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日本国内のクリエイターへ「パックマン」「ギャラクシアン」など 17 タイトルを開放する 
「カタログ IPオープン化プロジェクト」新展開 

 

エントリー企業数が 100 社超、企画審査を通過したタイトルが 50 件超 

個人クリエイターを支援する３つの施策を発表 
 

株式会社バンダイナムコエンターテインメント（本社：東京都品川区、

代表取締役社長：大下聡）は、バンダイ・ナムコ統合 10 周年記念企画と

して 2015 年 4 月より実施している「カタログ IP オープン化プロジェクト」

の新しい取り組みを実施します。 

4 月よりスタートした法人向けプログラムは、発表当初より反響も大き

く、すでに 100 社を超える企業からのエントリーをいただいています。

100社の内、約半数の法人から企画申請をいただき 50件を超える企画

が既に審査を通過しています。ゲームのみならず様々なコンテンツのア

イディアが寄せられ、今後のネットワークエンターテインメントの更なる

事業領域の拡大の可能性を感じる、素晴らしいスタートを切ることができました。 

そして今回、法人に続き、個人クリエイター向けの支援施策を新たに発表いたしました。これにより、より多くの

個人のアイディアが実現できるよう、バックアップしていきます。 

今後の「カタログ IPオープン化プロジェクト」の展開にご期待ください。 

 

■個人クリエイターが参加可能となる３つの施策を開始 

日本国内へお住まいの多くの個人クリエイターの方が、本プロジェクトへ参加いただけるよう、新たに 3 つの施

策を開始いたします。 

① 「公認クリエイター制度」 

エントリーいただくことで、国内個人クリエイターの皆様がカタログ IPを活用したコンテンツの公開が可能にな

ります。 ※エントリー完了には当社の簡単な審査がございます。 

② 「学校法人プログラム」 

学校法人として本プロジェクトにエントリーいただくことで、授業におけるカタログ IP 活用や、学生が制作した

コンテンツの公開が可能になります。 

③ 「カタログ IP×GameJam」 

カタログ IP をテーマに限られた時間内でアイディアを出し合い、コンテンツ開発を行うイベント「GameJam」を

今秋に実施する予定です。本プロジェクトでは通常実施していない IP 素材提供を行い、コンテンツ製作にご

活用いただけます。 

プログラムの実施時期や詳細につきましてはカタログ IP公式サイト（http://open.channel.or.jp/）よりご確認くださ

い。 

※GameJamの詳細掲載は夏頃を予定しております 

http://open.channel.or.jp/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■オープン化対象タイトル 

ギャラガ 

（1981年発売 業務用） 

ギャラクシアン 

（1979年発売 業務用） 

源平討魔伝 

（1986年発売 業務用） 

スカイキッド 

（1985年発売 業務用） 

スターラスター 

（1985年発売 家庭用） 

ゼビウス 

（1982年発売 業務用） 

ディグダグ 

（1982年発売 業務用） 

ドラゴンバスター 

（1984年発売 業務用） 

ドルアーガの塔 

（1984年発売 業務用） 

パックマン 

（1980年発売 業務用） 

バトルシティー 

（1985年発売 家庭用） 

バベルの塔 

（1986年発売 家庭用） 

マッピー 

（1983年発売 業務用） 

妖怪道中記 

（1987年発売 業務用） 

ワギャンランド 

（1989年発売 家庭用） 

ワルキューレの冒険 時の鍵伝説 

（1986年発売 家庭用） 

ワンダーモモ 

（1987年発売 業務用） 

 

 

(c)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. 

 
※プレスリリースの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。 
※著作権表記中の（C）は○の中にC の表記をしていただきますようお願い致します。 

 
 
２０１５年４月１日より、株式会社バンダイナムコゲームスは、株式会社バンダイナムコエンターテインメントに社名が変わりました。 

「ゼビウス」 「マッピー」 

「ギャラクシアン」 

「ギャラクシアン」 

【カタログ IP オープン化プロジェクトとは】 

本プロジェクトは、「パックマン」「ギャラクシアン」などのカタログ IP（当社がこれまで展開したオリジナル IP）17

タイトルを日本国内のクリエイターへ開放し、幅広い発想でスマートフォンアプリなどデジタルコンテンツの領域

で広く活用いただきたいと企画したものです。対象タイトルに登場するキャラクター、音楽、ストーリー、設定など

を二次創作していただけます。なお、作品の公開は日本国内での配信に限定し、日本国内の法人並びに日本

国内に在住のクリエイターを対象としています。なお、本プロジェクトは、企画申請の受付を 2016 年 3 月末まで

の１年間限定とし、作品公開は 2020 年 3 月末までを予定しています。 

バンダイナムコエンターテインメントは、自社カタログ IP を用いて多くのクリエイターの皆さんと共に、ネットワー

クエンターテインメントのさらなる事業領域の拡大を目指していきます。 
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＜補足資料＞ 

■企画審査を通過した法人と企画名（仮称）  ※通過企画の一部を掲載 

 

法人 企画名（仮称） 

アズアンドコー株式会社 Dodge & Dush パックマン ver（仮称） 

インプラス株式会社 黒子スタイル with ナムコキャラクターズ！（仮称） 

エム・ビー・エーインターナショナル株式会社 ドルアーガ大富豪の塔（仮称） 

株式会社アイランド バトルシティー・ディフェンス（仮称） 

SAT-BOX ピクセルスーパースターズ（仮称） 

株式会社オートクチュール 
ゼビウス カジュアルシューティングゲーム（仮称） 

マッピー カジュアルアクションゲーム（仮称） 

株式会社クアッドアロー バンダイナムコ オールディーズオールスターズ on EF-12（仮称） 

株式会社 CUCURI 脱出推理アプリ「VAMPIRE HOLMES」×パックマン（仮称） 

株式会社 KIT ゲーミングダイエット 体脂肪パックマン（仮称） 

株式会社ケイブ ゴシックは魔法乙女×カタログ IP コラボ（仮称） 

株式会社コトブキソリューション パックマン きせかえ（仮称） 

株式会社鈴屋 リベンジ TO マッピー（仮称） 

株式会社テコテック バンナムカジュアルパズル（仮称）プロジェクト 

株式会社Ｄ．Ｃ．Ｔ． the Dash of DRUAGA（仮称） 

株式会社 Digital Frontier Ghost Revenge（仮称） 

株式会社天問堂 パックマンが先生に？！イマキクで楽しく学ぼう（仮称） 

株式会社 V3 
パックマン vs仲間たちの爆裂レーシング（仮称） 

ナムコオールスターリズムランド（仮称） 

株式会社フラットビットスタジオ ゼビウスカジュアルゲーム（仮称） 

株式会社プロファイア ドルアーガの塔外伝 クオックスの乙女（仮称） 

株式会社ワンダーリーグ パックマンでモバイル e スポーツを楽しもう！（仮称） 

ザイザックス株式会社 それゆけ！ワギャコプター（仮称） 

合同会社 room6 とっとこダンジョン & ドルアーガの塔 コラボ企画（仮称） 

コミック・コミュニケーション株式会社 無料アプリ『コミコミ』にてコンテンツ配信企画（仮称） 

チーム EGG 株式会社 ビート＆マジシャンズ×カタログ IP コラボ（仮称） 

BoosterMedia Japan 株式会社 HTML5 クロスプラットフォームカジュアルゲーム企画（仮称） 

有限会社クリエイトウェーブ ゼビウス３Ｄ for スマートフォンプロジェクト（仮称） 

有限会社パパイヤ電池開発 ゼビウス地方創生＠ 魚沼大陸（仮称） 



 

＜補足資料＞ 

■審査通過企画キービジュアル  ※一部掲載 ※画像は全て開発中のものです 
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有限会社パパイヤ電池開発  株式会社プロファイア 株式会社オートクチュール  株式会社ケイブ 

 株式会社天問堂 株式会社 V3 

株式会社Ｄ．Ｃ．Ｔ． ザイザックス株式会社 



  

インプラス株式会社 株式会社 KIT 

株式会社 Digital Frontier 合同会社 room6 SAT-BOX 

株式会社フラットビットスタジオ BoosterMedia Japan株式会社 株式会社ワンダーリーグ 


