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 エイベックス・テクノロジーズ株式会社 

短尺アニメ制作ツール「AniCast Maker」 

追加 DLC 第 1 弾を 7 月 15 日（木）配信 

～人気キャラクター3 種類のアセット（素材）で映像制作が可能に！～ 

 

エイベックス・テクノロジーズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩永朝陽、以下：ATS）は、VR

空間で誰でも 1 人で短尺アニメ制作が可能なツール「AniCast Maker（読み：アニキャスト メーカー）」のアップデ

ート及び追加ダウンロードコンテンツ（DLC)第 1 弾を 7 月 15 日（木）に配信したことをお知らせいたします。 

 

■追加 DLC 第 1 弾について 

VR 用デバイス「Oculus Quest」、「Oculus Quest 2」向けに発売中の「AniCast Maker」を Ver1.1.0 にアップデ

ートし、「ライザのアトリエ 〜常闇の女王と秘密の隠れ家〜」、 「SSSS.GRIDMAN」 、「東雲めぐ」の各アセットパック

をご購入、ダウンロードいただくことで、既に収録されているアセット（素材）に加え、これらの作品のアセットを使った映

像制作ができます。 

 

追加アセットパック「ライザリン・シュタウト」       追加アセットパック「新条アカネ&アレクシス・ケリヴ」

 

追加アセットパック「東雲めぐ」 



 

 

商品名 内容 価格 配信日 

ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～    

追加アセットパック「ライザリン・シュタウト」 キャラクターモデル/小道具/背景/楽曲 2,990 円 2021/7/15 

追加アセットパック「クラウディア・バレンツ」 キャラクターモデル/小道具/背景/楽曲 2,990 円 2021/7/15 

追加アセットパック「リラ・ディザイアス」 キャラクターモデル/小道具/背景/楽曲/ 

モーション 

2,990 円 2021/7/15 

SSSS.GRIDMAN    

追加アセットパック「新条アカネ&アレクシス・ケリヴ」 小道具/背景 2,490 円 2021/7/15 

東雲めぐ    

追加アセットパック「東雲めぐ」 小道具/背景/楽曲 無料 2021/7/15 

※価格表記は税込です 

※詳細は「AniCast Maker」公式サイトの「アセット」ページをご参照ください 

 https://anicast-maker.com/asset/list 

※「SSSS.GRIDMAN」「東雲めぐ」の各アセットパックにはキャラクターモデルは含まれておりません。キャラクターを動かし

て遊ぶことはできませんので、予めご了承ください。 

※なお、「SSSS.GRIDMAN」追加ダウンロードコンテンツにつきまして、追加アセットパック「宝多六花&グリッドマン」も

本日発売を予定しておりましたが、諸般の事情により、やむを得ず発売を延期させていただきます。追加アセットパック

「宝多六花&グリッドマン」の発売時期につきましては、決まり次第、公式サイトや SNS 等で告知させていただきます。

楽しみにお待ちいただいた皆様には、大変申し訳ございません。 

 

■公式番組の配信 

声優の福原綾香さんをナビゲーターに、「AniCast Maker」の使い方を分かりやすくご紹介する公式番組を開始いたし

ます。「AniCast Maker」公式 YouTube チャンネルにて 7 月 16 日（金）19 時から毎週金曜日に収録番組を配

信いたします。 

 

URL：「AniCast Maker」公式 YouTube チャンネル 

https://www.youtube.com/channel/UCfkVWmdv30jGZ5-nBldfn2Q 

 

・福原綾香 

鹿児島県出身。ヴィムス所属の声優。主な出演作は、「トロピカル〜ジュ！プリキュア」白鳥百合子役、「新サクラ大戦 

the Animation」アナスタシア・パルマ役、「キャプテン翼」岬太郎役 など。 

https://anicast-maker.com/asset/list
https://www.youtube.com/channel/UCfkVWmdv30jGZ5-nBldfn2Q


 

 

 

 

■投稿コンテストの開催 

「ライザのアトリエ 〜常闇の女王と秘密の隠れ家〜」の追加アセットパックの発売を記念して、ショートアニメの投稿コン

テストを開催いたします。 

 

 

 

【コンテスト名】 

ショートアニメコンテスト ライザたちとひと夏の思い出 

 

【開催期間】 

2021 年 7 月 15 日(木)〜2021 年 8 月 31 日(火)23:59 まで 

 

【投稿方法・景品・審査員】 

詳細はコンテストページをご参照ください。 

URL：https://anicast-maker.com/contest_ryza 

 

 



 

 

■「ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～」ショートアニメの配信について 

「ライザのアトリエ 〜常闇の女王と秘密の隠れ家〜」の追加アセットパックの発売を記念し、1〜2 分のショートアニメを

計 7 本制作いたしました。7 月 15 日（木）より毎週 1 本ずつ公開する予定です。 

 

これらのショートアニメは、ATS が「AniCast Maker」でキャラクターの動画を作成し、その後、市販の映像編集ソフト等

で編集し、制作いたしました。 

 

URL：「AniCast Maker」公式 YouTube チャンネル 

https://www.youtube.com/channel/UCfkVWmdv30jGZ5-nBldfn2Q 

 

 

ショートアニメ#1「クラウディアの好奇心」より 

 

■「AniCast Maker」とは 

「AniCast Maker」は VR 空間にスタジオを作り、演技、カメラ撮影、舞台設定など、様々な役割を１人で行うこと

で、最大 15 秒の短尺アニメを制作できるツールです。発売時は 2 つのキャラクターモデルと、様々な背景や小道具、モ

ーションなどのアセット（素材）が用意されており、それらを自由に使った短尺アニメ制作が可能です。また、制作した映

像を SNS にアップロードし、視聴者から反応を得ることもできます。 

 

■商品概要 

 

タイトル ：「AniCast Maker」（アニキャスト メーカー） 

https://www.youtube.com/channel/UCfkVWmdv30jGZ5-nBldfn2Q


 

 

価格 ：2,990 円（税込）※日本 

$29.99        ※アメリカ 

対応機種：Oculus Quest / Oculus Quest 2 

対応言語：日本語・英語 

 

Oculus Quest Store：https://www.oculus.com/experiences/quest/3895994960415614/ 

公式サイト   ：https://anicast-maker.com/ 

権利表記   ： 

・「AniCast Maker」 

©2021 Avex Technologies Inc./AniCast RM Inc. 

Developed by XVI Inc.  

※「AniCast」は株式会社エクシヴィの商標または登録商標です。 

 

・追加アセットパック「ライザのアトリエ 〜常闇の女王と秘密の隠れ家〜」 

©2019 コーエーテクモゲームス All rights reserved. 

Published by Avex Technologies Inc. 

 

・追加アセットパック「SSSS.GRIDMAN」 

©円谷プロ ©2018 TRIGGER・雨宮哲／「GRIDMAN」製作委員会 

Published by Avex Technologies Inc. 

 

・追加アセットパック「東雲めぐ」 

©うたっておんぷっコ♪/©Gugenka® 

Published by Avex Technologies Inc. 

 

・ファンズちゃん 

© Dai Nippon Printing Co., Ltd. 

  

■『ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～』とは 

コーエーテクモゲームスから 2019 年に PS4 / Nintendo Switch / PC で発売された RPG ゲーム。 

「アトリエ」シリーズは、錬金術を題材とするガストブランドの代表的なシリーズ。 

本作は、「平凡で特徴がないのが特徴」の少女・ライザと仲間たちの、ひと夏の大冒険を描いた物語。 

全世界累計出荷 50 万本を超え、同シリーズにおける出荷数最高記録を達成した。 

 

現在、続編にあたる『ライザのアトリエ２ 〜失われた伝承と秘密の妖精〜』が、PS5 / PS4 / Nintendo Switch / 

PC で発売中。 

 

公式サイト：https://www.gamecity.ne.jp/atelier/ryza/ 

 

https://www.gamecity.ne.jp/atelier/ryza/


 

 

■「SSSS.GRIDMAN」とは 

1993 年から放送された TV シリーズ「電光超人グリッドマン」を基とする、2018 年に放送されたテレビアニメ作品。

2021 年 4 月より、同じスタッフによる完全新作アニメーション「SSSS.DYNAZENON」が放送。 

 

公式サイト：https://gridman.net/ 

 

■東雲めぐとは 

東京の日和丘に住む女の子。 

自身で作詞作曲や絵本を手掛けたり、VR ミュージカルの主演女優、バーチャルタレントとしても活躍するなど、みんなに

ハッピーを届けるためさまざまな挑戦をしている。 

 

公式 twitter:https://twitter.com/megu_shinonome 

 

■会社概要 

エイベックスにおいて、IP を創造するための次世代テクノロジー基盤を構築するグループ会社です。新たな IP 創出の形

を作り、ゲームや新感覚の動画配信サービスの提供、デジタル商品の開発や資産管理及び IP の権利を守るためブロッ

クチェーンを利用した展開を行っています。 

名称 ：エイベックス・テクノロジーズ株式会社  

URL ：https://avex-technologies.com 

設立 ：2019 年 5 月 14 日 

代表者 ：代表取締役社長 岩永朝陽 

所在地 ：東京都港区南青山 3-1-30 エイベックスビル 

事業内容：ブロックチェーン事業、クラウドエンタテインメント事業等 

以上 

 

《報道関連からのお問い合わせ》 

 エイベックス・テクノロジーズ株式会社 

info-tech@av.avex.co.jp 

https://gridman.net/
https://twitter.com/megu_shinonome
https://avex-technologies.com/

