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The Best ㏌ Enterta㏌ment

最高の
コンテンツを
作る会社
私たちCygames は、2011年5月に

リアロスト』、
『ワールドフリッパー』

エンド・アクションRPG『Project

サイバーエージェントのグループ会

は、日本のみならず世界中の国や

Awakening』
、
『グランブル ーファ

社として設立され、主な事業として

地域の方々にプレイしていただいて

ンタジー』の世界観で繰り広げら

ゲームの企画・開発・運営を展開

おります。

れるアクションRPG『GRANBLUE

しております。Cygames のゲーム

また、Cygames ではモバイルゲー

FANTASY: Relink』などのタイトル

事 業は、2011 年 9月に第 1 弾タイ

ムだけでなくコンシューマーゲームに

を鋭意開発中です。

トル『神撃のバハムート』をリリー

も積極的に取り組んでいます。2019

さらにCygames は2015 年 3月か

スしたところから始まりました。そ

年 4月にコンシューマーゲームのパ

らアニメ事業、2016 年 3月から漫

の後『グランブルーファンタジー』、

ブリッシングやプロデュース業務を

画事業を展開しており、ゲームの枠

『Shadowverse』、
『プリンセスコ

行うコンシューマー事業本部を立

を超えたコンテンツ制作を行ってお

ネクト！Re:Dive』、
『ドラガリアロ

ち上げ、2020 年にはモバイルゲー

ります。
「最高のコンテンツを作る会

スト』
、
（任天堂株式会社との協業タイトル）

ムのオリジナルIP を使ったタイトル

社」というビジョンのもと、ユーザー

『ワールドフリッパー』
、
『ウマ娘 プリ

として『グランブルーファンタジー

の皆様にとって「面白い」
「ワクワク

ティーダービー』といったモバイル

ヴァーサス』と『シャドウバース チャ

する」ものを提供するため、少しで

ゲームを世の中に届けてきました。

ンピオンズバトル』を発売しました。

もクオリティーの高いコンテンツを

中でも『Shadowverse』、
『プリン

2022 年 現 在、完 全 新 作アクショ

お届けできるよう、全てのスタッフが

セスコネクト！Re:Dive』、
『ドラガ

ンゲーム『Project GAMM』
、ハイ

日々の業務に尽力しています。

Mission Statement
みんなでたくさん
ゲームをやる

誰よりも面白いゲームを作る人は、誰よりもたくさんの面白いゲーム
をプレイしているはずです。せっかく会社に人が集まっているので
すから、仕事中でもプライベートでもみんなで楽しくゲームをして
ゲームの話をしましょう。 社員みんなで楽しくゲームをやる会社
サイゲームス。
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常に
「チーム・サイゲームス」の
意識を忘れない

最強の
ブランドを目指す

社員が日々発信するあらゆるものが、Cygames ブランドを高める、
また低める可能性があります。ひとつひとつの仕様書、イラスト、

最高のコンテンツは1 人で作るのではなく、みんなで力を合わせて

ソースコードといった制作物はもちろん、電話の受け答え、お客

最高のコンテンツを作りましょう。自分の為ではなく、チームの為

ブランドイメージに直結します。大切にしましょう。ブランド人の

に仕事をする集団サイゲームス。

集合体としてのブランド企業サイゲームス。

作るものです。みんなの能力を合わせることで 1 人では作れない

様の前での立ち振る舞い、社員のモラル、そのすべてが会社の

Cygames は 2021年に創立 10周年を迎えました。
次の10 年、これまで以上に多くの方々に、
さらにお楽しみいただけるコンテンツをご提供できるよう
チャレンジを続けてまいります。

NEXT
10
YEARS
次の10年の

飛躍に向けて

Next 10 Years
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Rage of Bahamut

受け継がれる
Cygamesの
DNA

Next 10 Years

神撃のバハムート

Cygames 初のタイトル『神撃のバハムート（以下、バハムート）』は、
2021 年 9 月1日にリリース10 周年を迎えました。
Cygames の原点ともいえる本作は、ビジュアル面やゲーム性など、
のちにリリースした他のCygames タイトルにも影響を与えています。
リリース初期からディレクターとして携わるHiroki と、
長期間 4コママンガを担当したHirotaka から
Cygames の“DNA” を受け継ぐべく、
プランナー、イラストレーターとして活躍する
新卒スタッフが開発の舞台裏を聞きました。

Next 10 Years

ユーザーを楽しませるために
妥協しない会社

を作ってユーザーの皆様を楽しませ

だいたので、こちらとしてもその気持

ようという方針がずっとあって、そこ

ちにお応えしたくて個別にレターを

Hirotaka 新卒の二人は、入社し

Takahiro 運用していく中で印象

Hiroki バレンタインのお返しを

てからの会社の印象はどうですか？

に残っていることはありますか？

しようという流れが他のCygames

年ほどインターンシップやアルバイト

応がとても大きかったことですね。

Mana Hirotaka さんが担当して

Mana 私は新卒で入社する前に2

は10 年前から変わりませんね。

Hiroki ユーザーの皆様からの反

『バハムート』がそのきっかけに
なったのかなと。

返すようになりました。

タイトルでも出来上がっていって、

より楽しんでもらうために
4コマでキャラを深掘り

Rage of Bahamut

ための施策だと思います。中でも印

でした。それが4コマでファイターやハ

象深いお話はどれでしょうか？

ンサ、スケルトンを主要キャラクターに

Hirotaka 記念すべき1000 話は

したことで初めてタイトルの顔になる

やっぱり印象深いですね。どんなこ

キャラクターが誕生したんですよね。

とがあっても1000 話までは続けよう

Hirotaka ゲームのシナリオとは

と目標にしていたこともあって、節目

別に、マンガはキャラクターを深掘

になった回でした。

りして思わぬ一面を見せたり、イベン

でCygames にいて、そのときからス

リリースした当時 SNS が今ほど広

いたマンガ「4コマのバハムート」も

Hiroki 『バハムート』には当初、

トでは見られないような場面を描い

タッフそれぞれがコミュニケーション

まっていなかったので、プレイヤー

ユーザーの皆様に楽しんでいただく

主人公となるキャラクターがいません

たりできます。そうやってよりキャラク

を大事にしている印象がありますね。

Takahiro 僕は何に対しても妥協

たちの反応は見えづらかったんで
す。それが運用して数年経ったバ

しない姿勢をすごく感じます。仕様

レタインの時期に、ユーザーの皆

書をディレクターに見せると、細かい

様が手書きのお手紙やイラストを

点まで深掘りしてアドバイスをいた

送ってくださいました。こんなにキャ

だけます。こういう文化は10 年前か

ラクターへ愛を持って遊んでくれて

らあったのでしょうか？

Hiroki 『バハムート』がリリース

いるのだなと実感できた出来事で
したね。

された頃から、社長の渡邊耕一さん

Hirotaka

や専務取締役でプロデューサーの

ビックリしましたよね。たくさんの人

木村唯人さんを筆頭に、面白いもの

からバレンタインにプレゼントをいた

バレンタインはすごく
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Next 10 Years

Submanager

Hirotaka

Director

Hiroki

デフォルメキャラやゲーム内に登場す

『バハムート』のプランナーを経て、ディレ

るマンガを手掛ける「コンテンツチー

クターを務める。ディレクターとしてイベ

ム」のサブマネージャー。
『バハムート』

ントやキャンペーン施策の立案を中心に、

の開発チームでは初期の頃から4コマ

リリースするカードやぷちキャラの選定、

マンガを担当し、1700 話近くまで作画
と全体のスケジュール管理をしていた。

パラメーター調整、周年記念の生放送の
監修など、幅広い業務を担う。

Planner

Takahiro

Illustrator

Mana

2021 年、新卒入社。
『プリンセス

2021 年、新卒入社。イラストレー

コネクト！Re:Dive』のプランナー

タ ー として『Shadowverse』の

として、主にキャラクターやボスの

カードイラストやリーダースキンの

パラメーター調整を担当しながら、

パーツ分け、PV の素材作成など

新規コンテンツの開発にも携わる。

イラスト周りに関わる。

Next 10 Years

Rage of Bahamut

ターやゲームに愛着を持ってくださ

きの絵面のすごさが圧倒的だなと。

クオリティーがすごく高いことを日々

キャラクターですね。しかもこのイベ

のイベントを開催し、魅力あるキャラ

るようにする役割があります。

ただ、こういう作画工数のかかること

感じます。

ントが初めてボイスをつけたイベント

クターが多く登場しました。常に新

なんですよ。

しいことに挑戦し、アップデートを続

Takahiro

確かに『プリンセスコ

ネクト！Re:Dive』のマンガでも、な
かなか見られないキャラクターのコ

でもスタッフ自らが楽しんでやってく
れているのが誇らしいです。

Mana イラストもシナリオでは説

ラボが見られたり、それぞれのキャ

明しきれないことを表現している点

ラクター性がわかったりしますね。

は同じですね。Cygames はキャラ

Hirotaka

『バハムート』発のキャラが
他のタイトルでも活躍
Takahiro 『バハムート』から他

Takahiro そうだったんですね。

けてきたからこそ応援していただけ

Hiroki モニカは最初、責任感が強

たのかなと。

くて硬いキャラクターでした。それか

Hirotaka 楽しんでいただく工夫

ら2015 年の「魔法提督ラブリー★

はマンガもそうですし、生放送をした

他のCygames タイト

クターらしい表情やポーズを細かい

のCygames タイトルに登場してい

モニカ」というイベントで魔法少女に

り、アニメもあったり、10周年記念

ルでもマンガが広がっているのはす

ところまで追求していて、求められる

るキャラクターもいますよね。

なり、キャラクター性が広がっていき

のコラボカフェを開いたりとゲーム

ごくうれしいことです。コンテンツと

Hirotaka はい。グリームニルや

ました。

10 年愛される理由と
若手に期待すること

内外でいろんなことを打ち出してきま

しての幅が広がるのでどんどん展開

リリィ、ジャンヌなどは『バハムー

Mana 私は「ザ・イケメン」とも言

していきたいと思っています。ちなみ

ト』で初登場したキャラクターです。

うべきアルベールが好きです。
『Sha

に、別のスタッフが担当したもので

新卒の二人は『バハムート』発の

dowverse』で 暗い 雰囲気の「雷

すが、リリース10周年にちなんだ

好きなキャラクターは誰ですか？

滅卿・アルベール」が登場したのも

が10周年を迎えられた理由は何だ

他のタイトルをヒットさせたことも大

新鮮でした。

と思いますか？

きいと思います。いろんなタイトルに

1881 話もおすすめです。

Takahiro 僕はモニカです。軍人

Mana あらためて、
『バハムート』

したよね。

Hiroki そうですね。あとは『バハ

ムート』だけではなく、Cygames が

Mana キャラクターがこんなにた

だったり魔法少女だったり、多面性

Hiroki 『バハムート』ではできな

Hiroki 多くのユーザーの皆様に

『バハムート』発のキャラクターが

くさん……。もしこんな発注がきたら

のあるところが面白くて好きですね。

かった世界観を他のタイトルで表現

支持していただけたからだと思いま

登場して認知されて、元々の『バハ

できているのは良いですよね。

す。この10 年間でソーシャルゲーム

ムート』により愛着を持っていただ

としては日本一ともいえるぐらい多く

けたり、その逆もあったりと相互に

と思うとヒヤヒヤしますね。

Hirotaka ですよね。パッと見たと

Hiroki

モニカは2013 年のイベ

ント「白翼の空挺団」で初登場した

広がりを持てているのが良いなと。

Takahiro Cygames は 2021 年
で10周年を迎え、次の10 年に向け
て動いていくタイミングだと思いま
す。若手のスタッフに期待することは
なんでしょうか？

Hiroki より良いもの、より面白い

ものを作ろうという前向きな気持ち
を常に持っていてほしいです。あとは
時代とともに技術的な部分や遊べる
環境が変化していくので、流行りを
吸収して新しいものを自分で作って
いけるように心掛けているとゲーム
制作が面白くなると思います。

Hirotaka 私は目の前のことを丁
寧にしっかりやり続けてほしいです。
4コマも当初は1800 話もいくとは想
像していませんでした。一つ一つコツ
コツと積み重ねていくとそれが道に
なっていきますし、振り返って「良い
仕事をしてきたな」と思える瞬間が
必ずきます。だからまずは目の前のこ
とを大事に取り組んでほしいなと思
います。

11

Next 10 Years

心に残り続けるタイトルに
ウマ娘 プリティーダービー

―なぜ『ウマ娘』は大きな反響

で「原作」とも言えます。競馬の文

をいただけたのだと思いますか？

化的なバックグラウンドや関係者の

『ウマ娘』は発表からリリースまで

の側面も丁寧に拾っていくようにい

5 年かかっていて、楽しみにしてくだ

ます。史実にもとづきながら、競走

方々をリスペクトしながら、スポーツ

アニメやマンガ、音楽など様々な展開

感じました。プレッシャーは悪い意

ントなどいろんな面で楽しめるコンテ

さっているユーザーの皆様をお待た

馬の本質の部分をキャラクターに落

を行ってきたクロスメディアコンテン

味ではなく、やりがいに繋がるので

ンツにしていきたいと考えています。

せしているという責任感をスタッフ

とし込むと作品自体の深さも出てく

ツ『ウマ娘 プリティーダービー（以下、

「ユーザーの皆様の期待にしっかり

の一人ひとりが感じていました。開

るように感じますね。

』。2021年にゲームをリリース
ウマ娘）

応えていくぞ」と気持ちを新たにしま

発に長い時間をいただいた分、ユー

すると、社会現象とも言える大きな反

した。

ザーの皆様からの期待に誠実に応

―メインストーリーやキャラク

えていこうという姿勢を持った良い

ターごとの育 成シナリオなど、

た理由や、展望について運営チーム

―リリースから運用を続けてい

チームだったからこそ、これだけ大き

様々なパートで検討に検討を重

に聞きました。

く中で、大事にしていることは何

な反響をいただけるゲームを作れた

ねたそうですね。

響がありました。
『ウマ娘』が飛躍し

でしょうか？

のだと思いますね。

―『ウマ娘』はリリース時から
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Umamusume: Pretty Derby

あとはゲームで注目いただいたこと

そうですね。検討した上で、あえて

多くのユーザーの皆様からご好

開発段階から「ウマ娘たちと二人三

でゲームリリース以前に展開してい

「もしも」の世界を描くこともありま

評をいただきました。当時を振り

脚で夢を叶える育成シミュレーション

たアニメやマンガ、音楽などを楽し

す。特にメインストーリーではこれま

返っていかがでしょうか？

ゲーム」をコンセプトに作っていたの

んでいただく機会も増えました。ゲー

であまり物語を脚色してこなかった

うれしいです。

で、それを引き続き大事にしていきた

ムのリリース時から、いろんな形で

のですが、例えばメインストーリー５

― 2022 年 2月でリリース1周

予想以上に反響があり、素直に驚

いと思っています。あと、
『ウマ娘』はク

楽しめるコンテンツがそろっていたの

章のサイレンススズカが挑んだ「天

年を迎えました。今後の目標を

きましたし、何よりうれしかったで

ロスメディアコンテンツなので、ゲーム

も良かったのかなと。

皇賞（秋）」は「もしも」を描くことに

教えてください。

すね。それと同時にプレッシャーも

だけでなくアニメやマンガ、リアルイベ

©久住太陽/杉浦理史/伊藤隼之介/集英社
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しました。ただ、史実と異なる内容

© 2021 アニメ
「ウマ娘 プリティーダービー
Season 2」
製作委員会

―次々と新しいウマ娘が登場し

にするにあたり、競馬ファンや競走

心に残り続けるタイトルにしたいと

ています。彼女たちの魅力を引き

馬のサイレンススズカファンも納得

思っています。そのためにゲーム内

出すために重視していることは何

できるストーリーにするにはどうした

の施策はもちろん、今後も、多方面で

でしょうか？

ら良いのだろうととても悩みました

『ウマ娘』に触れられる機会を作っ

ね。なぜ「もしも」になったのか、果

ていくつもりです。あとはゲームを海

やはり「競馬」をしっかりと見つめる

たしてそれは「もしも」なのか、それ

外展開させていく予定なので、
『ウマ

ことです。歴史のあるものなので、ウ

をゲームで体験するとはどういうこと

娘』を世界で愛されるコンテンツに

マ娘にとっての「競馬」はある意味

なのか。ぜひプレイしていただけると

していきたいですね。

About

Umamusume:
Pretty Derby
『ウマ娘 プリティーダービー』は、Cygames が2016 年に発表したクロス
メディアコンテンツです。実在する競走馬の名前と魂を受け継ぎ、ウマの耳
と尻尾を持つ「ウマ娘」と呼ばれる少女たちが、仲間やトレーナーたちと学
園生活を送りながら＜トゥインクル・シリーズ＞制覇を目指す世界が舞台と
なっており、発表以来、音楽やコミカライズ、アニメなど、様々なメディアで

の作品展開を行っています。2021 年には待望のゲームがリリース。今後も

さらなる展開をお見せしていきます。

Next 10 Years

世界最高の
コンテンツ群の一端を
コンシューマー事業本部
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―コンシューマー業界歴が長い

高木さんが、Cygamesで

コンシューマータイトルを
リリースし続ける理由について
教えてください。
十数年前からのモバイルゲームコン

―『グランブルーファンタジー

続け、盛り上がりの熱は未だ衰えを

Cygames としては、コンシュー

テンツの急速な拡大は、
「時代のう

ヴァーサス』、
『シャドウバース

知りません。

マータイトルとして2 作をリリース

ねり」ともいえるようなものだったと

続いて2020 年 11月にはNintendo

したことで『グランブルーファンタ

思います。コンシューマーゲーム開

ユーザーの皆様の反応は

Switch

ジー』、
『Shadowverse』にこれま

発者にとって、その流れは新しい希

どうでしたか？

ピオンズバトル』を発売しました。

で触れてこなかった新しいプレイ

望と感じつつも正直なところ受け入

カードゲームと聞くと、楽しむハー

ヤー層の開拓にも繋がり、それぞ

れがたい変化でもありました。私個

チャンピオンズバトル』発売後の

で『シャドウバース チャン

Co㎱ole Titles

どちらも世界の多くの地域で楽しん

ドルが高いと感じる人もいらっしゃ

れのIP の盛り上がりにも寄与しま

人はその時代のうねりを見極めるの

でいただき、Cygames らしくじっ

ると思いますが、デジタルカード

した。多くの 方 はCygames のロ

に少し苦労しましたが、成長とは変

くりと作り込まれたゲームを提供で

ゲームのメリットを最大限活かした

ゴを見たときにモバイルゲームメー

化することでもあり、変化し続けな

きたと思っています。
『グランブルー

充実のチュートリアル要素で誰もが

カーのイメージをまず持たれると思

ければ作り続けられないという気づ

ファンタジー ヴァーサス』は 2020

『Shadowverse』の魅力を体感し、

いますが、コンシューマーゲームに

きに至りました。抗うだけでなく時代

年 2 月に発売し、
『グランブルーファ

思い思いの戦い方で勝負に勝てる

も積極的に取り組んでいることを

のうねりを上手く乗りこなさないと、

ンタジー』のファンはもちろんのこ

ようになるので、老若男女問わず

今後さらに知ってもらい、より良い

最高の1 本を生み出す未来にたどり

と、格闘ゲームファンにも大変ご好

幅広い方々に高い評価をいただき

コンテンツを世界中の皆様にお届

着けないと考えたのです。

評いただくことができました。発売

ました。オンライン対戦に初チャレ

けし続けたいと思っています。

ただ、モバイルゲームが広く受け入

後もキャラクターの追加をしつつ、

ンジしてくれたユーザーの皆様も多

れられるようになった今のこの時

ユーザーの皆様のフィードバックと

く、非常にうれしかった記憶があり

代でも、コンシューマー機でオリジ

ともにゲームにさらなる磨きをかけ

ます。

ナルゲームを開発するという仕事
はまだまだ憧れを感じてもらえるも
のだと思っています。子供の頃から
の夢、体験したことのない新しい創
作、販売数百万本を超えていくロマ
ンなど、人それぞれが想う夢や憧れ
の先にある「最高のコンテンツ」を
Cygames はこれから本気で実現し

コンシューマー事業本部 本部長

高木 謙一郎

開発会社やメーカーにて、プランナーやディレクター、プロデューサーとして様々なタイト
ルのディレクション、プロデュースに携わった後、2019 年 4月にCygames に入社。
現在はコンシューマー事業の拡大に尽力しつつ、王道魔法ファンタジー『Project GAMM
（ガム）』を鋭意開発中。
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ビジネス的なリスクを回避するため
のインディー的なチャレンジではな
く、コンパクトに作るからこそ光り輝
くコンテンツを面白さ優先でたくさ
ん作りたいと思っています。
あたり前のことをあたり前としてやり
抜き、画一化されていない面白さの
集合がブランドの価値を高めていく
と考えているので、ありそうでなかっ
たキバ剥き出しの未発表プロジェク
ト群がコンシューマー業界を強烈に
盛り上げてくれると信じています。
ようとしています。

めます。私がCygames に合流する

―これから10 年先、

モバイルゲームを極めたCygames

前から大きな驚きとともに、いちコン

コンシューマー事業本部は

という場所だからこそ実現できる攻

シューマーゲームファンとして注目し

Cygames でどういった役割を

めのコンシューマーゲーム作りで世

ているタイトルでもあるので、発売を

担っていこうと思いますか？

界最高を目指しています。

とても楽しみにしています。続いては
Cygames創立10周年のタイミング

コンシューマー 事 業 本 部はコン

―この先発売を控えている

で発表した魔法使いたちの戦いを描

シューマー業界に長く関わってきた

タイトルの話をお聞かせください。

くコンシューマー向け完全新作アク

プロフェッショナルたちで構成されて

ションゲーム『Project GAMM（ガ

いますが、私としてもコンシューマー

この直近で1番目玉となるタイトル

』です。まだ多くを語ることはでき
ム）

ゲームを作ることが第一目的ではな

はやはり『GRANBLUE FANTASY:

ませんが、しっかりとした手ごたえを

く、デバイスを飛び越え、時代に合

Relink』でしょう。本 作は 様々な

感じながら開発は順調に進んでいま

わせて如何様にも変化していける新

分野で一流の技術と情熱をもった

す。Cygames の次の10 年を象徴す

規コンテンツを創出し続けることを

Cygames のスタッフたちが最高の

るようなタイトルとなれるように心血

目標としています。

環境の中で開発してきた1 作になり

を注いでいます。

その積み重ねは世界に向けて神

ます。他に類を見ない細部へのコダ

また、コンシューマー事業本部では、

撃（しんげき）し続ける唯一無二の

16
Next 10 Years

ワリで壮大な空の世界が隙間なく

大型タイトルだけではなく中小規模

Cygames による世界最高のコンテ

作り上げられており、誰もが憧れた

の超個性的なタイトルや過去IPの掘

ンツ群の一端を担っていると確信し

冒険へのワクワクやドキドキを楽し

り起こしを積極的に推進しています。

ています。

OTHER
BUSINESS
その他
事業展開

Other Bus㏌ess

Animation

Animation

1

2

3

4

アニメ事業部

アニメ事業部は2015 年 3月の設立

送しています。

を2018 年に放送し、2021 年 1月か

以来、アニメ作品の企画製作や宣

TV アニメ『シャドウバース』では、

らは第 2 期を放送いたしました。放

伝を主な業務とし、Cygames IP を

原作ゲームとは異なるオリジナル設

送期間中に配信を開始したゲーム

原作とする作品からオリジナル作品

定とストーリーを展開し、低年齢層

も合わせて好評を博し、Cygames

まで、数多くのアニメ作品の製作に

から若年層を中心に幅広い世代か

IP として存在感を示しています。

携わっています。また、自社作品以

ら支持を得ています。放送期間中

オリジナル作品としては、
「アイドル

外への出資も積極的に行い、ゲーム

にアニメの世界観をもとにしたコン

×ゾンビ×佐賀」という斬新な設定

業界だけではなくアニメ業界全体に

シューマーゲーム『シャドウバース

で話題を呼んだ『ゾンビランドサガ』

貢献できる組織を目指しています。

チャンピオンズバトル』がNintendo

を手掛けています。本作は2021 年

2020 年に放送されたアニメ『プリ

Switch

で発売されるなど、アニメ

4月に続篇『ゾンビランドサガ リベ

ンセスコネクト！Re:Dive』は、原作

とコンシューマーゲームを横断した

ンジ』を放送した他、ライブイベント

18

ゲームの特徴でもあるアニメパート

Cygames IP の新たな展開事例と

や舞台公演、佐賀県とコラボした

Other Bus㏌ess

を彷彿させる演出を取り入れ、原作

なりました。2022 年 4月にはTV ア

様々な企画で波及効果をもたらし、

ファンから大きな反響をいただきま

ニメ第 2 弾となる『シャドウバース

映画化も決定しています。

した。さらに、アニメから原作ゲーム

F』も放送いたします。

今後もアニメを通じてCygames IP

のファンになる方々も現れ、大きな

また、実在の競走馬をモチーフとす

を広めていくと同時に魅力あるオリ

相乗効果を生み出しました。2022

るクロスメディアコンテンツ『ウマ娘

ジナル作品を製作し、クオリティー

年 1月からは同アニメの第 2 期を放

プリティーダービー』もアニメ第 1 期

の高い作品を提供していきます。

■ アニメ放送
2014 年 10月

アニメ『神撃のバハムート GENESIS』

2017 年 1月 『GRANBLUE FANTASY The Animation』
4月
2018 年 4月

2020 年 1月
4月

アニメ『プリンセスコネクト！Re:Dive』

アニメ『神撃のバハムート VIRGIN SOUL』

4月

アニメ『シャドウバース』

アニメ『ウマ娘 プリティーダービー』

7月

アニメ『うまよん』

10月

アニメ『ゾンビランドサガ』

10月

2019 年 1月

アニメ『マナリアフレンズ』

2021 年 1月

10月

アニメ『群れなせ！シートン学園』

『GRANBLUE FANTASY The Animation Season 2』

4月
2022 年 1月
4月

アニメ『ぐらぶるっ！』
アニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 2』
アニメ『ゾンビランドサガ リベンジ』
アニメ『プリンセスコネクト！Re:Dive Season 2』
アニメ『シャドウバースF』

1. © 2021 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 2」製作委員会
4. © アニメ「シャドウバースF」製作委員会・テレビ東京

2. ©ゾンビランドサガ リベンジ製作委員会

3. © アニメ「プリンセスコネクト！Re:Dive」製作委員会
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Comics

Comics
漫画事業部

20

21

Other Bus㏌ess

Cygames の 漫 画 事 業 部 は2016

のマンガを掲載し、マンガアプリとし

「スポーツ」を中心とした少年マン

デー」を創設し、第 1 弾の作品とし

さらに「サイコミ」では、1つの世界

― Climbing Girls―』、
『異世界美

年 3月に発 足しました。発足の約

てのスタートを切りました。

ガの王道を行くオリジナル作品を新

て、オリジナル 作 品『TSUYOSHI

観を複数のタイトルで共有する「シェ

少女受肉おじさんと』のTV アニメ化

1 ヶ月後には、漫画サービス「サイ

その後、編集部の人員や作品制作

たに多数ラインナップし、週刊連載

誰も勝てない、アイツには』を販売。

アード・ワールド」の手法を採用した

を行うなど、マンガという枠にとらわ

コミ」を開始。
「業界の将来を支え

をはじめとした「サイコミ」の地盤が

していく仕組みを築きました。

以後、
『明日、私は誰かのカノジョ』
、

マンガプロジェクト「MASKMEN」

れないコンテンツ展開にも注力し、

るIP を作る」というミッションのも

固まり、より本格的に「IP を作り育

また、2019 年 4月には小学館との

『終 の 退 魔 師 ― エンダーガイス

の開始や、オリジナル作品『ふたり

様々な形で最高のコンテンツを生み

と、オリジナル作品からゲーム原作

てる」ことに取り組むために、2018

業務提携でスタートした電子書籍

ター ―』など毎月多くの新刊を展開

モノローグ』の実写ドラマ化、
『群れ

出すべく日々活動しております。

のコミカライズまで、幅広いジャンル

年 11月に再創刊を敢行。
「バトル」

の新レーベル「サイコミ×裏サン

しております。

なせ！シートン学園』、
『いわかける!

Other Bus㏌ess
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Global Business

Cygames Research

Cygames Research

海外事業部

サイゲームスリサーチ

Cygames では、e スポーツタイトル

部」
、各タイトルの翻訳をはじめ地域

サス』
、
『シャドウバース チャンピオン

Cygames Research は、最高のコ

た、研究の初期からゲーム開発現場

ジー・リーダーとしてデジタル・エン

としてグローバル展開を視野に入れ

に合わせたコンテンツの最適化を行

ズバトル』の6タイトルです。
『ワール

ンテンツ作りを技術面から実現す

と連携し、研究成果を実際のプロダ

ターテインメント分野を先導する」と

て制作された『Shadowverse』のリ

う「ローカライゼーションチーム」
、

ドフリッパー』は2021 年に繁体字

るため設立された基礎技術研究所

クトへ次々と展開しています。具体的

いう使命を果たすため、世界中の研

リース（2016 年 6月）を契機に海外事

展開先の地域全体を横断した運営

中国語版、グローバル版、簡体字中

です。ゲーム開発者、博士号を有す

な成果としては、
『Shadowverse』

究機関と連携して最先端の理論構

業に注力しています。2017 年には海

やサポートを行う「海外事業推進

国 語 版をリリースしました。配 信

る研究者、現役大学教員など、世

のデッキ作 成 支援ツールサイト

築とその実践に取り組んでいます。

外での事業展開を執り行う「海外事

部」の4つの組織があります。それぞ

先はCygames タイトル最多となる

界中から多彩なプロフェッショナル

「Shadowverse Portal」の
「デッキ

業部」を立ち上げるとともに、韓国に

れが連携しつつ、必要に応じて展開

180 以上の国と地域に及びます。こ

が結集し、
「Empowering games

コード機能」、
『グランブルーファンタ

て初の海外拠点となる「Cygames

先地域の企業とも連携しながら海

の他、
『Shadowverse』などのe ス

with science（科学でゲームをより強くす

ジー』の関連アプリである「グラン

Korea」を設立し、2018 年には台湾

外事業展開を行っています。

ポーツタイトルでは、国や地域をま

る）」を行動指針として研究を行って

ブルーファンタジー スカイコンパス」

の拠点として「Cygames Taiwan」

2022 年 4月現在で海外展開中の

たいだ大規模大会を開催するなど、

います。

の「ビジュアルチェックイン機能」
、

を設立しました。

ゲームタイトルは、
『Shadowverse』
、

タイトルごとに様々な形式・規模感

UI、コンピューター・グラフィックス、

そして、Cygames の様々なコンテン

海外事業部内には、アジア地域の事

『プリンセスコネクト！Re:Dive』
、

でイベントやプロモーションを展開

AI、仮想化などの分野で研究開発

ツ開発を支える「自動デバッグシス

業展開を海外拠点とともに担当する

『ドラガリアロスト』
（任天堂株式会社と

しています。

を進め、IEEE CLOUD、ACM CHI

テム」などが挙げられます。
「最高の

PLAY、IEEE ISM などの著名な国

コンテンツに必要な全ての技術と知

際会議で論文を発表しています。ま

識を創造し、Cygames がテクノロ

「アジア事業部」
、欧米を含むその
他地域での展開を担う「欧米事業

、
『ワールドフリッパー』
、
の協業タイトル）
『グランブルーファンタジー ヴァー
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Shadowverse
日本語・韓国語・繁体字中国語・簡体字中国語・英語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・スペイン語

プリンセスコネクト！Re:Dive
日本語・韓国語・繁体字中国語・簡体字中国語・タイ語・英語

ドラガリアロスト
日本語・繁体字中国語・簡体字中国語・英語

ワールドフリッパー
日本語・韓国語・繁体字中国語・簡体字中国語・タイ語・英語・フランス語・ドイツ語・スペイン語

グランブルーファンタジー ヴァーサス
日本語・韓国語・繁体字中国語・簡体字中国語・英語・フランス語・ドイツ語・スペイン語・
ブラジルポルトガル語

シャドウバース チャンピオンズバトル
日本語・繁体字中国語・簡体字中国語・英語

ウマ娘 プリティーダービー
配信中：日本語

配信予定：韓国語・繁体字中国語・簡体字中国語

TEAM
Cygames

サイゲームスで
働く

es

学時代にはプログラミングを中心と

教えてください

したテクニカルな分野を専門として
いました。そのバックグラウンドを活

ツの話ができることです。
「社会人に

イトルで、主に主人公をはじめとす

かして、現在はアセット制作だけで

なって、ひたすらゲームのことを考え

るプレイヤーキャラクターの3D モ

なくシェーダーの開発にも取り組ん

デートの進行などを担当してきまし

たり話したりしているなんて、最高！」

デル制作を担当しています。ゲーム

でいますし、AI などを用いた新たな

た。最近はイベントとキャラクターの

と思っています。ただ、みんなコンテ

開発においては、ポリゴン数やテク

表現・ワークフローの検証にも挑戦

実装方針や登場スケジュールの計

ンツが好きすぎて、知識の深さや広

スチャ解像度など、グラフィック表

しています。多様なバックグラウンド

画、仕様のチェックなど、ゲームの

さに圧倒されることもありますね。好

現にたくさんの制約が要求されま

が快く受け入れられるCygames で

全体の設計やクオリティーチェック

きだからこそ、最高のコンテンツを

す。しかし、その制約の中で「いかに

は、様々な可能性に挑戦できると確

にも挑戦中です。

作るというビジョンに向けて、チーム

キャラクターの魅力を引き出すこと

信しています。

最大のやりがいは、やはりユーザー

で一致団結して働けているのだと思

ができるか」というのが、挑戦しがい

の皆様の反応ですね。楽しんでもら

います。

反応があればうれしいですし、想定
未満の反応だったら素直に受け止

Q

のある奥深さでもありますね。

次の10年、
実現したい夢を

様々な形態でユーザーの皆様が楽

教えてください

しんでいただけるようなゲームを目指し

Q

m

仕事内容とやりがいを

現在開発中のコンシューマー向けタ

の経験を活かして実現したいです。

ga

ルで、イベントの仕様作成や対戦コ
ンテンツの調整、バージョンアップ

Cy

驚いたことは何ですか

会社でいろいろなゲームやコンテン

● 3DCG Character Artist 3DCGアーティスト 入社3年目

m

Q

Cygamesに入って

運用中のスマートフォンゲームタイト

03

a
Te

es

Q

m

教えてください

ga

仕事内容とやりがいを

Cy

● Planner プランナー 入社5年目

うために工夫をこらして想定以上の

26

m

Q

a
Te

01

Cygamesに入って
驚いたことは何ですか

Q

次の10年、
実現したい夢を
教えてください

「ゲーム」
とは、アートとテクノロジー

ティストの目線からテクニカルなア

のどちらが欠けても成り立たないも

プローチも行っていければと思いま

め次にどうするべきかという学びが

かわいいキャラクターがたくさん出る

ます。そして10年後に、もしVR技術

「大いに挑戦できる環境がある」とい

のであると考えています。それぞれ

す。そしてこれらの経験を通じて、い

いつもあります。

新しいオリジナルIP のゲームを作る

などが発展したら、そのキャラクター

うことです。キャラクターアーティス

を上手く使いこなすことで、より表

ずれはゲーム全体をディレクション

という夢があります。これまでの業務

たちのいる世界で暮らしたいですね。

トとして入社した私ですが、実は大

現の幅を広げていけるように、アー

する立場で活躍したいです。

es

教えてください

Q

Cygamesに入って
驚いたことは何ですか

関わるスタッフが数百名を超える運用

想像以上に新人の育成環境がしっ

多くのキャラクターが登場するス

サポートの手厚さに1 番驚きました。

中ゲームタイトルで、長年の開発・運

かりしていたことです。先輩たちは

マートフォンゲームタイトルで、キャ

イラストレーターが制作だけに集中

用で実装内容にアップデートが必要

具体的な業務の改善点に関する提

ラクターイラストの制作を行ってい

できる環境が整備されており、必要

な箇所や複雑化している箇所の改善

案から、エンジニアとしての成長の

ます。最近では主に立ち絵やデザ

な機材やソフトなどの対応も迅速で

を担当しています。現状の開発環境を

実感、日々の業務の悩み事まで丁

イン、一枚絵の制作などを担当して

す。イラスト制作以外のことに気を

整えることは、新機能の開発と違って

寧にヒアリングしてくれました。新し

います。キャラクターはイラストの中

取られることがほとんどありません。

ユーザーの皆様の目には触れにくい

くこんな業務をやってみたい、こん

でも目を引きやすい分野なので、第

また社内勉強会など、イラストレー

仕事ではありますが、今後もタイトル

なスキルを身に付けたいと思ったと

一印象や「いかにキャラクターに愛

ター向けの施策も多いため、理想的

を長くユーザーの皆様に楽しんでい

きに、挑戦する機会を貰えてスキル

着を持ってもらえるか」といった部

な環境で制作ができていると感じて

ただくために必要不可欠な仕事であ

アップしていけるところも魅力的だと

分を意識しながら日々取り組んでい

います。

ると考えています。ゲーム自体の動作

感じています。

ます。会社には著名なイラストレー

を変えずにコードを修正する必要が
あるため設計に頭を悩ませることもあ

Q

ターもおり、そうしたスタッフが身近
次の10年、
実現したい夢を

の改善を行っていきたいです。最高

にいる環境で制作に取り組めるこ

m

仕事内容とやりがいを

ga

驚いたことは何ですか

● Illustrator イラストレーター 入社3年目
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Q

次の10年、
実現したい夢を
教えてください

プットしていける人になりたいです。

のコンテンツを作り続けていくため

とは、自分にとって良い刺激になり、

10 年後というわけではないですが、

そのためにも日々進化する技術や

りもシンプルな実装ができたときはと

現在社内で使用していない技術で

に自分たちが今よりもっと働きやす

やりがいに繋がっています。

ビジュアル面においてあらゆる分野

次々と生まれる新たなコンテンツを

てもうれしいですし、やりがいを感じ

も積極的に取り入れていけるように

く、新しいことにどんどん挑戦するた

に精通し、それらを組み合わせて新

インプットしていき、自身の創作力に

ます。

知識を深めて、技術的な面から業務

めの環境を作っていきます。

しい表現を意欲的に開拓してアウト

活かしていきます。

りますが、周囲と相談しながら以前よ

教えてください

Studio & Facilities
設備・拠点

Cygames では、最高のコンテンツを作るため、施設
や設備の充実に注力しています。
例えば、国内最大級の224 台のカメラと22 台のス
トロボを多方向に配置した「ボディスキャナー」は、
瞬時に撮影した画像から全身の精密な3D データ
を作成可能です。また、CG データの中でも特に重
要な“顔（フェイス）” の3DCG データ作成に特化し
た「フェイススキャナー」は、156 個のマルチフラッ
シュライトと高速連写に特化した67 台のフルサイズ
センサーカメラ、物理的に正確な各種テクスチャー
と高精細なメッシュデータの取得が可能なシステム
「LightCage」で構成した最新鋭の設備です。さら
には、それぞれのスキャナーで得られた膨大なデータ
を一括処理するためのビルドサーバーも備えていま
す。こうした開発環境により作業の効率化を実現し、
ゲームデータだけでなく、配信用データやPV制作な
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ど幅広い分野で活用できる高精細なデータを作成し

Team Cygames

ています。
これに加えて、16メートル×9メートルの広いキャプ
チャーエリアが特徴の「モーションキャプチャースタ
ジオ」には、1600 万画素の高解像度カメラが72 台
設置されており、スーツを着たアクターの動きを3D
モデルの動きとして取り込むことができます。これによ
り、大人数の動きを同時に撮影し、これまで3D アー
ティストが行っていたモーションを付ける作業を、効
率的に、自然な形で行えるようになりました。
他にも、ペンタブレットで作業する際に天井の照明が
反射しないよう、作業に適した間接照明が使われて
いる「イラストレーターエリア」や、ゲーム・アニメの
ボイス収録以外に、ラジオ番組の収録や生放送の配
信など様々な用途にも対応している「サウンドスタジ
オ」など、
「良いコンテンツは良い仕事環境から生まれ
る」という考えのもと、開発者が快適に開発に専念で
きる環境作りを目指しています。

Osaka Cygames
大阪サイゲームス

フォーリースタジオ 2022年5月完成予定

Cygames はモバイル向けコンテンツだけではなく、
ハイエンドなコンシューマーゲームの開発にも取り組
んでおり、2015 年 4月にコンシューマーゲームに特
化した開発拠点として大阪Cygames を設立しまし
た。3 名からスタートした大阪Cygames は、2022 年
4月現在で200 名を超えるスタッフが在籍し、今もな
お成長を続けています。オフィス内ではディレクター、
プロジェクトマネージャー、プランナー、エンジニア、
3DCG アーティスト、2D アーティスト、サウンドデザ
イナーといった開発に携わるスタッフから、総務・人
事などの管理部門まで、多様な職種のスタッフが働い
ています。
開発スタッフにはゲームエンジンの制作を手掛けたエ
ンジニアや、大規模タイトルに携わった経験のある者
まで、経験豊富なメンバーが多数所属し、日々の業務
では東京本社と連携を取りつつ、若手から経験豊富
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なベテランまで一丸となってコンテンツ開発を行って

Team Cygames

います。現 在 は、PlayStation 5/PlayStation 4/
PC対応アクションRPG『GRANBLUE FANTASY:
Relink』の開発に注力しています。
さらに2022 年 3月には、モーションキャプチャースタ
ジオを新設しました。168 台のカメラを備え、14メー
トル×10メートルのキャプチャーエリアを有した世界
最大級のスタジオです。ダンスや、8メートルの天井高
を活かしたダイナミックなワイヤーアクションなど、多
彩な収録様式に対応します。
また、5月頃にはフォーリースタジオ（※）も新設予定
です。フォーリースタジオでは、足音や衣擦れ、物体
の破壊音など、多彩でリアルな動作音や効果音の収
録が可能になります。
大阪Cygames では「最高のコンテンツを作る」とい
うCygames のビジョンのもと、日本だけでなく世界
にも向けて、高クオリティーなハイエンドゲームを発信
していきます。
（※）フォーリー：映像などの動きに合わせて動作音を録音する手法のこと

Cygames Saga Building
Cygames佐賀ビル
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Cygamesは佐賀県佐賀市に
「Cygames

向けて様々なプロジェクトや講義を

す。また建物の色合いはCygames

佐賀デバッグセンター」
「Cygames 佐

行っており、プラットフォームやハー

のコーポレートカラーである白と黒

賀スタジオ」
の２拠点を設けています。

ドの枠組みを超えて、今後デザイ

を基調に、佐賀の風土に調和するよ

佐賀デバッグセンターでは、
「最高の

ナーに求められる知識や技術をバッ

う木の色味を加えた 3 色で構成さ

コンテンツを佐賀から世界へ」とい

クアップしながら、
「最高のクリエイ

れています。

う想いのもと、コンテンツの動作検証

ティブを九州から」発信すべく努め

佐賀拠点では 、
「佐賀インターナショ

やゲームをより面白くするための改

ています。

ナルバルーンフェスタ」
や「Cygames

善提案を行うデバッグ業務を専門に

これらの2拠点が入居する
「Cygames

presents 伊万里湾大花火」といっ

行っています。

佐賀ビル」はCygames初の自社ビ

たイベントの協賛を通じて、ゲーム

佐賀スタジオはCygames初のクリ

ルで、人と人とを「繋ぎ」
、地域と社

事業の枠にとらわれず皆様に笑顔や

エイティブ専門の独立組織として、

会、そして未来へと「繋ぐ」ことに想

感動をお届けするとともに、引き続き

ゲーム内イラスト・UI・アニメーショ

いを込めて設計されました。外観は

地域の雇用創出と活性化を目指し、

ン・3DCG等の制作を担っています。

Cygames の頭文字「C」の文字を

様々な取り組みを行っていきます。

また、次世代のゲームデザイナーに

繋ぎ合わせたデザインとなっていま
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ワークス

©窪岡俊之 THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.
配信元：
（株）
バンダイナムコエンターテインメント

© 2014-2022 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
配信元：株式会社スクウェア・エニックス

THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.
配信元：
（株）
バンダイナムコエンターテインメント

© 2018 アニメ
「ウマ娘 プリティ
ティーダービー」
製作委員会

© Cygames/MAPPA/神撃のバハムート VIRGIN SOUL

©アニメ
「グランブルーファンタジー」
製作委員会

© Cygames/MAPPA/神撃のバハムート GENESIS

© 山下文吾・Cygames／アニメ
「群れなせ！シートン学園」
製作委員会

©GRANBLUE FANTASY The Animation Project
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© Nintendo / Cygames
配信元：任天堂株式会社

© Cygames, Inc. / Citail Inc.

©Konami Digital Entertainment

©
「マナリアフレンズ」
製作委員会

THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.
配信元：
（株）
バンダイナムコエンターテインメント

© Cygames, Inc. Developed by ARC SYSTEM WORKS

© 2021 アニメ
「ウマ娘 プリティーダービー Season 2」
製作委員会

© アニメ
「シャドウバースF」
製作委員会・テレビ東京

©ゾンビランドサガ製作委員会

© アニメ
「シャドウバース」
製作委員会・テレビ東京

© アニメ
「プリンセスコネクト！Re:Dive」
製作委員会

©ゾンビランドサガ リベンジ製作委員会

© アニメ
「プリンセスコネクト！Re:Dive」
製作委員会
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History
沿革

2011 年

5月

株式会社Cygames 設立

2012 年

2月

株式会社ディー・エヌ・エーと Cygames、戦略的提携に合意

4 月 「神撃のバハムート」
欧米版「Rage of Bahamut」がGooglePlay の売上ランキングで
6月

2014 年

10 月
2月
3月
5月

タイトル・作品
2011 年

子会社として株式会社GameJeans 設立

2013 年

2014 年
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11 月
2017 年

4月
5月
6月
8月

2018 年

4月
5月

9月

子会社として株式会社CygamesPictures 設立

2015 年

子会社として株式会社LogicLinks 設立
佐賀デバッグセンター設立
コミックスレーベル「サイコミ」創刊

1月

株式会社スコップ・ミュージックを子会社化

2020 年

1月

音楽レーベルCygames RECORDS 発足

2021 年

3月

4月

10 月

アニメ「GRANBLUE FANTASY The Animation」放送開始

2018 年

2 月 「プリンセスコネクト！Re:Dive」をAppStore とGoogle Play にて配信開始

6 月 「Shadowverse」をAppStore とGoogle Play にて世界 10カ国で配信開始

4月
9月

2019 年

アニメ「神撃のバハムート VIRGIN SOUL」放送開始

アニメ「ウマ娘 プリティーダービー」放送開始

任天堂株式会社との共同開発タイトル「ドラガリアロスト」をAppStoreとGoogle Play にて配信開始

10 月

アニメ「ゾンビランドサガ」放送開始

1月

アニメ「マナリアフレンズ」放送開始

10 月

アニメ「GRANBLUE FANTASY The Animation Season2」放送開始

11 月 「ワールドフリッパー」をAppStore とGoogle Play にて配信開始
2020 年

1月
2月
4月
7月

10 月

Cygames 佐賀スタジオ開設
株式会社ﬂaggs を子会社化

9 月 「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ（株式会社バンダイナムコエンターテインメント

4月

Cygames 佐賀ビル竣工

子会社として株式会社CySphere設立

3 月 「プリンセスコネクト！(Ameba と共同開発 )」をAppStore と GooglePlay にて配信開始

2017 年

海外拠点台湾現地法人 Cygames Taiwan 設立

2019 年

アニメ「神撃のバハムート GENESIS」放送開始

スマートフォン・PC 向け漫画サービス「サイコミ」を配信開始

子会社として株式会社Cymusic 設立

子会社として株式会社Cysharp 設立

ブランドコンテンツ「ちょゲつく」のサービス開始

5月

株式会社 Mimi Marte との業務提携を発表

任天堂株式会社とCygames、スマートデバイス向けゲームアプリ事業における業務提携

AppStore と Google Play にて配信開始

2016 年

海外拠点韓国現地法人Cygames Korea 設立

に合意

1 月 「ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト（株式会社スクウェア・エニックスと共同開発、運営）
」を

と共同開発、運営）
」をAppStore と GooglePlay にて配信開始

株式会社草薙を子会社化

Cygames Research設立

初のネイティブアプリ「三国志パズル大戦」をAppStore にて配信開始

9 月 「三国志パズル大戦」をGoogle Play にて配信開始

10 月

契約締結、ならびに「Team Cygames」発足
6月

7月

4月

アニメ事業部設立

トレーディングカードゲーム「マジック: ザ・ギャザリング」プロプレイヤーとのスポンサー
2016 年

11 月 「アイドルマスター シンデレラガールズ(株式会社バンダイナムコゲームスと共同開発、運営)」を

3 月 「グランブルーファンタジー」を Mobage にて配信開始

子会社として株式会社シテイル設立

9 月 「グランブルーファンタジー」が東京ゲームショウ 2015 に出展

第 1 弾タイトル「神撃のバハムート」をMobage にて配信開始

11 月 「ナイツオブグローリー」をMobage にて配信開始

株式会社WITH を子会社化

大阪Cygames 設立

9月

Mobage にて配信開始

子会社として株式会社CyDesignation 設立

6 月 「Cygames 開発のゲームコンテンツ」累計ユーザー登録者数が 5,000 万人を突破

12 月
2015 年

米国 1 位を獲得

History

11 月
2021 年

2022 年

アニメ「群れなせ！シートン学園」放送開始

PlayStation®4 向け対戦アクションRPG「グランブルーファンタジー ヴァーサス」発売
アニメ「プリンセスコネクト！Re:Dive」放送開始
アニメ「シャドウバース」放送開始
アニメ「うまよん」放送開始
アニメ「ぐらぶるっ！」放送開始

Nintendo Switch

向けカードバトルRPG「シャドウバース チャンピオンズバトル」発売

1月

アニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 2」放送開始

4月

アニメ「ゾンビランドサガ リベンジ」放送開始

1月

アニメ「プリンセスコネクト! Re:Dive Season2」放送開始

2 月 「ウマ娘 プリティーダービー」をAppStore とGoogle Play にて配信開始

4月

アニメ「シャドウバースF」放送開始

リアルカードゲーム「Shadowverse EVOLVE」発売
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Careers

About Us

採用情報

会社概要
社名
住所

株式会社 Cygames

Cygames では全スタッフが「最高のコンテンツを作る」ために一切の妥協をせずにものづくりをしています。

〒 150-0036 東京都渋谷区南平台町 16 番 17 号 住友不動産渋谷ガーデンタワー 15 階

クオリティーを上げるためであれば新人であってもベテランであっても関係なく意見を出し合うことができます。

［大阪 Cygames］〒 530-0011 大阪府大阪市北区大深町 4 番 20 号 グランフロント大阪タワー A 13 階
［Cygames 佐賀ビル］〒 840-0803 佐賀県佐賀市栄町 5 番 9 号 Cygames 佐賀ビル 2 階
［Cygames Korea］韓国 ソウル特別市 江南区

役員

代表取締役社長
専務取締役
取締役

設立
資本金
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事業内容

竹腰 和紀

執行役員

三ッ間 俊行

執行役員

松岡 翼

取締役

芦原 栄登士

取締役

近石 愛作

取締役

日高 裕介

取締役

佐々木 悠

執行役員

大浦 保勅

執行役員

中村 克也

福利厚生・社内制度
入社研修プログラム、スキルアップサポート制度、コミュニケーション活性化制度、総会・オフィシャルクラブ制度、
健康サポート制度、家賃補助制度（2 駅ルール、どこでもルール）、引越手当、子ども手当、企業型確定拠出年金制度

詳細はこちら

2011 年 5 月

https://recruit.cygames.co.jp/

124,800,000 円
ゲームの企画・開発・運営

「たくさんの人に楽しんでもらいたい」
そんな同じ情熱を持つ仲間と一緒に、Cygames で最高のコンテンツを作りませんか？

渡邊 耕一

木村 唯人

「絶対に面白いものを作りたい」
「妥協せずに本気で取り組みたい」

［Cygames Taiwan］台湾 台北市 松山区
代表者

Careers

アニメーション製作

投資支援
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関連会社

Cygames の社員インタビューや働く環境などをご紹介する、最高のコンテンツをひもとくメディア

「Cygames Magazine」はこちら

https://magazine.cygames.co.jp/

