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コメント▼
専門学校では 3D モデリング、Eff ect 制作、デッサン 2D イラスト制作チーム制
作など一通りの事は経験してきました。特にチーム制作では作った素材の受け渡
し、saucetree の使い方、チームメンバーとの報連相などの重要な経験を積むこ
とができました。
2 年の頃にはまった LeagueOfLegends というゲームのトゥーン調の Eff ect
が「カッコいい」「違和感がない」と思い始めてからは Unity や Eff ekseer
で GameEff ect を自主的に制作するようになりました。現在は主に unity で
ShaderGraph を使った Eff ect を作っています。今後は Eff ect だけではなくカメ
ラの演出や、キャラクターモデルとアニメーションと Eff ect を合わせたよりわか
りやす動画、光関係の勉強をしていこうと考えてます。

今井隆裕
いまいたかひろ

国際情報工科自動車大学校ゲームグラフィック科

取得資格
公益社団法人色彩検定協会 色彩検定 3 級
CG-ARTS CG クリエイター検定 ベーシック
サーティファイ主催 Photoshop クリエイター能力認定試験 スタンダード
サーティファイ主催 Illustrator クリエイター能力認定試験 スタンダード

使用ツール

連絡先

E メール :zeal19330113@fsgcl.jp

TEL:080-8026-2863

生年月日 2001/3/16

エフェクト制作

ゲーム制作

2 Ⅾイラスト

デッサン

好きなこと : ゲーム



補足 補足

コマ送り▼ コマ送り▼
制作期間 :2021/5
制作時間 :7 時間
制作ツール :Unity、Maya、Photoshop
動画 URL:
コメント
MOBA 系のゲームに出てきそうな宇宙を Image したエフェクト作りま
した

スターシュートギガデイン

制作時期 :2021/7
制作時間 :9 時間
制作ツール :unity、Maya、Photoshop
動画 URL：
コメント
スマブラに出てる勇者のギガデインを参考にして作りました
斬撃 Eff ect の部分がそれっぽくできて満足です。

Shader

主な Texture

◀斬撃部分を空気に溶けるように自然に消し

たかったので、白黒の画像を斬撃画像に掛け

算し、白黒の画像をだんだん黒にするように

して溶けるようにけしました。

ここの値を変換して表現。

エ
フ
ェ
ク
ト

主な Texture



補足 補足

コマ送り▼ コマ送り▼
制作時期 :2021/4
制作時間 :3 時間
制作ツール :Unity、Photoshop
動画 URL
コメント
初めて Shadergraph を使って制作したエフェクトです。
動画や本を参考に作りました。

斬撃ソーラーフレア

制作期間 :2021/5
制作時間 :5 時間
制作ツール :Unity、Photoshop、Maya
動画 URL
コメント
上から攻撃する系の技をイメージして作りました。

主な Texture 主な Texture

使用 Model

Shader



補足 補足

コマ送り▼ コマ送り▼

唐揚げ爆弾

制作時期 :2019/11
制作時間 :4 時間
制作ツール :Eff ekseer
動画 URL
コメント
初めて Eff ekseer 作ったエフェクトです。
唐揚げだけで作りました。

制作期間：2021/5
制作時間：6 時間
制作ツール：Unity、Maya、Photoshop
動画 URL：
コメント
槍を投げて相手にダメージを与えるスキルを想定してつくりました。
地割れのテクスチャを描くのががなかなか難しかったです。

槍投げ

主な Texture

主な Texture



補足 補足

コマ送り▼ コマ送り▼
制作時期
制作時間
使用ツール :Effekseer、Photoshop
動画 URL
コメント
Effekseer でノードベースのマテリアルエディタが使えるようになった
ので、その時に作ってみたエフェクトです。

制作時期 :2020/12
制作時間 :8 時間
使用ツール :Unity、Maya
動画 URL:
コメント
3dModel を Unity でアニメーションさせて、動きをブレンドし、より
竜巻らしくしました。

薙ぎ払い➡突き竜巻

Shader



MagnetTraveller

タイトル：MagnetTraveller
制作時期 :2021/3 ～ 2021/6
制作人数 4 人 ( プログラマー 2 人、グラフィッカー 2 人 )
担当箇所
UI デザイン、エフェクト制作、コンセプトアート、ゲーム背景
ゲーム概要
反発と吸着を利用し、ゴールを目指すアクションゲームです。

▼タイトル画面

主な作った UI

▼ボタン背景

▼没コンセプト案

▼タイトルロゴ

▼ゲージ UI

▼テキスト UI

▼ゲーム画面

磁極を切り替えるとプレイヤーキャラクターの接している磁石に
よって反発したり、吸着したりします。

▶

キャラクターの現在の極

▼ステージ Select 画面

ステージ Texture

ゲ
ー
ム
制
作



MIDNIGHTSLAP

タイトル：MIDNIGHTSLAP
制作時期 :2018/12 ～ 2019/2
制作人数2人(プログラマー兼グラフィッカー1人、グラフィッカー1人)
担当箇所
プログラム、UI、キャラクターデザイン、キャラクターアニメーション
ゲーム概要
ロープを使って、縦穴の洞窟を登っていく 2D アクションゲームです。
コメント
高校の卒業制作の時に作ったゲームです。
グラフィッカーでしたが、プログラムも担当しました。
初めてプログラマーになったので手探り状態でしたが、他のチームの人
や、先生に教えてもらいながら何とか作り上げることができました。

▼初期デザイン

▼タイトル画面

▼ゲーム画面 (tutorial)

プレイヤーから発射されるロープが特定の壁にぶ
つかるとプレイヤーが引き寄せられ移動すること
ができます。

▼アニメーションシート

▼ゲーム画面 ( ステージ 1)

▼ゲーム画面 ( ステージ 3)

▼ドット素材



デ
ッ
サ
ン

制作時期 :2019/6
制作時間 :12 時間
初めてのデッサンでしたがいい感じに描けたを思っています。

制作時期 :2021/6
制作時間 :12 時間
葉を植物らしく描くのに苦戦しましたが、いい感じに描けました。

制作時期 :2021/7
制作時間：9 時間
全体の形を違和感の内容に整え、顔を本人に似せました。

ガンプラデッサン静物デッサンブーツ

制作時期 :2020/11
制作時間 :10 時間
とにかく質感を皮に近づけようとしました。奥の方のブーツも形が崩
れないよう頑張って描きました。

人物デッサン



制作時期 :2020/5
制作時間 :10 時間
岩肌をリアルに見せようと頑張りました。

制作時期 :2019/7
制作時間 :9 時間
初めての石膏デッサンでしたが、いい感じかけてると自分では思いま
す。

風景デッサンヴィーナス


