の

特別座談会

京都をアニメ産業 の
第2の拠点 に！
～京都におけるアニメ産業・人材育成について語る～

坂本 一也

小宮 彬広

ライデンフィルム京都スタジオ室長
監督、演出

川辺 真司

京都精華大学マンガ学部
アニメーション学科 学科長

グラフィニカ京都スタジオ代表
クリエイティブディレクター、プロデューサー

秋吉 亮
NPO 法人 AEYAC 理事長

司会進行：京都クロスメディア推進戦略拠点 三輪由美子
※

2015 年 12 月、京都精華大学の卒業生 ･ 石田祐康監督らが所属する株式会社スタジオコロリドが業界でいち早くデジタル作画ワークフローを確立したこともあり、同大学にて「デジタル
作画セミナー」を開催すると同時にアニメ産業の可能性や課題を背景に「京都が東京に続く、第 2 のアニメ制作・アニメ産業拠点」となるための意見交換を行う公開研究部会も行ったと
ころ、京都だけでなく全国から幅広い方々が集まり、約 250 人が参加する関心の高い研究部会となった。

3年を振り返る
三輪

前回の研究部会※から3年経ちまして、そ

の時のメンバーでまた集まって、活動状況や今

どちらも30分くらいのアニメです。今年2018

の研究部会が開催された頃から考えると、実力

の3年で、短編ではありますが、目標通り、実制

まで制作できる土壌ができてきたと思います。

の短編アニメの制作などを行っております。こ

後の展望など話し合う座談会を企画し、京都の

作全般を請け負う元請制作という形でタイトル

もらえるよう「京のアニメ産業案内」というパ

作するタイトルは、関西のアニメスタジオさん

アニメ産業の動きについて多くの方にも知って
ンフレットに収録することになりました。今回
のメンバーは、前回の部会の発起人、精華大学
の川辺先生、パネリストとして登壇頂いたライ

デンフィルム京都スタジオの坂本さん、部会後
に若いアニメ制作者を応援する NPO 法人を設
立された秋吉さん、グラフィニカ京都スタジオ

を開設された小宮さんの4名です。最初に坂本

さんに、この3年間の活動、3年前からの変化な

どをお聞きしたいと思います。
坂本

ライデンフィルム京都スタジオは 2019

年1月で設立5年目になります。関西からアニメ

のタイトルを発信していく、人材教育にしっか

り力を入れていくという2点を大きい柱として

京都スタジオが設立されましたが、2015年の段
階では本社の仕事を請け負ってやっている状態

でした。2015年の頃から仕込みに入って、2016

年には新海誠さん原作のアニメ、2017年には「モ

ンスターストライク」のアニメを発表しました。

ジオさんからお仕事を頂いております。3年前

年に入ってからは、企業 CM や、行政の案件など

あるスタッフも揃ってきて、関西圏である程度

を発表できました。また、京都スタジオが元請制

教育・人材育成・アニメ業界への就職

と協力して制作するライン作りも行っています。

三輪

アニメ制作を支える人材の育成や雇用に

の半分ぐらいは関西でまかなえる状況になって

坂本

はい。僕は大学と専門学校で講師をやっ

を設立し、制作進行やデスクも5人体制になり、

をしたり、色々な相談を受けたりすることも多

例えば、仕上げ、ペイントは滋賀の会社、ビデオ

編集は大阪の会社さんという感じで、制作全体
きました。京都スタジオでも、2018年に背景部
大きいタイトルやスケジュールの長いものも制
作できるよう体制を整えている最中です。
三輪

3年で目標通りに進歩されており、素晴

らしいですね。次は、小宮さん、アニメスタジオ
を京都で設立することに至った経緯をお聞きか
せ下さい。
小宮

グラフィニカの京都スタジオが開設した

のは、2017年4月。やっと1年8ヶ月経ったとこ

ろです。私は、東京で10年間ぐらい働いた後、

京都に移住し、京都でもグラフィニカの仕事を

関して、関西の状況はどうでしょうか？

ていたり、別の学校でも特別講義や企業説明会

いのですが、大阪にアニメスタジオが多いのは、
関西にはアニメ系の専門学校や美術系の大学が
非常に多いからかなと感じておりました。しか

し、学生の数に比べ就職先の数はかなり少ない

かなと。また、下請け会社が多いこともあってか、
大半が東京に就職先を考えてしまっているのが
現状ではないかと感じています。
三輪

川辺先生、教育機関としての人材育成や

アニメ産業界に送り出す側のご意見をお願いし
ます。

外注として受注しておりましたところ、弊社代

川辺

というお誘いを受けて、設立をしました。ビッ

もなるんですけど、まず、アニメに関する２つ

表の伊藤から、京都でスタジオを設立しないか
グタイトルに恵まれ、本社のサポートで「ガー

ルズ & パンツァー最終章」の第一章や第二章の

CG を手がけさせて頂いたり、京都スタジオ独
自受注でアニメ「いぬやしき」のオープニング
の CG を作らせて頂いております。また、先ほ

以前、こうした産学官で集まって話し合

う企画を皆さんと一緒に立ち上げたきっかけに
の大きな問題点があり、一つ目は、アニメの制

作ワークフロー、製作費等に関して、正しい知

識が社会において全く認知されていないという
点です。例えば、多くの人材や期間が必要なア

ニメ制作をよく知らない企業は1,000万円くら

ど坂本さんが関西で制作ラインを作るお話をさ

いの制作費のかかるアニメ CM や作品を300万

アニメから継続してライデンフィルム京都スタ

てきます。もう一つはアニメ産業側も構造的に

れましたが、弊社も「モンスターストライク」の

円で作ってくださいなど正当でない価格を言っ

改善すべき課題がたくさんある上に、昨今では、

場が大変だということを知りました。その後実

むキャラクター品質が非常に高難度化している

になり、ネットに書いてあることに偏りがある

制作費は上らないにもかかわらずユーザーが望

という課題も出てきています。そういう状況に
対し、昨今の大学側の状況をお話しすると、保

護者も学生も大学も就職することに重きを置き、
大学は研究する場所だという認識が少なくなり、

際にアニメを作っている方にもお話を聞くよう
のが分かってきて。アニメの仕事を目指す学生
が情報を得たり、交流をしたりできるサークル

を作りました。この活動を7、8年やっていまし

たが、さらに活動を充実させようとＮＰ O 法人

安定した職業、正社員として職業に就くことを

「AEYAC（エイヤック）」を 2016 年の 5 月に京

会社に行きたいのに給料、待遇処遇が安定して

りから、アニメの現場で働いている方や、教育

して、それにあわせて仕事をしてくれ、そこに

い方が集まってきています。この NPO で企業

は、ちゃんとした就業形態と給与形態を模索し

ゴールにしているように感じます。私はアニメ
いるゲーム関係の企業を選んだりするという状
況をなくしていきたいと思っていますし、繰り

返しになりますが、社会全体の認識も変えてい

く必要があると思っています。一方、学生側の
問題としては、美術基礎の素養がある子が年々

減っている上に大学も人気のある科目に重点を
置くようになり基礎画力が育たない傾向が顕著
にあります。うちの学科はできるかぎりそうい

都に設立しました。それまでの学生だけの集ま
に携わっている方、アニメを作る方を応援した
同士、学校と企業、行政などとが繋がっていく
実感がありますので、若手の人材育成だけでな
く、今後は川辺先生が課題として挙げられた社

会への啓蒙という点でも機能するコミュニティ
として何らかの役割も多少果たせるかと思って
います。現在の AEYAC の活動としては、基本

う面倒くさい授業をたくさん入れているんです

的に毎月、京都・関西圏で、アニメ企業で働いて

が多く、コミュニケーションや人間力の面で組

不定期で講師の方を呼んでセミナーを開催した

が（笑）
、
、
、また、アニメーターは芸術体質の方

織として仕事をするのに適していない人も多い
など課題が多い状況です。こうした課題を改善
すべく技術革新や個々のスタッフと面談を定期
的に行いながらの人材育成を進める企業も出て
きてアニメ業界としても新しい動きがあります
ので、大学としても、絵を描く仕事を生業にし

いる方や目指している方の交流会を開催したり、
りしています。また、行政と連携して京都のア

ニメ企業の合同就職説明会を開催し、学生や若
い方にアニメの仕事や会社について知ってもら
う機会を提供しました。

小宮

AEYAC が開催している就職イベントに

で、京都では坂本さん、小宮さんとはよく話す

参加した子が弊社に入社したり、川辺先生のご

東京中心のアニメ業界構造から離脱して、地方

たりして新しい人材の雇用に繋がっております。

で制作がうまく回るような形が常態化していっ
てほしいなとも思っております。
三輪

学生をアニメ業界へ送り出す側の視点で

みると、業界だけの問題ではなく、日本の重要
な文化芸術資産であり産業でもあるアニメ制作
のことを、もっと社会全体へ啓蒙する必要があ

るということですね。そういう意味で、まさし

く新しい形でアニメ制作者を応援する NPO 法

人を設立された秋吉さんに設立の経緯や思い、
どんな活動をされているかをお聞かせ願えれば

協力のもと精華大学で会社説明会をさせて頂い

ます。東京とは違うやり方で、成果を出すこと

によって、アニメーターの給与形態の改善と、
アニメーターの時間の使い方、働き方の改善や、
川辺先生もおっしゃるように人間力を高めてい
かないといけないって思っています。
小宮

坂本さんのところに、夜10時ぐらいです

電話したら誰も出てくれなかったです。あれ、
初めて仕事をさせて頂いた時に、それに驚愕し

ましたね。それはやっぱり坂本さんの努力が実っ

て、現場に浸透して、意識改善され、今のスタジ
オを作っているのだなと思いましたね。

三輪

せんし、新人育成・技術継承に関しても中堅人

魅力などお聞きできればと思います。

りでは、なかなかスタジオとしても強くなりま

材が必要となってきますので、関西や西日本の
出身者に戻ってきてもらったり、東京から離れ
て地方で仕事をしたい方を呼び込んだりするよ
うな雇用イベントは必須になってくるんじゃな
いかなと考えております。

三輪 人材を東京からというお話が出ましたが、

メの仕事や技術って素晴らしいと思う反面、現

れるようにしたい。というのが目標としてあり

関しては苦労しておりません。しかし新人ばか

学生を育ててくださっているので、人材育成に

NPO 法人だからできる
アニメ業界との関わり

と一緒にアニメを作る機会がありまして、アニ

東京の方に仕事お願いするという形を、今後取

京都にアニメスタジオを置く
展望と魅力

京都ならではのアニメ業界を作る

高校生の時にアニメーター志望の友達

関西のアニメスタジオで連携し、必要であれば

京都には優秀な美大・専門学校が多く、優秀な

と思います。

秋吉

できるようにして、関西からアニメを企画し、

僕の方がおかしいかも？みたいな（笑）。一緒に

うになりましたよね。

機会があり、お二人が目指されているような、

いうのを、徐々に広げて、規模の大きい仕事が

ントやキャリアアップのイベント等ができるよ

スタジオの思いを学生のみならず、大学や教育
行きたいと思っております。そういう思いの中

は何なのか、どういうものなら作れるのかって

ね、素材これどうしましょうって、気になって

それぞれの立場で協力しながら京都で雇用イベ

機関が一緒になって社会や企業の方々と考えて

てきましょうと。その中で自分達ができる仕事

三輪 ここにいる5名は全員 AEYAC の会員で、

ていく人材をどう育てていくか、アニメーショ

ン制作における正確なワークフローや製作費、

魅力を感じて仕事をしてくれる人たちに対して

京都は、京都ならではのアニメ業界を作ってい
こうという思いもあり、そういう観点での雇用

や人材育成について坂本さんはどうお考えで
しょうか？
坂本

弊社は京都スタジオ独自の運営と制作体

制を整えていくという方針ですので、東京のよ

うにフリーランスが多く、働く時間がバラバラ

で徹夜したり、24時間体制でスタッフがいたり

するような制作現場を、まず改善しましょうと
いうところをスタートにしております。ちゃん

小宮さんは、東京からの I ターンですが、

京都でアニメスタジオをやっていく展望や目標、

小宮

弊社の京都スタジオのみで元請作品を発

信するっていう部分は、ライデンフィルムの京
都スタジオさんに比べると経験値も少なく弱い

ですが、いわゆる CG パートを全部担当する CG

元請をライデンフィルムさんから頂いていたり
できて、京都に来て良かったなと言うか、坂本さ
んと一緒に仕事をさせてもらって良かったなっ
て思っています。京都に来て、東京と全然違う

なって思うのが、それぞれの近さです。東京だと、
会社間で協力もあり、仕事もシェアしますが、人
材や案件の取り合いなどの問題もあります。対

して京都は、会社の数も少ないこともあり緊密
な企業関係を結べるというのがすごいメリット

だと思いました。あと教育機関や行政がすごい
身近にあるというのは、非常に助かっていると
ころです。例えば UIJ ターンイベントで行政の
支援を頂いたり、教育機関も会社説明の機会を
設けて頂いていたりするおかげで、設立まだ一

年半ですが、6名スタートから現在14名と、どん

と時間を決めてやれば生産性は上がります。特

どん大きくなっています。まだ京都はアニメ産

かではなく、我々は独自の制作スタンスを確立

いし、そのコミュニティを持って、行政や教育機

に東京のアニメ業界の体制を改善してやろうと

業自体が小さいので、コミュニティを作りやす

関にアプローチでき、それに対して親身にフィー
ドバックを頂けることがいいですね。

それから、私は東京では仕事人間でしたが、京

制にしてやるなど、皆で様々なアイデアを導入
しながら取り組んでいければと思っています。

都ではすぐ近くに美しい自然や歴史的建造物、

三輪

なり、創造意欲が非常に湧き、良いものを作る

ど、京都のアニメ産業界はゼロスタートから企

美術に触れやすい環境があるので、心が豊かに

力になっていると感じています。そういうイン
プットが自然に積み重なって、京都スタジオと

してキャリアアップをして、身近に感じている
産学官が連携して新たな作品をアウトプットし
ていければなと思っております。
川辺

アニメ業界全体の課題や京都での心意気

など色々な意見が出ました。東京では難しいけ
業と教育機関と NPO 法人と行政とのコミュニ
ティを作りながら成長していく流れを作ってい

る感じがしますので、アニメ業界の課題を解決

していくモデルを作っていければいいですよね。
坂本

皆さんご存知のように京都には30年以

非常にもったいないと思っています。また、東京

はフリーランスの方が自由に働きやすい環境が
できており、今から変えるのは非常に難しい。だ

から、フリーで色々な仕事をやっていきたい方
は東京で。東京の環境は向いていないと思う方

は京都で。働く場所、働き方に選択肢ができれば
と思います。また、京都が先行事例になって、色々

な地方で働き方に特徴ができれば、働き方の幅
が広がって、結果的にアニメの仕事に携われる

方も増えるのではないかと思っています。まずは、

AEYAC として産官学の連携をより強化していっ
て、京都をアニメ産業の第2の拠点にするところ

産学官が連携してのコンテンツ制作とい

上前からアニメ会社が一社あっただけで、それ

のお手伝いや一助になればと思っています。

までとは違った形で文化庁の補助金を活用でき

ループも含め皆さんが目を付けて、一斉に動き

三輪

として補助されるのではなく、マネジメント組

バーが互いに会い、繋がって、京都でやろうと

アというイベントも積極的に活用していきたい

う点では、文化庁が京都に移転しますので、今

ないかと考えています。制作スタジオに制作費
織などを作り、補助金が直接、作画スタッフ等

に正当な報酬額、もしくは成功報酬分として支
払われるような形です。そこで情報も開示する

ことで、正しいアニメ製作費などを社会にも理
解してもらえればと思っています。このアイデ

アは文化庁の担当の方も興味を持っていまして、
例えば京阪神で何かコンテンツを作る場合、前

向きに検討しましょうという話になっています。
映画のような大作は無理だと思うのですが、短

以外はゼロでした。ここ5、6年で急に弊社のグ

始めたタイミングがあり、その頃に、このメン

いう流れが起きたんだと思います。一社だけだっ
たら多分うまくいってなかったんです。今まで

の地盤がなかった分、東京の影響を受けづらい

を持ちたいと思います。ありがとうございました。

が手探りで新しい場所を開拓して、今までのア
ニメ業界とは違う環境で新しい第2の産業の地

を作ることはおそらく可能だと思っています。
そこを大事にして育てていきたいですね。
秋吉

また同時にアニメーターの人間力や、社会性み

事情等でアニメスタジオが集中している東京に

たいなものを教育しながら、成功報酬でノルマ

ですね。本日はここまでとし、またこういう機会

のは確かで、ある程度の知識と技術を持った皆

編のコンテンツでテストケースとして取り組み、
社会に対して情報開示していきたいと思います。

京都のアニメ産業を考える上で、7年前か

ら京都市が始めた京都国際マンガ ･ アニメフェ

AEYAC では、学生や若い方を応援する

中で選択肢を作りたいと思っています。家庭の

行けず、アニメの仕事をあきらめるというのは、

スタジオトップインタビュー
京都本社のアニメスタジオ

武田 康廣 氏

株式会社 GAINAX 京都 代表取締役

京都に拠点を設立したのは、私自身が京都に縁があったことと、地の利や環境が良かったからです。私がアニ

メプロデューサー論の講師を務めている、京都情報大学院大学が設立の場所を提供してくれたり、
「京まふ」の

イベントで、京都の企業がアニメに限らず実写やゲームなどに熱心に取り組んでいこうとしていることを知ったり。

ちょうど GAINAX 自体が、福島や米子に拠点を作り始めたので、その一環として京都にも作ろうとなりました。
人材育成についてはまだまだこれからです。アニメーターの育成は今年の春から始まったばかりで、半分は

研修段階中。新人がそれなりになるには 3 年はかかりますから、ゆとりをもって育てたいですね。東京は人材が
使い捨てになりがちなので、疲弊しないようにしています。

なにより、アニメーターとして食べていけるように育てたいと思っています。今後、アニメの作画は 3D 化や

自動中割が進み、10 年後は今と異なる作り方をしているでしょう。そうなった時に、機械にできない ― 例え

ばアニメーションの一番面白いところである、レイアウトや演出ができる「絵としての演技者」たりえる人物になっ
てほしいですね。

行政に期待するのは、京都のアニメ業界が活動していく上で、いろいろな部分に予算を使っていただきたい

ということです。場所の問題を解決するためにアニメの工業団地のようなところを提供してもらったり、情報を

発信するためのベースを作ってもらったり。京都というブランドや地の利を生かしながら、行政も含めて一丸と

なって取り組める仕組みが出来上がることが、京都を第 2 のアニメ制作の拠点と見た時の理想像です。

京都には東京のような大手の出版社や配給、テレビ局などがまだありません。小さい配給から伸ばしていくなど、

足りない部分を知恵と勇気を出し合って総合的に考えられるように、今後は関係者が集まって話し合えるよう

な場所を作っていきたいですね。

Profile
大学在学中 に 所属したＳＦ研究会

をきっかけにＳＦファンダム活動を

開 始。1984 年 に アニ メ スタジ オ

株式会社ガイナックスの設立に参

画。そ の 後同社 のアニメーション

プロデューサーとして、多数の作品

を 手掛 ける。2016 年 に 株式会社

GAINAX 京 都 を 設 立。京 都 情 報
大学院大学教授。

東京本社のアニメスタジオ
ワ

ケ

京都を選んだ理由と抱負を聞く！
松浦 裕暁 氏

株式会社サンジゲン 代表取締役

京都スタジオ設立のきっかけ

当時僕が社長をしていたライデンフィルムのスタッフに数名、関西出身の人がいたことがきっかけです。関西に戻っ

て仕事がしたいという要望もあり、京都出身の人も多かったので。でも、設立したばかりのライデンフィルムだけ

で京都スタジオを持つのは、結構重い話。ちょうどサンジゲンも地方拠点を作りたいという意向があったので、
一緒にやりましょう、と。そこで京都で作り始めました。

京都にスタジオを置くメリット

肌感覚ですが、人の流動性が低いことです。アニメをやっている CG スタジオが少ないこともありますが、社

内で人がしっかり育ってくれているように感じられます。

京都スタジオの展望

まずは50 人にするというのがマイルストーン。京都だけでなく、他の地方スタジオも、50 人の規模にするのが、

第一目標です。もちろんそれ以上になっても構いません。現在、サンジゲンは関西圏には拠点が京都にしかない

ので、大阪の人も兵庫の人も来ているんですよ。人が増えたら、出勤しやすくなるようにスタジオを分けるかも

しれませんね。規模を大きくしていく時には、必要なことだと思っています。京都と合わせて、関西圏で 100 人、

Profile
フリーランスとしてアニメ業界でのキャリ
ア を スタートし、株式会社ゴンゾを 経 て

2006 年、３DCG に特化したアニメ制作会
社株式会社サンジゲンを設立。2011 年に

サンジゲンを含む５社をグループとした株

式会社ウルトラスーパーピクチャーズを設
立し、代表取締役に就任。

200 人の規模にしたいですね。

里見 哲朗 氏

株式会社ライデンフィルム 代表取締役

京都スタジオ設立のきっかけ

人の縁がきっかけですね。仕事量の多い東京を離れて濃密な作品作りをしたいという人や、地元で働きたい

という人たちとの出会いと、私たちの「東京から離れた地方スタジオを作りたい」という思いが合致したところが
大きいです。

京都にスタジオを置くメリット

人材育成がしやすいということです。東京と離れているため仕事の無茶振りがなく、時間をかけて育てられま

す。ほかには環境を整えやすいというメリットもあります。東京はフリーの人が出入りする環境なので、朝方の人

と夜型の人が共存していて、スタジオが不夜城になってしまいます。しかし京都スタジオでは、朝来て夜帰るとい
う環境を整えることで、全員が同じ時間帯で働き、一定の生産量をキープできるようになりました。

株式会社ムービック、株式会社ブロッコリー

を経て2003 年に有限会社バーナムスタジ

オ設立。その後、株式会社ウルトラスーパー

ピクチャーズの傘下として、株式会社ライ

京都スタジオの展望

少しずつ大きな映像を作っていきたいです。短編やテレビアニメ一本分の長さまでは、京都主導で納品実績が

あるので、次なるステップとして、OVA や劇場版などの大きめのメディアを使った作品をコンスタントに世に出し

たいですね。
「ライデンフィルム京都制作」とクレジットできるクオリティで、作品を届けることが目標です。

伊藤 暢啓 氏

Profile

デンフィルムを設立。バーナムスタジオ代

表取締役社長、ウルトラスーパーピクチャー

ズ取締役。

株式会社グラフィニカ 代表取締役社長

京都スタジオ設立のきっかけ

人材との出会いが特に大きいです。メイン拠点の東京をはじめ、札幌と福岡にも拠点を持っていたのですが、

さらなる拠点を関西地区でと考えていたところ、タイミング良く京都で優れた人材と出会えたため、2017 年に
設立するに至りました。

京都にスタジオを置くメリット

優秀な人材を確保しやすいということです。札幌のスタッフ数は 5 年で現在 23 名。対して、京都は 1 年半で 14

名まで拡大しています。それだけ京都は多くの人材が見つけられる、非常に魅力的な場所だと考えられます。も

うひとつは、関西圏での営業拠点として有力なことです。札幌は恵まれた環境での人材発掘育成に注力し、作品

を創る「工房」に徹していて、営業拠点としては機能させていません。ですが京都はゲーム会社などが多いため、

さまざまな営業展開が可能です。これからは新たな営業拠点として、京都発のコンテンツを発信できるのではな
いかと考えています。

京都スタジオの展望

現状では 3DCG のスタッフの増強を優先していますが、将来的には 3DCG 以外の部門も拡大を図っていきた

いですね。幅広く人材を集めることで、今後は総合スタジオとして広がれる可能性を感じています。

Profile
1983 年にレーザーディスク株式会社に入

社。そ の 後、株式会社キュー ･ テックに転

籍。2009 年に株式会社グラフィ二カを設
立し、代表取締役に就任。2011 年に株式

会社キュー ･ テックの 常務取締役に就任。

2015 年にメモリーテック ･ ホールディング

ス株式会社の取締役に就任。

京都 のアニメ企業

（五十音順）

株式会社 GAINAX 京都

アニメスタジオ

世界でも有数の観光地である京都から日本国内だけでなく、世界に向

けてアニメを発信していくことを目的に設立しました。京都でのアニメ
人材開発やアニメイベント等の企画を始め、アニメを活用した日本文
化発信を目指しています。現在、日本のアニメは世界中から注目され

ています。海外のアニメファンに向けた観光誘致にも力を入れていき

たいと考えています。京都、関西ならではの作品作りを目指し、関西ア

ニメ発信の中心地となるべく活動していきます。

代表者 武田康廣
所在地 〒606-8204 京都市左京区田中下柳町 45
TEL 075-205-5312 MAIL info.gxkyoto @ gmail.com

URL http://www.gainaxkyoto.co.jp/

株式会社グラフィニカ

アニメスタジオ

グラフィニカはコンテンツ産業のトータル ･ソリューション ･プロバイダー

を目指すメモリーテックグループのアニメーションスタジオで、2009年
の設立以来、
『楽園追放

『十二大戦』
-Expelled from Paradise-』、

などのアニメーション作品を中心に、ゲーム ･ 遊技機 ･ 実写映画 ･ミュー

ジックビデオ ･CM･Web など、幅広いジャンルで様々な映像制作を手掛

けています。京都スタジオは関西地区の制作拠点として、3DCG 制作事

業を開始しました。関西地区の皆さまとの関係を深め、地域の人材発掘
育成にも注力し、地域発信作品にも積極的にチャレンジしていきます。
代表者 伊藤暢啓 京都スタジオ代表者 小宮彬広
所在地 〒600-8357 京都市下京区柿本町 579 五条堀川ビル 7F
TEL 075-354-1101 MAIL info @ graphinica.com URL

©2019「HELLO WORLD」製作委員会

http://www.graphinica.com/

株式会社サンジゲン

アニメスタジオ

TV、及び劇場アニメーション作品などを3DCG を使って制作する、アニ
『ブラック★ロッ
メ CG としては国内最大級のアニメーションスタジオです。
『蒼き鋼のアルペジオ - アルス･ノヴァ
クシューター』
『009RE:CYBORG』
『ブブキ ･ ブランキ』
『ID-0』など数々の作品で、3DCG を活かした日
-』
本独自のセルルック CG アニメを実現してきました。国内の優秀な人材
を育てるべく地方スタジオの設立 ･ 増強に力を入れており、2012年に最

初のサテライトスタジオを京都に設立し、福岡、名古屋が加わりました。
最先端の3DCG 技術を武器に、さらなる飛躍、拡大を目指しています。

代表者 松浦裕暁
所在地 〒604-8141 京都市中京区泉正寺町 334 日昇ビル 4F
MAIL sanzigen-info @ sanzigen.co.jp URL http://www.sanzigen.co.jp/

©BanG Dream! Project

株式会社マジックバス

アニメスタジオ

1977 年設立のアニメスタジオで、40 年以上にわたり多種多様なアニ

メーション制作に携わってきております。様々なジャンルの作品を手掛
けられるスタッフが勢ぞろいしておりクライアントの要望、ニーズに合

わせられる作品制作をしております。2019 年は 4 月より妖怪ウォッチ

を OLM と共同で制作し、他に東映アニメーション、TMS 、バンダイナ

ムコピクチャーズなど大手アニメ会社との制作協力として受注しており

ます。現在新潟にもスタジオがあり、2019 年 4 月より京都スタジオが
スタートします。

©ＩＡＭ電子出版／チーム side G All Rights Reserved.

代表者 出崎哲 京都スタジオ代表者 三上鉄男
所在地 京都府伏見区竹田藁屋町 112 2F
TEL 050-3639-4606（三上直通） MAIL tmikami @ magicbus.jp

URL http://www.magicbusinc.com/

株式会社ライデンフィルム 京都スタジオ

アニメスタジオ

TV や映画等のアニメーション制作を手掛けています。東京本社とは

別に、京都 ･ 関西を中心としたアニメ企画立案と制作を目指し、新し

い就業体系や教育システムの確立した運営を進めています。京都スタ

ジオの元請作品として新海誠監督原作の TV アニメ『彼女と彼女の猫

-Everythings Flows- 』、モンストアニメのスピンオフ作品『センリ

ツのルシファー ただひとつの始まりの歌』、JR 西日本不動産開発の

CM『もっと、街に恋をする』、絵本『がんばれ ちびゴジラ』アニメーショ
ン PV などを制作しました。
代表者 里見哲朗
所在地 〒604-8141 京都市中京区泉正寺町 334 日昇ビル 3F
TEL 070-5079-7880 MAIL kyoto @ lidenfilms.jp URL

©XFLAG

『センリツのルシファー
ただひとつの始まりの歌』

http://lidenfilms.jp

株式会社ワンビリング

アニメアーカイブ

アニメアーカイブの活用という視点で事業企画のプロデュースを行っ
ています。その核となるのが当社オリジナルの電子書籍アニメ原画集

「ヱヴァンゲリヲン新劇場版： Q 」
「電
「 E-SAKUGA シリーズ」です。

「ルパン三世」、高畑勲監督作
脳コイル」
「フリクリ」
「人狼 JIN-ROH 」
品「セロ弾きのゴーシュ資料集」などを販売中。これを利用した展示会 ･

イベントの企画や、制作者や研究者の人材育成などを展開します。京

都府精華町を基点に産学一体のアニメ ･ アーカイブ事業展開を目指し
ています。日本動画協会準会員。

代表者 藤田健次
所在地 〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台 1-7 けいはんなプラザ ラボ棟 6F
MAIL info @ 1billing.jp URL http://www.1billing.jp

©モンキー・パンチ／ TMS・NTV、©1999 Mamoru Oshii/BANDAI VISUAL・Production I.G、
磯光雄／徳間書店・電脳コイル製作委員会、©1999I.G./GAINAX/KGI、©khara、©2014

京都 で暮らしながら

妙

出町桝形商店街

金閣寺
三条寺町商店街

北野白梅町駅

「京都寺町三条の
ホームズ」

車折神社駅

40

太秦天神川駅

嵐電天神川駅

分

嵐山駅

京都情報大学院大学
百万遍キャンパス

京都御所

鴨川校

銀閣寺
大

京都コンピュータ学院

烏丸駅
四条駅

嵐電嵐山本線

出町柳駅

GAINAX京都

二条城

地下鉄東西線

京都造形
芸術大学

京都芸術デザイン
専門学校

分

烏丸御池駅

帷子ノ辻駅

天龍寺
トロッコ
嵐山駅

線

宝ヶ池駅

「有頂天家族」

40

地下鉄烏丸線

トロッコ嵯峨駅

本

法

下鴨神社

「たまこまーけっと」

仁和寺
JR嵯峨嵐山駅

山

国際会館駅

大

嵯峨美術大学
嵯峨美術短期大学

叡

上賀茂神社

アニメをつくる !
龍安寺

京都精華大学

京都精華大前駅

京都大学

「夜は短し
歩けよ乙女」

AEYAC

河原町駅

八坂神社

大宮駅 ライデンフィルム京都スタジオ

松尾大社
阪

急

嵐

山

サンジゲン

壬生寺
線

桂駅

阪急

京

「薄桜鬼」

都線

東海

アニメ企業・関連団体

道本

線

みやこめっせ

西本願寺

グラフィニカ

「京まふ」
のメイン会場。

20

京都駅

分

東寺

アニメを教えている学校
その他施設
アニメの舞台になった場所

京都情報大学院大学

日本初の総合的な漫画ミュー
ジアムとして2006 年に開館。
レトロな雰囲気が漂う館内は
元・龍池小学校の校舎を活用。
約 5 万冊のマンガを敷地内で
自由に読むことが出来ます。

京都コンピュータ学院

京都駅前サテライト

伏見稲荷駅

京都駅前校

JR稲荷駅

竹田駅

マジックバス

近鉄

京都

線

京阪本
線

自転車での移動時間
京都駅→下鴨神社 約40分
京都駅→伏見稲荷大社 約20分
八坂神社→松尾大社 約40分

京都国際マンガミュージアム

伏見稲荷大社

「いなり、
こんこん、恋いろは。」

NPO 法人 AEYAC

京都国際マンガ・アニメフェア（京まふ）

アニメの仕事を志す学生の就活支援やアニメの仕
事に携わる新人 ･ 若手のスキルアップを応援する
事業を行う京都市に拠点を置く NPO 法人です。

毎年 9 月に開催される西日本最大規模のマンガ・アニメイベント。関
西の若手クリエイター育成や人気マンガ・アニメ作品と京都企業と
のコラボ商品開発・販売などの機会創出の場にもなっている。

代表者 秋吉 亮
所在地 〒605-0018 京都市東山区三条大橋東入2丁目下る巽町442番地の9
Mail support@aeyac.org URL http://aeyac.org/
twitter @aeyac2016
© 森見登美彦 ･ 幻冬舎／ ｢有頂天家族２｣ 製作委員会

暮らしと仕事の環境

1

コンパクトな町

大体のところは自転車で行ける距離。バスや電車など公共

交通機関も発達しているので、車無しでも不便を感じない。

2

美しい自然景観

川や山が近く、自然との距離が近い。美しい庭を持つ神社 ･
仏閣がいたるところにあり、四季折々の景色が楽しめる。

3

文化芸術都市

世界遺産 や 文化財 のほか、多くの 美術館 ･ 博物館 がある。

2021 年度中までには文化庁の京都移転も予定。

4

京都本社の企業が多い

昔からの伝統産業を継承する企業や、最先端の技術を扱う任

天堂、京セラ、オムロンなど、モノづくりが盛んな企業が多数。

5

多様な大学で学べる

38の大学や短大があり、芸術系の学校も多い。大学の授業科

目を一般にも提供する「京 ( みやこ) カレッジ」で学習もできる。

6

子育てしやすい

大都市の中で、最も保育所に入りやすい京都市。私立幼稚
園の幼稚園放課後など、預かり保育も充実している。
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デザイン ･ 編集 ･ 撮影 ･ 印刷：株式会社グラフィック

本事業は、京都府が厚生労働省の「戦略産業雇用創造プロジェクト」の採択を受けて、京都市をはじめとする産学公 ･ 公労使の「オール京都」体制の

もとで実施する「京都次世代ものづくり産業雇用創出プロジェクト」の一環として実施するものです。
（事業実施期間：平成28年度～30年度）

