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UGC・インディゲーム事業の「株式会社Gotcha Gotcha Games」設立のお知らせ 

 

このたび、UGC・インディゲーム事業を目的とする「株式会社Gotcha Gotcha Games」（本社：東京都千代田区、代表取

締役社長：成田聖）を、株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松原眞樹）の100%子会社と

して、2020年9月１日に設立したことをお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．会社設立の背景目的 

 Gotcha Gotcha Games の親会社である KADOKAWAは、書籍、映画、アニメ、ゲーム、及び UGC（User Generated 

Content）プラットフォーム等を通じて多彩な IP（Intellectual Property）を安定的に創出し、それらを世界

に展開する「グローバル・メディアミックス」の推進を基本戦略としております。 

ゲーム事業においては、UGC プラットフォームの強化とクリエイターの発掘を重要施策のひとつとして位置付

けており、ゲーム UGC 事業の中心として約 30 年にわたり、ユーザーがゲームを作ることができる「ツクール」 

シリーズを開発・販売し、全世界のゲームファンから支持を得てまいりました。 

今般、UGC・インディゲーム事業を一層拡大させることを目的に簡易新設分割により、Gotcha Gotcha Gamesを

設立し、同社が当該事業へ特化することにより事業展開を速めてまいります。 

 

２．Gotcha Gotcha Games の概要 

 商           号  ： 株式会社 Gotcha Gotcha Games 

 本 店 所 在 地 ： 東京都千代田区富士見二丁目 13 番 3 号 

 代 表 者 ： 代表取締役社長  成田 聖 

 事 業 内 容 ： ゲームソフト・デジタルコンテンツの企画・開発・販売 

ゲームソフト・デジタルコンテンツの制作者の育成等 

 資 本 金 ： 100 百万円 

 U R L ： www.gotchagotcha.jp 

 

３．Gotcha Gotcha Games のミッション・ビジョン 

誰もがゲームクリエイターになれるワクワクする体験を届ける、私達が掲げたミッションです。 

私達は、ゲームを作りたいという多くの人の想いを叶えるため、約 30 年に渡り『ツクール』を作り続けてきました。その

想いを、次のステージにつなげていきます。 

はじめて PC に向かい合った人でさえ、ゲームを作ることができる体験を提供すること。個人クリエイターや少人数のチ

ーム/スタジオが世界に羽ばたけるためのサポートをすること。光るアイデアや心ときめくストーリーなど、強い想いのこも

った作品が集まり、輝ける場所を提供すること。どんなワクワクが出てくるのか、私達の新たなチャレンジにご期待くださ

い。 

 

2020 年 9 月 1 日 
株式会社 Gotcha Gotcha Games 



 

４．ツクールシリーズについて 

ツクールシリーズは、「プログラムがわからなくてもゲームを作りたい」「手軽にゲームを作ることはできないか」というユ

ーザーの想いを実現するために生まれた、簡単にオリジナルゲームが制作できるソフトです。 

ゲームを作るために必要なグラフィックや音楽データはあらかじめ用意されておりますので、アイデアさえあれば、どな

たでも気軽にロールプレイングゲームやアクションゲームのゲーム制作をお楽しみいただけます。 

  

 

 

５．Gotcha Gotcha Games の最新作 

『RPGツクールMZ』各ストアにて販売中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ツクールシリーズ最新作『RPG ツクール MZ』を、ツクール公式ストア、Steam で販売中です。 

30 日間の期間限定で、製品と同様の機能をすべて利用可能な『RPG ツクール MZ』の無料体験版も公式サイトにて公

開しております。 

 歴代のシリーズにはない新機能を搭載し、より使いやすく機能が拡張された最新の『RPG ツクール』をぜひ体験してみ

てください。 

 

 

■販売ストア 

ツクール公式ストア：https://store.tkool.jp/a/rpgmaker/rpg-maker-mz 

Steam           ：https://store.steampowered.com/app/1096900/RPGMZ/ 

体験版        ：https://tkool.jp/mz/download/ 

 

 

■製品概要 

・商品名：RPG ツクール MZ 

・発売日：2020 年 8 月 20 日（木） 

・希望小売価格：7,980 円（通常版・税抜） 

           12,744 円（バンドル版・税抜） 

           15,844 円（バンドル S 版・税抜） 

※バンドル版の価格は、それぞれ単体で購入した合計額から 10％OFF の 12,744 円（税抜）、 

バンドル S 版の価格は、それぞれ単体で購入した合計額から 15％OFF の 15,844 円（税抜）となります。 

 

■動作環境 

・OS：Windows 8.1/10 (64bit) または macOS 10.13 以降 

https://store.tkool.jp/a/rpgmaker/rpg-maker-mz
https://store.steampowered.com/app/1096900/RPGMZ/
https://tkool.jp/mz/download/


・CPU：Intel Core i3-4340 相当以上(2013 年 第四世代) 

・メモリー：8GB以上 

・HDD：空き容量 8GB以上 

・グラフィックカード：OpenGLに対応したもの  VRAM 1 GB以上 

・ディスプレイ：解像度 1280×768 以上 

------------------------------------ 

対応ブラウザ（ゲーム）※最新バージョン推奨 

Google Chrome 

Safari 

Firefox 

iOS Safari iOS 12 以降対応 

Chrome for Android 

------------------------------------       
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■関連サイト URL、公式ツイッターアカウント 

●『RPG ツクール』公式 Twitter アカウント： @tkool_dev 

●『ツクール Web』公式サイト： https://tkool.jp/ 

●『RPG ツクール MZ』公式サイト：https://tkool.jp/mz/ 

●『RPG ツクール web フォーラム』：https://forum.tkool.jp/ 

●ツクール公式ストア：https://store.tkool.jp/ 

  

 

『アクションゲームツクール』各ストアにて販売中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 『アクションゲームツクール MV』を Steam、DL Site で販売中です。 

 サイドビューやトップビューのアクションゲームはもちろん、使い方次第でパズルゲームやシューティングゲームなど

様々なジャンルのゲームを作成することが可能です。 

最大 4 人までのマルチプレイ（ローカル）や物理演算を使ったゲームが作成できるなど多くの機能を搭載しています。今

後は、アクションゲームツクール MVで作ったゲームが Nintendo Switch™向けタイトルとして販売（※）できるようになるな

どプレイ環境が広がっていきます。今までにないツクールでぜひあなたのアイデア溢れる作品を作成してください。 

 ※Nintendo Switch™向けタイトルとして販売する場合は、弊社との契約が必要です。 

 

■販売ストア 

Steam  ：https://store.steampowered.com/app/837510/MV/ 

体験版  ：Steam ページ内からダウンロード可能  

DL Site ：https://www.dlsite.com/home/work/=/product_id/RJ290575.html 

https://tkool.jp/
https://tkool.jp/mz/
https://forum.tkool.jp/
https://store.tkool.jp/
https://store.steampowered.com/app/837510/MV/
https://www.dlsite.com/home/work/=/product_id/RJ290575.html


 

■製品概要 

・商品名：アクションゲームツクール MV 

・発売日：2019 年 9 月 19 日（木） 

・希望小売価格：9,800 円（通常版・税抜） 

 

■動作環境 

最低: 

・OS: Windows 8/8.1/10 (64bit) 

・CPU: Intel Core2 Duo 2.0GHz 以上 

・メモリー: 4 GB RAM 

・グラフィックカード: DirectX 9/OpenGL 4.1 capable GPU 

・ストレージ: 1 GB 利用可能 

 

推奨: 

・OS: Windows 8/8.1/10 (64bit) 

・CPU: Intel Core2 Duo 3.0GHz 以上 

・メモリー: 8 GB RAM 

・グラフィックカード: DirectX 9/OpenGL 4.1 capable GPU / NVIDIA GeForce GTX750 以上 

・ストレージ: 1 GB 利用可能 
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■関連サイト URL、公式ツイッターアカウント 

●公式 Twitter アカウント： @tkool_dev 

●『ツクール Web』公式サイト： https://tkool.jp/ 

●『アクションゲームツクールMV』公式サイト：https://tkool.jp/act/ 

●『アクションゲームツクールMV』Wiki：https://wiki.denfaminicogamer.jp/pgmmv/ 

 

 

 

本資料のお問い合わせ先 

 

株式会社Gotcha Gotcha Games 

info@gotchagotcha.jp 

 

 

 

 

https://tkool.jp/
https://tkool.jp/act/
https://wiki.denfaminicogamer.jp/pgmmv/

