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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、アニメ、マンガ、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 代表取締役社長：石川広己) は、次世代コンテンツの開発・制

作を手掛ける株式会社ネオアルド（株式会社パピレスと株式会社GYAO の共同出資会社）との産学協同プロジェ

クトとして共同で制作した「コミックシアター《フルボイス版》」を2017年1月31日(火)に販売開始致しました。制作し

た作品は、「Renta!」や「Yahooブックストア」ほか、電子書店にて順次販売されます。 

 

「コミックシアター」とは、デジタルならではの演出を付加することにより、従来の漫画を動画コンテンツとして進化させ

た、ネオアルドが制作する新感覚の次世代コミックです。ページを捲りながら読み進める従来の電子書籍とは異なり、

コマやセリフが自動で表示され、ストーリーが進む仕組みとなっております。また、コマやセリフに、アニメーションやエフ

ェクトなど、デジタルならではの演出を施しています。 

 

今回のプロジェクトの対象作品は、「マンガ図書館Ｚ」（株式会社Ｊコミックテラス運営）提供による、下記2 作品で

す。 

水上悟志『サイコスタッフ』 全 7 話 

センス光るタッチで描く水上悟志先生の超能力SF アクションジュブナイル傑作 

 

<購入はこちら> 2017 年1 月31 日(火)販売開始！ 

Renta! ⇒ http://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/item/118740/ 

Yahoo ブックストア ⇒ http://bookstore.yahoo.co.jp/shoshi-702718/ 

 

<原作を無料で読む> 

マンガ図書館Ｚ ⇒ https://www.mangaz.com/book/detail/63721 

 

桜野みねね『ひなぎく見参！ 一本桜花町編』1～3 話 

愛らしいキャラクターも健在！リリカルな描写で恋のゆくえ気になる時代ファンタジーロマン 

 

<購入はこちら> 2017 年1 月31 日(火)販売開始！ 

Renta! ⇒ http://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/item/118742/ 

Yahoo ブックストア ⇒ http://bookstore.yahoo.co.jp/shoshi-702725/ 

 

<原作を無料で読む> 

マンガ図書館Ｚ ⇒ https://www.mangaz.com/book/detail/44561 

 

 
 

新感覚の次世代デジタルコンテンツ「コミックシアター」 

共同制作の 2 作品を販売スタート！！！ 
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今回のプロジェクトは、バンタンゲームアカデミーの学生制作による BGM・効果音・キャラクターボイスを付加して、 

株式会社ネオアルド、株式会社 J コミックテラス協力のもとデジタルコンテンツとしてリリースする共同プロジェクトです。

バンタンゲームアカデミーは、2016年9月に学内で声優オーディションを行い、「アニメ＆ゲーム声優専攻2年、声優

＆ボーカリスト専攻2 年、バンタン高等学院アニメ＆ゲーム声優専攻2 年」の学生の中から配役を決定し、9 月～

10 月にかけてボイス収録を行いました。全編で流れる BGMやSE は、「サウンドクリエイター専攻2年」の学生が作

曲・制作。11月には学生が収録したすべての音声やサウンドの調整作業を行い、ネオアルドに納品しました。ネオア

ルドは、対象作品にアニメーションなどのエフェクトを付加すると共に、バンタンゲームアカデミーの学生が制作した音

声データの埋め込みを行い、「コミックシアター《フルボイス版》」として完成させました。 

 

今回手掛けた作品は、2 月19 日(日)に開催されるバンタン卒業修了制作展 『VANTAN STUDENT FINAL 2017』 

-THE POWER OF DESIGN-にて作品上映を行います。バンタンゲームアカデミー学生の活躍に是非ご期待くださ

い。 

 

■卒業修了制作展 

  【『VANTAN STUDENT FINAL 2017』 -THE POWER OF DESIGN-】 

バンタン各スクールで学んできた学生たちの集大成である「VANTAN STUDENT 

FINAL-バンタン卒業修了制作展-」。各分野の学生たちが、これまでに培ってき

た感性、知識、技術、経験・・・その全てをありったけの情熱を持って表現します。

軌跡を辿るそのステージは、これまで関わった多くの人たちに“驚き”と“感動”を刻

み込みます。 

2017 年のテーマは「THE POWER OF DESIGN」。 

実践的な教育環境のもと、学んできた学生によって制作された作品群は、これま

でにない新しい価値を生み出し、またそれを発信することで世界中の若者達に

“デザインのチカラ”を伝えたいというメッセージが込められています。 

 

 

【バンタン卒業修了制作展 開催概要】 

名称： バンタン卒業修了制作展 『VANTAN STUDENT FINAL 2017』 -THE POWER OF DESIGN- 

日程： 2017 年2 月19 日（日） 11：00 – 20：00  

会場/ 時間： EBiS303 / 11：00 – 20：00 （東京都渋谷区恵比寿1-20-8 エビススバルビル3Fおよび5F） 

 天現寺大使館/11:00 – 17:00 （東京都港区南麻布4－2－42 クオリア南麻布1F） 

 BREIZH Café CRÊPERIE Le Comptoir / 11：00 – 17：00   

（東京都渋谷区恵比寿4-11-8 グラン・ヌーノ 1F） 

 アトレ恵比寿 / 10：00 – 21：30 （東京都渋谷区恵比寿南1-5-5） 

 

入場は無料です。イベント詳細や更新情報も特設サイトに掲載いたしますので、ぜひ御覧ください。 

 

特設WEB SITE： http://www.vantan.co.jp/studentfinal2017/ 

特設Twitter： https://twitter.com/vantansf 

 

 

■ コミックシアター 

アニメーションやエフェクトなどデジタルならではの演出を付加することにより、従来の漫画を動画コンテンツとして進

化させた、ネオアルドが制作する新感覚の次世代コミックです。また、声優によるキャラクターのセリフ音声や BGM、

効果音などを追加した「コミックシアター《フルボイス版》」の配信を 2014 年から開始しています。 

・コミックシアターURL： http://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/page/index_n.htm 
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■ 株式会社ネオアルド 

ネオアルドは、次世代コンテンツをより一層社会的に普及させていくことを目指して、株式会社パピレスと株式会社

GYAO により設立された合弁会社です。 

・URL： http://www.neoaldo.co.jp/ 

 

■ マンガ図書館Z 

漫画家・権利者の方々の許諾、ご好意によって、「もう絶版になってしまった懐かしいマンガ」や「出版社の許諾を得た

無料マンガ」、「惜しくも単行本化されなかったマンガ」、「新しく生み出されたマンガ」などが、全巻、いつでも無料で読

めるという画期的な電子書籍サイトです。 

・URL： https://www.mangaz.com/ 

 

■ 株式会社J コミックテラス 

名作のマンガを無料で読むことができるサービスを、日本に限らず、世界に届け、作家も読者も、そして、マンガにか

かわるあらゆる方々がハッピーになる究極の世界の実現を通じて、マンガ文化の発展に貢献することを目指し、イン

ターネットで電子書籍の配信を行う企業です。 

・URL： http://j-comi.co.jp/ 

 

■ Vantan Game Academy（バンタンゲームアカデミー） 

「業界に最も近い総合エンターテイメントスクール」をコンセプトに現場で活躍するプロを講師に迎え、 

ゲーム・マンガ・アニメ・声優など、コンテンツの領域に特化して即戦力人材の育成を行う専門スクール。 

・バンタンゲームアカデミーHP ： http://www.vantan-game.com/ 

 

■ 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て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、アニメ、マンガ、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「実践教育」で 

即戦力となる人材を育成する教育事業を展開、これまでに 19 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/ 
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