
2019年7月10日 

Studio Z株式会社 

 

Studio Z 株式会社（本社：東京都港区 代表取締役 CEO：池幡 賢）が運営しております 共闘対戦 

爽快パズル消しゲー『エレメンタルストーリー』は、優勝賞品『ゲーム内実装』と『Amazon 欲しいも

のリスト 100 万円分』をかけたバーチャル YouTuber 募集キャンペーン第 2 弾の決勝を開催してお

ります。約 30 名が参加した予選から生配信の高評価数と友達招待数を集めて決勝に進出した個

共闘対戦 爽快パズル消しゲー『エレメンタルストーリー』 

バーチャル YouTuber 募集キャンペーン第 2 弾決勝開催中︕ 

10 名の VTuber が優勝賞品『ゲーム内実装』と『Amazon 欲しいものリ

スト 100 万円分』をかけて⽣配信バトル︕中間発表も︕ 



性豊かな 10 名の VTuber をご紹介！ 

 

▼バーチャル YouTuber 募集キャンペーン第 2 弾特設サイト 

https://bit.ly/2LXBeSA 

 

▼決勝配信ルール 

①決勝生配信実施期間 

6/30(日)0:00 ～7/24(水)11:59 

 

②以下のポイントを足した合計値が最も高い 1 名様が優勝となり、『ゲーム内実装』と『Amazon 欲

しいものリスト 100 万円分』をプレゼントします。ユーザー投票はエレストのプレイヤーランクがそ

のままポイントになります。 

・決勝期間中の全エレスト配信の「高評価数」合計（高評価 1 件につき 1 ポイント） 

・友達招待数（1 人につき 100 ポイント、50 人まで） 

・ユーザー投票(rank1 につき 1 票)※ゲーム内お知らせから 

 

■決勝進出者 10 名ご紹介(50 音順) 

①天使リリエル-Amatsuka Lilyel- 

https://www.youtube.com/channel/UCtULYtCQSJ6iwseENkpu5GQ

 
 

Q.優勝して Amazon 欲しいものリスト 100 万円分がもらえたら何に使いたいですか？ 

A. つよつよのパソコンと HTC Vive を手に入れて、自作した 3D のカラダを最大限に活用した配信



をしていきたいっス！さーらーに！バイノーラルマイクも手に入れて、ASMR 配信にも進出していき

たいっス ପ(⑅ˊᵕˋ⑅)ଓ 余った分はゲームソフトを増やしたりして、とにかく配信を充実させられるパー

ツを増やしたいっス！ 

 

Q. 実装(優勝)に向けての意気込みを教えてください！ 

A. 始めたきっかけは企画に参加するためだったけど、元々パズルゲーム好きなのもあって、今で

は純粋なエレストファンになってるっス！ 

だから、Vtuber としてだけじゃなくて、エレスターの 1 人として、絶対に優勝したいっス！！ 

決勝が終わっても続ける時に、優勝できなかったな…って泣きたくないっスから ʚ(｡>﹏<｡) 

このボクの熱意は、エレスト デビュー1 ヶ月で蜃気楼の塔 3 層を 2 つクリアしたり、トロフィー6000

個集めたり、アリーナでウィークリー大会第 2 試合突破したりしてるトコロから伝わったら嬉しいっ

ス ପ(⑅ˊᵕˋ⑅)ଓ 

あと、予選も決勝も毎日配信続けていて、しかもそれぞれ何かしらテーマを持って、取れ高がある

楽しい配信になるように心がけてるっス☆ 

まだまだ初心者っスケド、だからこそ新規勢とベテランエレスター勢との架け橋になれるように頑

張るっス！応援よろしくお願いしますっス ଘ( ◌ु⁎ᴗ_ᴗ⁎)◌ु✨ 

 

②あんずちゃんねる 

https://www.youtube.com/channel/UCerH0KOGyPaC5WueExiicZQ 

 

Q.優勝して Amazon 欲しいものリスト 100 万円分がもらえたら何に使いたいですか？ 

A. 配信機材回りの強化、配信で使えるネタグッズの購入など 



 

Q. 実装(優勝)に向けての意気込みを教えてください！ 

A. 主に初心者さんたちへのサポートに重きを置いた配信をしてます！応援してくれる方達の為に

も絶対に勝ちます！投票迷ってる方は何度か私の配信もみてみてね！！ 

 

③ウルケン・ノース世紀末系 VTuber 

https://www.youtube.com/channel/UC2zuO8mkXTI5l-s6TL7uzuw 

 

Q.優勝して Amazon 欲しいものリスト 100 万円分がもらえたら何に使いたいですか？ 

A. 配信の機材、環境を整えたり、いつも世話になっているリアルの親しき者に何かプレゼントした

い！ 

 

Q. 実装(優勝)に向けての意気込みを教えてください！ 

A. とにかく楽しく、明るくエレストを盛り上げていきたいと思います！エレスターの皆、そして共に

エレストをプレイする者！何百とゲームを配信した中でソーシャルゲームのジャンルをここまで楽

しめて生配信したのは初めてです。超初心者ですが頑張りますので、よろしくお願いいたします！ 

 

④オニャンコポン 

https://www.youtube.com/channel/UCjHnkFgjwvnFw17QxYmI7fw



 

Q.優勝して Amazon 欲しいものリスト 100 万円分がもらえたら何に使いたいですか？ 

A. ごはんほしいのじゃ！おなかすいたのじゃ！おかしもほしいのじゃ～！ 

 

Q. 実装(優勝)に向けての意気込みを教えてください！ 

A. 楽しく遊んでるのじゃ！エレストおもしろいのじゃ～！ 

 

⑤紫音 VG チャンネル 

https://www.youtube.com/channel/UCri7Aft0jr2Jd0wIdTft84A?view_as=subscriber

 



Q.優勝して Amazon 欲しいものリスト 100 万円分がもらえたら何に使いたいですか？ 

A. 20 万円分くらい webmoney とかに変えてエレストに課金してガチャを回して、残った金をお肉と

蟹を買って食べて、最後に残った分は活動に使いたいと思ってるのだ！ 

 

Q. 実装(優勝)に向けての意気込みを教えてください！ 

A. 実装してみんなといつでもどこでも一緒に遊べるようになりたいのだー！ 

 

⑥屍鬼 Channel 

https://www.youtube.com/channel/UCTcGbTH9hlScXB-Bm1D4HNQ

 

Q.優勝して Amazon 欲しいものリスト 100 万円分がもらえたら何に使いたいですか？ 

A. 食費にする！うまいもん食いてぇからなぁ！ 

んで、1 つ考えてるのは応援してくれた奴らも交えたプレゼント企画的なやつもしていきてぇな！ 

大会で優勝したりしたら 1 度はやってみたかったんだぁ、エレストでその記念を果たせたら最高だ

なぁって感じよぉ！ 

 

Q. 実装(優勝)に向けての意気込みを教えてください！ 

A. ぶっちゃけキャラクターが実装されるだけとは思っちゃいねぇ、そっからどれだけエレストってい

うゲームを楽しく広めていけるかって所が大事だと思ってる。 

色々企画したり、ファンボックスの更新頻度も高くTwitterでも動画を定期的に出す俺だからこそや

れる事は無限大だぁ、俺とお前ぇらなら勝てる！ 

行くぜぇ、お前ぇらぁ！！！ 

 



⑦白雪レイドーReid Channelー 

https://www.youtube.com/channel/UCIu-aUArYq_H84dBpCAokMA

 

Q.優勝して Amazon 欲しいものリスト 100 万円分がもらえたら何に使いたいですか？ 

A. 涙の大型プレゼント企画 

 

Q. 実装(優勝)に向けての意気込みを教えてください！ 

A. 誰も見たことのない僕の下半身をお見せする絶好の機会なので、なんとしても優勝します！ 

 

⑧はくらみこのちゃんねる 

https://www.youtube.com/channel/UCYZl69Cby8wHyazEp8I9tlA



 

Q.優勝して Amazon 欲しいものリスト 100 万円分がもらえたら何に使いたいですか？ 

A. 炊飯器が引くほど古くなっていて洗うたびにコーティング？が取れて黒い釜がまだらになりつつ

あります。 

なんかこわいのでいい炊飯器が欲しいです…。 

あと洗濯機が引くほどうるさくて隣の人から壁ドンされるので、静かで新しい洗濯機がほしいです。 

あとうちに掃除機がなくてコロコロとクイックルワイパーで頑張っているのでルンバがほしいで

す！！！！！！！！！ 

 

Q. 実装(優勝)に向けての意気込みを教えてください！ 

A. 実装されたら光属性で天使キャラでそして敵を必ず倒すスキルをつけてもらいま

す！！！！！！！！ 

みこのが実装されたら自身の配信でやっているマルチの番号を予測するゲームを公式配信でや

ってもらって当てた方には 100 万円プレゼントしてもらうのが夢です。 

がんばります！！！！ 

 

⑨ヒヅキミウ MIU CHANNEL 

https://www.youtube.com/channel/UCM6iy_rSgSMbFjx10Z6VVGA



 

Q.優勝して Amazon 欲しいものリスト 100 万円分がもらえたら何に使いたいですか？ 

A. 折角なので 100 万円を使って視聴者さんに何かプレゼントができる企画をやりたいです！ 

 

Q. 実装(優勝)に向けての意気込みを教えてください！ 

A. エレスターさんはもちろん、エレストを知らない方にも楽しんでもらえる配信を目標に頑張って

います！企画力で優勝を掴み取りたいです！ 

 

⑩望月結 yuiChannel 

https://www.youtube.com/channel/UCmEx4mnDtvL2z2-FjZS3hAQ

 



Q.優勝して Amazon 欲しいものリスト 100 万円分がもらえたら何に使いたいですか？ 

A.今後の活動にいく為に使いたいと思います！具体的には 3D 配信用の機材が欲しいです！ 

 

Q. 実装(優勝)に向けての意気込みを教えてください！ 

A. 参加者さんの中でチャンネル登録者数は 1 番少ないですが今回のイベントへのやる気は 1 番

多いです！！これからもエレスト楽しくプレイして行きます！ぜひとも望月結を応援よろしくお願い

します！！ 

 

▼中間発表 

7/9(火)時点での TOP5 を発表！獲得ポイントが僅差で接戦なので決勝配信期間ラストまで見逃

せない！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■エレメンタルストーリーとは  

 
7 秒間のうちにピースを動かして特定のカタチを描くことで必殺技スキルを発動・乱射させて戦うス

マホ向けのパズル RPG です。単にピースをつないで必殺技を出すだけのパズルゲームではなく、

お手軽ながらも奥深い戦略性と爽快感を併せ持つゲーム性が評価され、インストールは 555 万人

※１を突破し、多くのユーザーにお楽しみいただいております。 

 

▸エレスト公式サイト:https://elementalstory.com 

▸iOS:https://itunes.apple.com/jp/app/erementarusutori/id945969215 

▸Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.crooz.ElementalStory 

▸AndApp(PC 版):https://www.andapp.jp/apps/5631362912485376 

※１エレストのインストール数は、同一端末による重複インストールは含んでおりません。 

 

■Studio Z について 

Studio Z は、クルーズ株式会社にて数々のヒット作を世に送り出してきたゲームクリエイターを集

結し、少数精鋭でスマートフォン向けゲームの企画・開発・運営を行うエンターテインメント企業で

す。 「メチャクチャオモシロイをツクル」をビジョンに掲げ、2016 年 11 月にクルーズ株式会社の

100％子会社として誕生しました。 

 

 

 

 



≪会社概要≫ 

 
社  名 ： Studio Z 株式会社 

所  在  地 ： 東京都港区六本木 6-8-10 

設  立 ： 2016 年 11 月 1 日 

資 本 金 ： 1 億 2,000 万円 

事 業 内 容 ： スマートフォン向けゲームの企画、開発、運営 


