2012 年 7 月吉日

関係各位

株式会社サイバーフロント

～Flash ゲーム王はオレかな？～

『第 1 回 Flash ゲームクリエイター日本一決定戦』
開催のご案内

拝啓、貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。株式会社サイバーフロント（東
京都品川区）は、同社が運営する「かんたん Flash 共有サイト“Kanfoo(カンフー)”」に
おきまして、2012 年 7 月 2 日より「第 1 回 Flash ゲームクリエイター日本一決定戦」を
開催いたします。
この大会は、その名の通り「Flash ゲームクリエイター」の日本一を決める大会です。皆
様からご応募いただきました「Flash ゲーム」を皆様で審査し、皆様の投票によって日本一
を決定いたします。優勝賞金はなんと「10 万円」！！
もしすでにコツコツ作り貯めた Flash ゲームがお手元にある方は、是非この大会にご参
加ください。この大会のために新たに Flash ゲームを作っていただいても構いません。
「大会に参加したいが、Flash ゲームを作るためのソフトがない」という方には、弊社にて
ゲーム作成ソフト『Multi Media Fusion2（以下、MMF2）』体験版を下記特設サイトにて
ご用意しております。まずはじっくり Flash ゲームの企画を考え、夏休み中に一気に作り
上げてみてはいかがでしょう。
（ただし、体験版ではゲームの出力が出来ません。本大会へ
の参加をご希望の際は、MMF2 製品版をお買い求めください。）
作った作品は、弊社にて運営しております Flash 共有サイト『Kanfoo』に投稿してくだ
さい。そして 9 月 1 日から約 3 週間、同サイトにて皆様からの投票を受け付け、獲得投票
数が最も多かった作品の作者の方が「Flash ゲームクリエイター日本一」となるわけです。
すでに「MMF2 製品版」をお持ちの方には、先着 20 名様に「MMF2」で作ったゲーム
を SWF で出力できるソフト『SWF File Expoter（定価 5,800 円）
』を無償で差し上げます。
（ただし、大会に必ずご応募いただける方に限らせていただきます。
）
本大会の詳細は、特設サイトをご覧ください。
敬具

http://www.mmf2.jp/
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◆大会概要
募集期間
投票期間
結果発表
テーマ
投稿形式
応募条件
投稿数
選考方法
賞品
大会用特設
サイト URL

◆『第 1 回

7 月 2 日(月) ～ 8 月 31 日(金)
9 月 1 日(土) ～ 9 月 23 日(日)
9 月 24 日(月) より『Kanfoo』上にて発表いたします。
自由（ただし Flash ゲームであること）
30MB 以内の SWF ファイル
特になし（MMF2 以外のソフトで作った Flash ゲームでも OK）
何作品でも OK
閲覧者の投票により決定
優勝（1 名）：「10 万円」
入賞（3 名）：「サイバーフロント製品詰め合わせ（ゲーム）
」
http://www.mmf2.jp

Flash ゲームクリエイター日本一決定戦』とは？

本大会は、ゲームソフト会社である株式会社サイバーフロントが初めて主催する「Flash ゲ
ームクリエイター日本一」を決める大会です。
応募作品には特にテーマはありません。
容量 30MB 以下の SWF ファイル形式のゲームであれば、ジャンルは問いません。脱出ゲーム、
シューティング、RPG、アクションゲーム、パズルゲーム、なんでもありです。
優勝賞金は、なんと 10 万円！！
奮ってご応募ください。
もし「Flash ゲームを作りたいが、作成するソフトがない・・・」という方は、
『MMF2 体験
版』をダウンロードしてみてください。この体験版を使用してみて「これならいける！！」
と思われましたら是非『MMF2 製品版』を購入し、大会にご応募ください。
【SWF File Expoter プレゼントについて】
すでに『MMF2 製品版』をお持ちの方で、今回の大会に必ず作品をご応募いただける方には、
先着 20 名様に『SWF File Expoter（定価 5,800 円）
』を無償でプレゼントしております。
応募方法など詳細は特設サイトをご覧ください。
【投票について】
大会への投票は、どなたでも行えます。ただし投票は一日一回のみです。
【優勝者の方には・・・】
本大会で優勝された方には、もしかすると「作ったゲームを販売しませんか？」という依
頼がいくかもしれません。弊社にて運営しておりますゲーム販売サイト『GameLiner』にお
きまして、作ったゲームをダウンロード販売する・・・なぁんてことがあるかも。

http://www.gameliner.jp/
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◆「Multi Media Fusion2」とは？
「MMF2」は、強力な機能を数多く備えると同時に柔軟性にも富んだ、ゲーム、マルチメデ
ィアアプリケーション作成ツールです。なにより優れている点は、ゲームやアプリケーシ
ョンの作成に、プログラミングの知識が一切不要であるという点です。

※プラグインソフト「iOS File Exporter」を使えば、MMF2 で作ったゲームを iPhone アプ
リにできちゃいます！！ iPhone アプリで一発あてちゃう？！

http://www.mmf2.jp/
◆ 「Kanfoo」とは？
動画・ゲーム・映像・音楽等の Flash
アニメーションを無料でアップロード
して投稿、共有するサイトです。
2009 年 9 月に正式オープンして以来、
現在までに登録ユーザー約 3,000 人、
投稿作品数は 6,000 を超えております。
公式サイトはこちら。

http://www.kanfoo.jp/
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◆「第 6 回サイバーフロント杯」同時開催中！！
株式会社サイバーフロント主催の Flash アニメコンテストです。
2010 年より定期的に過去 5 回開催されており、毎回大変な盛り上りをみせております。
（以下、過去の優秀作品）
「RECOVER」

「あたまの上にのせずきん 4」

<第 4 回サイバーフロント杯金賞>

<第 4 回サイバーフロント杯銅賞>

「やんぴぃ

「昔話桃太郎」

～いつもいっしょ～」

<第 3 回サイバーフロント杯金賞>

<第 3 回サイバーフロント杯>

◆ 「第 6 回サイバーフロント杯」の注目ポイント
特にテーマなどは設けずに作品を募集いたします。過去に作成した作品も対象となります。
優勝賞金は、こちらもなんと 10 万円！ また、
「かんたん Web アニメーション 3」発売 1
周年を記念して、得票数の上位 10 名様になんと「かんたん Web アニメーション 3（7,140
円相当）」をプレゼントします！ さらに、受賞作品は Kanfoo のトップページに掲載され
るほか、サイバーフロント社製品とトロフィーも差し上げます。
そしてさらに金賞の方には、Kanfoo ページのバナー枠(224px×80px)をプレゼントします。
©CYBERFRONT

********************************************************************************
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社サイバーフロント

ビジネスコンテンツ事業部

〒140-0014 東京都品川区大井 4-6-1 サクラビル 4F
E-mail：toiawase@cyberfront.co.jp
TEL：03-5718-6370 FAX：03-5718-6380
サイバーフロント URL ⇒ http://www.bc.cyberfront.co.jp
********************************************************************************
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