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×
学生が企画したゲームシナリオが実装！
『箱庭のフォルクローレ』ゲームシナリオコンテスト
ファッション、ヘアメイク、ビューティ、グラフィックデザイン、映画、映像、フォト、ゲーム、マンガ、アニメ、パティシエ、
カフェ、フードコーディネーターなどのクリエイティブ分野に特化し、即戦力人材を育成するスクール運営事業を行
っている Vantan（バンタン）(本部所在地：東京都渋谷区 代表：長澤俊二) は、NHN PlayArt株式会社とのコラ
ボレーションにより、無料ブラウザシミュレーションゲーム『箱庭のフォルクローレ』のゲームシナリオコンテストを実施
致しました。

『箱庭のフォルクローレ』ゲーム画面

今回のゲームシナリオコンテストは、若者の発想で新しいシナリオを生み出し、ゲームシナリオのバリエーションをさ
らに充実させたいという NHN PlayArt 株式会社の思いと、“デザインのチカラ”で企業の抱える課題解決を行うこと
で実践教育の具体化を目指すバンタンの思いが一致し、実現に至りました。
今年 10 月に公開された『箱庭のフォルクローレ』は、誰もが聞いたことのある童話がストーリーのベースとなり、魔
女の力により童話の世界が歪められるという設定の新感覚ゲームです。様々な視点からアナザーストーリーが作
りやすく、自由な発想を活かせることも魅力です。
11 月 14 日（木）に行われたオリエンテーションでは、バンタンゲームアカデミーのシナリオライター・ノベル専攻の学
生とゲームプランナー専攻の学生が NHN PlayArt 株式会社のディレクター星野忠行さんから「箱庭のフォルクロー
レ」のゲーム紹介、シナリオ制作の流れ、ポイント等についての説明を受けました。以来、学生たちはゲーム内で
まだまだバリエーションの少ない SF とホラーのジャンルに絞り、シナリオの制作を行ってきました。
12 月 13 日（金）に NHN PlayArt 株式会社本社で行われた最終プレゼンテーションと審査発表会では、星野さ
ん、野尻さん、そして『箱庭のフォルクローレ』の PR 大使 5 名が審査員として参加。学生たちは、緊張しながらも
審査員の前でプレゼンテーションを行い、自分の手掛けたシナリオの魅力をアピールしました。

【取材のお申込・リリースに関するお問合せ先】
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審査会の様子

左から審査員を務めた NHN PLayArt 星野氏、野尻氏、PR 大使

HP：
http://www.vantan-game.com

審査発表会の結果、シナリオライター・ノベル専攻の中路歩（なかじあゆみ）さんのシナリオが最優秀賞に選ばれ
ました。中路さんのシナリオは、2014 年中にゲームに実装され、公開される予定です。
最優秀賞に選ばれた中路さんのプレゼンテーションの様子

中路さん（中央）およびNHN PlayArt星野氏（左上）とPR大使

また、ゲームプランナー専攻の二ノ宮真央（にのみやまお）さんの作品で、SFのジャンルで地底人の世界を冒険す
る「家出の先は底の底」というシナリオが優秀賞に、そしてシナリオライター・ノベル専攻の串木聖治（くしきまさは
る）さんの作品で、ホラーのジャンルで甘いものが大好きなゾンビの世界からの脱出を目指す「スイーツファン死―
タイム」というシナリオが PR 大使賞に選ばれました。
オリジナリティ溢れる学生のシナリオにご期待ください。
Vantan（バンタン）では、今後もこのような産学協同のプロジェクトを通じて「実践型デザイン教育」を実現し、業
界に直結した即戦力人材の育成に努めてまいります。
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■ Vantan （バンタン）
1965 年の創立以来、クリエイティブ分野に特化し人材の育成を行っている専門スクール。
現役のプロクリエイターを講師に迎え、ファッション、ヘアメイク、ビューティ、グラフィックデザイン、映画、映像、フォト、
ゲーム、マンガ、アニメ、パティシエ、カフェ、フードコーディネーターなどの分野において、業界と連携した「実践型
デザイン教育」で、即戦力となる人材を育成する教育事業を展開し、これまでに 18 万人以上の卒業生を輩出
しています。 【東京・大阪】
・バンタンコーポレート HP ： http://www.vantan.jp/
・バンタンスクール一覧 HP ： http://www.vantan.co.jp/school/
・バンタンゲームアカデミーHP ： http://www.vantan-game.com/
■ NHN PlayArt 株式会社
NHN PlayArt 株式会社は、2013 年 4 月、旧 NHN Japan 株式会社（現 LINE 株式会社）から会社分割によっ
て新たに設立されたスマートフォン、PC 向けコンテンツ開発会社です。人々の日常にもたらすちょっとした楽しさや
驚き、新鮮な体験をオリジナリティあふれる豊かな発想と技術で創造し、ゲームを中心とするエンタテイメント性の
高いコンテンツを国内外で提供しています。
・NHN PlayArt HP ： http://www.nhn-playart.com/
■ 箱庭のフォルクローレ
魔女の力によって歪んでしまった童話の世界を元に戻すために、童話に登場する可愛いキャラクターと一緒に戦う
無料ブラウザシミュレーション RPG ゲームです。誰もが知っている「シンデレラ」や「白雪姫」などの童話がテーマに
なっています。
・公式メンバーズサイト ： http://fol.hangame.co.jp/
Published by NHN PlayArt Corp.
Copyright © Fun Yours Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved.
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■受賞作品一覧
【最優秀賞作品 （2014 年中に実装予定）】
制作者：
シナリオライター・ノベル専攻 中路歩（なかじあゆみ）さん
タイトル：
「アンドロイドは魔女が好き」
シナリオストーリー： 邪悪な魔女を目指すコロネが、七人の小人のシスをモデルに作られた殺人用アンドロイド
少女と出会い、力を合わせて白雪姫を抹殺しようと頑張る SF シナリオ。根が善人のコロ
ネと殺人アンドロイドの少女のミスマッチが織りなすドタバタ劇と最後にホロリとくるクライマッ
クスがポイント。

HP：
http://www.vantan-game.com

【優秀賞作品】
制作者：
タイトル：
シナリオストーリー：

【PR 大使賞作品】
制作者：
タイトル：
シナリオストーリー：

ゲームプランナー専攻 二ノ宮真央（にのみやまお）さん
「家出の先は底の底」
ケンカをして家出する七人の小人ガーネ＆サファが、箱庭のフォルクローレの地底世界で
地上とそっくりで全く似てない地底人と交流する姿を描き、仲直りのためにプレゼントを地
底世界から持ち帰ってくる SF シナリオ。

シナリオライター・ノベル専攻 串木聖治（くしきまさはる）さん
「スイーツファン死―タイム」
泣いている姿が想像できない白雪姫を中心に、人間が一人もいない、甘いモノが大好き
なツギハギのゾンビだらけの世界に吸い込まれたプレイヤーが、ゾンビのいる世界から歪み
を取り除き脱出することをゴールに冒険を繰り広げるホラーシナリオ。
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