.14 結果発表会

ニコ生放送予定



下澤さんからの 
アドバイス



・動きの「タメ」「ツメ」について

下澤さんからのアドバイス



テーマ
Love for each frame!



BISHAMONの技術を競う部門です。テクスチャは指定されたテ
クスチャのみ利用可能です。 モデル（モデルエミッタ、生成形状
用）は制限がありませんが、テクスチャは飽くまでも指定テクス
チャのみとなります。



タイトルに「愛の〇〇」または「〇〇の愛」という名前をつけ、 
「愛」をテーマにしたエフェクトを制作する部門です。 

例としては、 
　・愛のビーム（ビーム攻撃のエフェクト） 
　・愛のバリアー（バリアーのエフェクト） 
　・愛のハリケーン（タツマキのエフェクト） 
など、「愛」をテーマにした想像力溢れる作品をお待ちしております。

注意）卑猥な表現やそれを連想するような表現は禁止事項となります。



フレアちゃんのモーションデー
タに自由にエフェクトをつ
け、演出する部門です。フレ
アちゃんを惹き立てる素晴ら
しい作品をお待ちしておりま
す。



応募制限について

1人、各部門に1作品まで！！ 
合計３作品まで応募可能！！

「差し替えOK!」



フレアちゃん設定方法



フレアちゃん設定方法

スケマティックビューで右クリック 
ー＞「画像ルート」を選択

「画像ルート」の上で右クリック 
ー＞「背景画像追加」を選択



フレアちゃん設定方法

「背景画像追加」を選択

チェック



フレアちゃん設定方法

じゃーーーーーーん



フレアちゃん設定方法

「エフェクトルート（ルートノード）」から 
「骨にアタッチ」より各ノードへアタッチが 
可能です。



投稿方法



テーマ 
を選ぶ

エフェクト
を作る 

（ムービーも）
ZIPにする

ストレージサービスへアップ

メールする

Readme 
を書く

投稿方法



 1. 応募したいテーマを選択します。 
 2. BISHAMON Personal でエフェクトを制作 
 3. エフェクトのムービーを作成します。 
   （ムービー：1280x720、60FPS） 
 

投稿方法



エフェクトのムービーを作成



エフェクトのムービーを作成



 4. 制作したエフェクトのデータをエクスポートし
ます。メニューから 

      「ファイル」ー＞「エクスポート」 

（またデータベースフォルダを丸ごとでもOK！） 

投稿方法



 5. エクスポートしたフォルダに、ムービーファ
イルを入れます。（自分で用意する場合） 

　足りないファイルチェックします。 
 

投稿方法



  6. readme.txt を制作します  
 ◦ 名前、住所    
 ◦ ペンネーム     
 ◦ メールアドレス     
 ◦ 「学生」または「一般」     
 ◦ 所属（公開できる方のみ）     
 ◦ 選択したテーマ     
 ◦ 制作したエフェクトのタイトル     
 ◦ コメント（自由） を書き込み、エクスポートした     
　　　フォルダへコピーします。 



 7. エクスポートしたフォルダをZIPに圧縮します。 
 ◦ ZIPのファイル名は、     

「○○部門：学生（一般）：タイトル.zip」  
に変更します。 

 　（例：「テクニカル部門：学生：キラメキエフェクト.zip」）

投稿方法



 8. ストレージサービスにZIPファイルを 
アップロードします。 

 ◦ FireStorage    
 ◦ File-Post    
 ◦ 宅ふぁいる便    
 ◦ Dropbox    
 ◦ など、アカウントをお持ちのサービスを    

ご利用ください。

http://firestorage.jp/jpdoc/guide.html#topUp
http://file-post.net/
http://www.filesend.to/
https://www.dropbox.com/


  9. ダウンロードできるURLを応募先にメールします。 

  「学生」の応募用     
 ◦ 件　名：【EffectContest2014：学生】【テーマ】【タイトル】       
 ◦ 送り先：bm_personal@matchlock.co.jp       
 
「一般」の応募用 

 ◦ 件　名：【EffectContest2014：一般】【テーマ】【タイトル】       
 ◦ 送り先：bm_personal@matchlock.co.jp      

投稿方法

mailto:bm_personal@matchlock.co.jp
mailto:bm_personal@matchlock.co.jp


ルールを守って！ 
楽しく応募しましょうね！



株式会社アグニ・フレア 
から大切な発表！



2015年　春



BISHAMON本　第二弾が　  

秀和システム様から、 
発売される事になりました！



内容を軽くふれると



　前作より作例数が増加 
 

　ページ数も増加予定 
　



著者　株式会社アグニ・フレア 
著者　後藤　誠



発売時期 
 

　今春発売（予定）



作例数は2◯作品（予定） 

ゲームエフェクトで作る頻度が高そうなもの
をチョイス



 
■作例データのダウンロード 

 
フレアちゃん公式ページから 
ダウンロード可能予定（一部)  

 
　http://flare-chan.com/



全ての作例に関して 
各要素分けした動画を 

YOUTUBEフレアちゃんチャンネルで、 
　毎週1点づつ公開！（予定）

https://www.youtube.com/channel/UC4ShRrTBERbIrMFQe86RZ8w

フレアちゃんチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UC4ShRrTBERbIrMFQe86RZ8w


BISHAMONゲームエフェクト本 
第二弾

• 2015年春 
• 2◯点のゲームエフェクト作例を掲載 

• 一部データDLページ作成予定 
• 全作例のムービーをフレアちゃんチャンネルで公開



さ
ら
に



今、生放送をご覧の皆様から 

抽選で1名様に 
今春発売予定のBISHAMON本第2弾を

プレゼント！



応募方法
Twitterでハッシュタグ 

「#BISHAMONエフェクト本第2弾プレゼント」
をつけて呟くだけ! 

 

応募締め切り 本日中(〜23:59)！ 
当選者発表 2月14日 

〆切放送内で発表します



エフェクトデザイナーも募集中です 

詳しくは 
http://agni-flare.com/ 

http://agni-flare.com/


メッセージを頂きました！！



株式会社スクウェア・エニックス 
エフェクトデザイナー 

鈴木　光様
代表作名： 
ラストレムナント、ジャイロマンサー(BlendMagic使用)、
タクティクスオウガ運命の輪、ドラゴンクエスト１０、他



現在学生の方は、普段目に見えない物を想像力からエ
フェクトという形にする事の喜びと楽しさを、この
BISHAMONというツールによって感じ取って頂けた
らと思います。 

一つ一つのパーツが何を表現しているのか、それぞれ
の動き、色、大きさ、あらゆるパラメータの意味と理
由を考えて組み上げていく事ができれば、それはとて
も説得力のある作品に仕上がります。 

そうして仕上げた素晴らしい作品を、ぜひこのコンテ
ストで発表してみて下さい。 
そしてぜひゲーム業界で共に戦う仲間となりましょう

株式会社 
スクウェア・エニックス 

 
鈴木　光様



弊社にはビシャモンの前身であるBlendMagicのコ
ンテストで入賞後、入社したエフェクトスタッフもお
ります。 

現在学生の方もこのコンテストで光るセンスを発揮し、
その作品を武器として未経験であっても各社の採用枠
へ応募等、チャレンジしていって頂ければと思いま
す。 

※現在スクウェアエニックスでは、ドラゴンクエスト
10開発チームをはじめエフェクトスタッフ募集中
です！応募をお待ちしています！ 

株式会社 
スクウェア・エニックス 

 
鈴木　光様



メッセージ 
有難うございました！

株式会社 
スクウェア・エニックス 

鈴木　光様



皆様からのご応募を 
お待ちしております！
皆様からのご意見・ご感想をお待ちしております。 

 

@bm_package 
＠SquashSesame



Q&A
皆様からのご意見・ご感想をお待ちしております。 

 

@bm_package 
＠SquashSesame



お問い合わせ
各種お問い合わせは、下記アドレス宛にメールでお問い合わせ
ください。 

件　名：【ゲームエフェクトコンテスト係：問い合わせ】 
メール：bm_personal@matchlock.co.jp 
担当者：マッチロック株式会社　後藤まで 

公式サイト： 
http://www.matchlock.co.jp/wiki/index.php?GameEffectContest2014 

Facebook： 
https://www.facebook.com/GameEffectContest

mailto:bm_personal@matchlock.co.jp
http://www.matchlock.co.jp/wiki/index.php?GameEffectContest2014
https://www.facebook.com/GameEffectContest

