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iPhoneが発売されてから約10年。OSのアップデー

トやユーザーリテラシーの向上によって、我々クリエ

イターに求められる技術や表現方法が大きく変化し

てきました。

この「Creative Note」には、日々変化するデザイン

トレンドに対して自らのスキルを磨き上げ、ユーザー

体験をワクワクに変えるために常に進化する、我々 

サイバーエージェントクリエイターの「妥協なき覚悟」

と「プロとして誇り」が詰まっています。

言葉で言うのは簡単ですが、妥協せずになにかを成し

遂げることは簡単なことではありません。良いモノを

つくるためには、常に自分のアウトプットを疑い続け、 

常にユーザーの期待を超えるために努力をしなけれ

ばなりません。ネガティブに考え、ポジティブに生み

出す。泥臭いかもしれませんが、それが市場を牽引

し続けるサイバーエージェントクリエイターの義務で

あると思っています。

全ては、クリエイティブを競争力にするために。

はじめに

佐藤 洋介｜執行役員 / チーフ・クリエイティブディレクター

Foreword
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インターネットという成長産業から軸足はぶらさない。

ただし連動する分野にはどんどん参入していく。

オールウェイズ FRESH!

能力の高さより一緒に働きたい人を集める。

採用には全力をつくす。

若手の台頭を喜ぶ組織で、年功序列は禁止。

スケールデメリットは徹底排除。

迷ったら率直に言う。

有能な社員が長期にわたって働き続けられる環境を実現。

法令順守を徹底したモラルの高い会社に。

ライブドア事件を忘れるな。

挑戦した敗者にはセカンドチャンスを。

クリエイティブで勝負する。

「チーム・サイバーエージェント」の意識を忘れない。

世界に通用するインターネットサービスを開発し、グローバル企業になる。

21世紀を代表する会社を創る
Mission Statement

Vision
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オフィス紹介
サイバーエージェントのオフィスを紹介します。クリエイター人ひとりの能力が

最大限発揮できる場所をカタチにした、環境づくりにチャレンジしています。

About Our Office
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計6フロアのオフィスの中に執務スペースやインターネットテレビ局「AbemaTV」の 

スタジオのほか、サービス開発・改善に特化した合宿スペース、クリエイティブな 

発想を促進するミーティングスペースなどを備えています。

Château Ameba  
シャトーアメーバ
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ソファーやカウンター席、スタンディングデスクなど、用途に応じて利用できるフリー 

スペース。また技術者の勉強会やイベントを行うセミナースペースとしても利用可能で

す。社員同士のコミュニケーションや新たな発想が生み出される場所です。

Creative Lounge
クリエイティブラウンジ
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ゲーム事業に携わるクリエイターの横断組織「Creators Clan」の制作スタジオです。

イラストレーター、漫画家やアートディレクターが集まり、集中して作業ができるよう、 

作業スペースは照明を落としています。

エンジニアとデザイナーのみが利用できる、作業効率アップに特化した集中作業 

スペースを設けています。静寂かつ開放的な空間で、落ち着いて制作に打ち込めるよう

配慮されています。

Creators Clan  
 クリエイターズクラン

精神とテクの部屋  
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メディアクリエイティブ

メディアを中心とした作品を紹介します。サービスそれぞれのデザインに込めた想い、改善点、

工夫したポイントなど担当デザイナーが書き綴っています。

About Media Creative
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AbemaTV

インターネットテレビ局

サイバーエージェントとテレビ朝日が共同で、

“インターネットテレビ局”として展開する新

たな動画配信事業です。

Designer: 松本 俊介 / 芳賀 亜矢子 / 
清水 康秀 / 丸 匠

https://abema.tv/

ザッピングによる受け身視聴を実現するため、横スワイプ（Webは縦スクロール）のUI

を設計しました。また、映像がストレスなく目に入ってくるよう、視聴時は背景色は黒色

にし、テキストなどの情報の存在感を抑えたデザインにしています。
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PROJECT of AbemaTV

「Abemaビデオ」プロジェクト

2017年4月より提供されている「Abemaビデオ」は、利用ユーザー・課金ユー

ザーの拡大を目標とするプロジェクトです。

これまでは番組表でしか探すことのできなかった番組をビデオページから簡単に

探したり、スムーズにオンデマンドで視聴することができます。

オンデマンドサービスのようなUIを、いかに既存の「テレビ」の世界観に落とし

込み、シームレスに利用されるかを探っています。
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TVデバイスプロジェクト

ご自宅のテレビでも「AbemaTV」の 

豊富なコンテンツをお楽しみいただける

よう、TVデバイスアプリの開発をしてい

るプロジェクトです。

テレビならではの操作感、大画面でもス

トレスのないUIを目指しています。

新デバイスプロジェクト

スマートスピーカー、VR端末、ハイエンド・ゲーム機などを始

めとするさまざまな新世代のデバイス上で動くアプリ開発に特化

したプロジェクトです。

世界中で目まぐるしく起きている技術の革新と進化をサービス

に取り入れ、既存のプラットフォームに捉われることなく幅広い

角度からAbemaTVのユーザー体験を進化させることを目指し

ています。

Amazon Echo VR: PlayStation4

AndroidTV / FireTV AppleTV
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AWA

人の想いとリコメンドで、これまでに無い音楽との出会いを。

音楽ストリーミングサービス「AWA」は、世界中の音楽を聴くだけでなく、
様々な想いの込もったオリジナルプレイリストをリコメンドすることで、 
音楽との新しい出会いを提供しています。

Designer: 室橋 秀俊 / 湊 祐大 / 中山 芽衣
iOS Engineer: 岐部 龍太 / 佐々木 尽 / 岩井 良太 / 小梛 直人
Android App Engineer: 新家 亮太 / 沖本 友一 アレサンドロ / 
清水 泰博 / 奈良 一樹 / 佐藤 真一郎
Desktop App Engineer: 宇納 佑 / 笠原 新介 / 山本 智也 / 
宮本 徹 / 神谷 優

https://awa.fm
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PROJECT of AWA

2015年5月に iOS版 / 
Android版アプリを同時リリース
日本初として、定額制音楽ストリーミング

サービスAWAが誕生。「先進性」「インパ
クト」「使いやすさ」の3つを軸に iOS版、
Android版をリリースしました。

国内初となるAndroid Auto対応
音楽と親和性の高いカーナビゲーションシステム 
へいち早く対応。さらに端末内にあるローカル 
音源もアプリから再生可能になりました。

対応デバイスが続々とリリース

2016年1月、デスクトップ版アプリのリリースお
よびGoogle社「Chromecast」への対応を開
始し、パソコンやテレビからでも音楽が楽しめ

るように。さらに翌月にはApple社のカーナビ
ゲーションシステム「CarPlay」へ対応しました。

iOS / Android

2015.5.27
iOS / Android

2015.10
Android Auto
Local Music

2016.1-2016.2
PC / Chromecast /CarPlay

Android Auto

PC / Chromecast / CarPlay

2015.12
Google Play Best of 2015 受賞
App Store Best of 2015 受賞

2015.9

500万
downloads
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2016.6
Android Wear

2016.9
Android TV
GOOD DESIGN AWARD 2016受賞

2016.11
Highlight Playback

2016.12
Google ベストエンタメ
アプリ受賞

2017.7
Music 
Identification

スマートウォッチで操作可能に

Android Wearの対応により、移
動中やランニング中などスマート

フォンの操作が難しい場合でも

手軽に操作可能になりました。

スマートフォンアプリと同様の機能が

テレビ画面でも楽しめるように

Google社が提供しているテレビ向けプラッ
トフォーム「Android TV」専用アプリをリ
リース。スマートフォンを持っていなくても

利用できるようになりました。

テンポよく試し聴きできる

「ハイライト再生機能」をリリース

DJミックスを聴くような感覚で、楽曲をどん
どん再生できる「ハイライト再生機能」を 
リリース。カジュアルに音楽を流し聴きできる

ようになりました。Android Wear

Android TV Highlight Playback

Music Identification

2017.10

スマートフォンをかざして

周囲の音楽が認識できるように

曲名がわからない音楽にスマートフォ

ンをかざすだけで、曲名やアーティス

トを認識できる「音楽認識機能」をリ

リース。ハミングにも対応しています。

1,400万
downloads

2016.11

1,000万
downloads
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Brand / Promotion Group



Brand / Promotion Group

CAのブランディングから主力サービスのプロモーションまで
ブランドプロモーショングループは、サイバーエージェントやAmeba
のブランディングから主力サービスのプロモーションまでを担う 
クリエイティブ集団です。社内の名刺やステーショナリー、グッズの制作

から  AbemaTVなど主力サービスの広告制作などを行っています。

Designer: 佐藤 洋介 / 前澤 拓馬 / 古田 島央 / 伊藤 弘希
Director: ナマイザワ クリス
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BRANDING

トロフィー

社員総会や協賛するイベントで贈答されるトロフィー。高さは25cm。 
合金を型に流し込んで成形し、研磨、塗装を職人が丁寧に1つ1つ行う。

iRing
スマートフォン用のホールドリング。

社屋屋内サイン

会議室入り口や廊下の内装デザイン。

ゴルフグッズ

協賛するゴルフトーナメントの来賓用グッズ。

カラーチップ

印刷物やグッズなどのコーポレートカラーをチェックするためのツール。

ツヤありとマットの両方を制作。
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PROMOTION

AbemaTV 屋外広告
渋谷の山手線ホームをハーフジャック。109のシャトルや原宿ラフォーレ、
博多天神駅にも掲載した。

AbemaTV バスラッピング
博多天神駅周辺の運行バスをラッピング。半年間、街中にAbemaTVの
ダウンロード訴求を行った。

年末年始新聞広告

見開き60段の迫力ある広告で、ラテ 
欄を模した表現で話題になった。
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「Ameba」のデザインは、「誰にでも使える」事を大前提に、ユーザー体験と収益の 

両面を意識して制作しています。基軸コンテンツとなる「Amebaブログ」は13年続く

サービスで、古くからのユーザーも多くいます。既存ユーザーの使い勝手を担保しつつ

も、より良いユーザー体験の獲得を目指して変化し続けています。

Ameba

国内No1ブログサービス
日本最大規模のブログサービス「アメブロ」

や、最新の芸能ニュース、ゲームを無料で楽

しめるサービス。ブログからは、毎日沢山の

話題が生まれています。

Designer: 米川 優衣 / 戸塚 真由子 / 
及川 和之

https://www.ameba.jp
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すれ違いという体験を楽しんでもらうべく、場所と時間にフォーカスしたUIを構成して

います。すれ違ったユーザーへの親近感や個性が見えるよう、プロフィールにはおすす

めスポットや趣味の情報を立てています。また、自分と同じ誕生日やプロフィール項目

を持つユーザーとすれ違った場合、運命的な演出を届けます。

CROSS ME

すれ違いを恋のきっかけにするアプリ

どんな人と、いつ、どのあたりで、何回すれ

違ったのかをお知らせします。偶然重なった

時間と場所、それがきっかけで恋が始まるか

もしれません。

Designer: 関 愛奈
iOS Engineer: 松尾 圭祐

https://crossme.jp/
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カジュアルで安全な出会いを体験していただけるよう、あたたかみ・安心感を念頭に 

デザインにしています。マッチングするための機能はあえてアイテム化するなど、サービス 

全体を通して遊び心を大事にしています。

趣味でつながる恋活サービス

音楽好き、おしゃれ好き、お酒好き、映画、ス

ポーツ観戦など、共通の趣味から恋の相手を

見つけることができるマッチングアプリ。

Designer: 漆原 裕貴 / 茂木 栞 / 本田 雅人

https://tapple.me/
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政治経済からエンタメまで幅広くジャンルを扱う中でも、一貫した世界観作りを大切に

しています。また記事ひとつ取っても、編集チームと連携して、読みたくなるサムネイル

やわかりやすい画像制作にも力を入れており、そのクオリティでユーザーの信頼を積み

重ねることを日々意識して制作しています。    

世の中がわかるニュース・トレンド解説アプリ

新R25は「R25世代」と呼ばれる若手ビジネ
スパーソンにとって有意義な発見や学びの

あるコンテンツを届けるメディアです。

Designer: 早坂 千尋 / 母良田 貴也

https://r25.jp/
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自分で作って送るキャラスタンプ

人気キャラクターをカスタマイズし、自分だけ

のオリジナルスタンプを作成できるスタンプ

コミュニケーションアプリ。

Designer: 渡辺 亘 / 永吉 一馬 / 梅木 勇二

https://stat.famchatty.com/lp/pc/
index.html

それぞれの個性豊かな人気キャラクターをいかに魅力そのままでアバターにするかを意

識しながら、スタンプやアバターパーツのラインナップも各パッケージで一つ一つ作家

さんと相談し、ユーザー自身が色々な会話や遊び方を作り、楽しめるように工夫して制

作しました。

28



カジュアルでちょっとした時間に手軽に遊べるようにデザインしています。たくさんのス

テージを用意し、クリアしたあともモンスターのプロフィールが見れるようになるなど、

モンスターにも愛着が持てるように工夫しました。

頭が良くなる新感覚脳トレパズル

ステージは100種類以上 ! ブロックを崩し
て、モンスターを発見しよう! 解けたときの
スッキリ感は、やめられなくなるアプリ。

Designer: 渡辺 亘
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ゲームクリエイティブ

スマートフォン向けゲームを中心とした作品を紹介します。サービスそれぞれのデザインに

込めた想い、改善点、工夫したポイントなど担当デザイナーが書き綴っています。

About Game Creative
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戦国炎舞 -KIZNA-

戦国×リアルタイムバトルRPG
乱世・戦国時代を舞台にした、本格リアルタ

イムバトルRPG。美しいイラストの武将達と、
最大20人の仲間と共に闘う「合戦」が最大の 
魅力のゲームです。

Art Director: 竹田 龍一
Designer: 竹内 優平
Illustrator: 趙 晙峯
Animator: 瀬良 啓輔

https://www.sumzap.co.jp/service/
sengokuenbu/

「戦国炎舞 -KIZNA-」のデザイン及びイラストは、「豪華絢爛」を意識して創っていま

す。華やかだけどゴチャゴチャしすぎない、そんなメリハリの効いたデザインが特徴で

す。またイラストは、同じ武将でも多種多様に描かれており、史実に基づいた物語性も

より引き立てる作品となっています。歴史ファンの方も、そうでない方も、観て楽しんで

いただけるイラストを目指しています。今年4周年を迎えた「戦国炎舞 -KIZNA-」です

が、これからも市場の最前線で戦っていけるよう、クリエイティブも日々進化させていき

たいと考えています。UIは「豪華絢爛」なイメージはそのままに、より直感的に操作性

良く、より洗練されたデザインにしていくことを現在のテーマとして作成しています。

32





「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」の全てのクリエイティブは、女の子の「かわいさ」

を表現するために最適化されています。個性的なキャラクターたちの「かわいさ」を 

どうすればお客様に届けられるか、セクションを越えて議論を重ねるつくり方を大切に

しています。

UIデザインにおいては、クリエイティブの魅力、および「バンドリ！」が築いてきた世界観

が主役となるよう、白を基調とした爽やかでシンプルな画面を目指し、調整を重ねました。

グラフィック制作ではキャラクター表現を意識し、お客様が深読みしたくなるようなデザイ

ンを追求しています。

バンドリ! ガールズ
バンドパーティ！

はじめよう、私たちのバンド活動！

「BanG Dream!（バンドリ！）」がリズムゲー
ムになって登場！アニメやライブでお馴染み

のオリジナル楽曲はもちろん、有名楽曲の 
カバーも多数収録しています。

Designer: 井口 哲徳 / 遠藤 かおり / 
千葉 百枝 / 廣石 好美
Illustrator: 久永 修平

https://bang-dream.bushimo.jp/
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物語のモチーフである日本神話をベースとしながらも、UIには漫画のコマ割りやスク

リーントーンといったポップな装飾を盛り込み、キャラクターデザインには西洋風や現

代風の意匠も敢えて取り入れるなど、ユーザーの方が新しさを感じるよう、「和風」の枠

を積極的に飛び越え、洗練することを意識して制作しています。コアゲーマーを唸らせ

るほど奥の深いゲームシステムを、誰もが親しめる世界観に昇華するため、開発初期か

ら「圧倒的王道少年漫画感」を合言葉に制作を進めてきました。ひと目で特徴を掴める

キャラクターデザインや、あえて和風に寄せすぎないUIデザイン、漫画もゲーム内で週

刊連載するなど、幅広い世代のユーザーの方に楽しんでもらえる工夫をしています。

神式一閃 カムライトライブ

仲間と共に、八百万の世界へ

遥か東の国、ジパングを舞台に八百万の神々

の力を授かった戦士、カムライ達を率いて戦う

コマンドバトルRPG。自由度の高い育成シス
テムが特徴です。

Art Director: 竹田 彰吾
Designer: 小笠原 心平 /小池 邦博 / 
Boy Sopon Kulkijja / 福岡 千晃
Illustrator: ニシカワ エイト / 由永 雅子
3D Director: 水野 理智
Native Engineer: 石井 康貴 / 田中 大晴 /
石井 徹郎

https://kamurai-tribe.applibot.co.jp/
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「VRモード搭載」「超美麗３DCG」を特徴とした美少女RPGです。

本ゲームは世界観やキャラクターへの没入感を大事にしています。本作のストーリーは

全編3DCG・フルボイスとなっており、一部は「VRモード」に対応しており、市販のVR

ゴーグルを装着することでそこにいるかのような没入感を味わうことができます。

UIは装飾的なデザインは避け、キャラクターをより魅力的に見せるためシンプルな色味

と要素だけでデザイン構成しています。

VRモード搭載の美少女バトルRPG
妃十三学園に通う「オルタナ」と呼ばれる少

女たちとともに学業や戦闘訓練を重ねつつ、

町に出没する夜獣に立ち向かうVRモード 
搭載の美少女バトルRPG。

Art Director: 庄司 拓弥
Designer: 春山 俊輔 / 山下 陽大
3D: 海老沼 宏之 / 小沼 千紘 / 高石 梨香子
小林 千夏 / 緒方 貴之 / 筒井 豊
2D: 古川 麻生 / 榎本 考平

https://lp.alterna.amebagames.com/
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一人一人がその王子として魅力的であることを最重視し、ポージング、表情、衣装の着

こなしまでこだわって制作しています。王子様と姫（ユーザー）が一対一で安らげる個室

という設定のホーム画面は、目に優しく品のあるデザインにするなど、夢世界での王子

様との触れ合いを大切に制作しています。この作品で目指したのは「女性が元気にな

れる理想的なファンタジー世界」です。女性が好む品の良さを意識しつつ、元気になれ

る要素を加えて現在のテイストまで落とし込みました。2周年を迎えた現在も、王子の

新しい一面の提供やUIの改善を続けており、様々な要素から女性に元気を届けていき

たいと考えています。

あなたの恋のお相手は100人の王子様！
女の子なら誰もが憧れる、「王子様との恋」

を多角的に描く、新感覚の女性向けパズル

RPG！

UI Designer: 石倉 究 / 小澤 佳苗
Creative Manager: 三木 ゆかり
Illustrator: 倉澤 綾子

http://www.yume-100.com/
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当時市場にはなかった、パズルをなぞりダンジョンを攻略していく新しいゲーム性を目

指したため、間口が広い世界観の設定をしました。ゲーム性に沿った「直感的な操作感」

や「迷わせないUI」、各所のインタラクション向上はスクラップ＆ビルドを繰り返して 

徹底的に研磨していきました。2Dイラストでのキャラクターモーションも360°動けるよ

うにイラストを制作したりとこだわりが詰まった作品です。

なぞって、えいっ！ な簡単RPG
パズルをなぞって進めるだけの新感覚なぞ

るRPG！ドラゴンなどのモンスターたち、 
仕掛け満載の多彩なダンジョン、カンタン操

作で爽快バトル！

Art Director: 大栗 護豪
UI Designer: 杉本 吉弘
Animator: 丸本 誠

http://pocodun.grenge.jp/
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不良をテーマとした世界観の表現にこだわりを持っています。マンガに出てくるキャラ

クターに自分がなりきり、マンガとゲームを行き来することでストーリーを進めることが

できるので、没入感を損なわないように、UIや全体のクリエイティブに統一感を持たせ

て作成しています。４年目を迎えた ｢ジョーカー～ギャングロード～｣ ですが、今後さら

に多くの方に楽しんでいただけるようなものづくりを目指しています。常に「今よりもっ

と」を追い求め、クリエイティブを進化させ続けることでこれから5年、10年と愛され

続けるタイトルにしていきたいと考えています。

本格王道不良RPG！
東京のアンダーグラウンドの世界を舞台に繰

り広げられる、ギャングたちの熱き物語。マン

ガやリアルタイムカードバトルも楽しめます！

Creative Director: 鍛治 健人
Art Director: 金 泰泳
UI Designer: 田中 俊 / 張 銀修
Lead Engineer: 小松原 啓史

http://joker.applibot.co.jp/

40



この作品は「物語を読み、感動すること」をテーマとし、UI設計は物語により没入して

いただくため、迷いなく遊べるよう構築しています。

また男子の衣装デザインは、イベントテーマごとにお揃いで制作し、和を基調とした 

大人受けする落ち着いた色と柄に現代衣裳・西洋・ファンタジーなどの要素を取り入

れることで新しい和風デザインを表現しました。物語と世界観、歴史の資料に基づき、

細かなところまで設定しているのも特徴です。

今後も物語を楽しむための使いやすさやときめく演出に力を入れ、日々改善していき

ます。

この恋、教科書には載っていない！

舞台は、太陽が昇らなくなった異世界。高杉

晋作をはじめとした「ツクヨミ男子」達と出

会いながら、“太陽を取り戻す旅”をする「和

風ファンタジー×恋愛」パズルRPG！

UI Designer: 佐藤 和貴 / 山口 茜
Creative Manager: 武田 祐子

http://www.akaseka.com/
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社内制度

クリエイターがモノづくりに向き合い、挑戦できる制度と取り組みを紹介します。2017年は部門
を

越えた全社での取り組みも増え、よりクリエイティブに注力する会社としての意識が高まりました。

Internal Systems
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広告、アドテク、ゲーム、メディアなど複数の部門から垣根を越え、日々のノウハウや 

技術を全クリエイターで共有し、世の中を牽引するクリエイティブを生み出すべく、 

「サイバーエージェントクオリティ」の意識を一層深めていく事を目的。

CCC
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週1回行われるデザイナーの共有会です。ノウハウの共有やデザインレビューを行い

サービスの改善点を出し合っています。異なるサービスのデザイナーが集まり、様々な

視点からの意見を日々交換しています。

デザイナー共有会
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社内だけで限定公開されている、クリエ

イターのアウトプットやコンセプトを集

約したポートフォリオサイト。

配属先のサービスだけでなく、他のプロ

ジェクトのクリエイティブにもコンペとし

て参加しチャレンジ可能。

社内コンペ

CREATIVE FARM
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研修

基礎から学ぶ新卒研修から、プログラミ

ングなどを学ぶ技術研修やマネジメン

トの研修など、成長に合わせた研修を

開催。
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3Dコンピュータグラフィックスソフト 

ウェア「Maya」を修得することを目的と

した全48回の講義。

スマートフォンゲームやエンターテイメン

ト事業に所属するクリエイター約120名

が参加するクリエイターコンペ。

ABCDグランプリ

MAYA塾
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UIUX Lab

ヨコテン

プロジェクトの成功事例や失敗事例を 

共有するライトニングトーク（LT）を懇親 

会形式で実施するミートアップ。

スマートフォン向けゲームに最適なUI/

UXを研究する専門組織。

48



Afterword

今回で3冊目となる「Creative Note」ですが、1冊目

から振り返ると、生まれたばかりだったサービスが着

実に成長を成し遂げていることが伺えます。特に弊社 

を代表するサービスである「AbemaTV」「AWA」な

どは、フェーズに合わせた進化を綴ってもらったこと

が今回のポイントです。

また、2017年は、広告、アドテク、ゲーム、メディア

の各部門を超えた「CCC」などの取り組みもあり、全

社でクリエイターとしての「サイバーエージェントクオ

リティ」が一層高まった年に思えます。

サービスと組織の成長に合わせて、クリエイターも

一緒に成長を実感できる環境は本当に幸運だと思っ

ています。この本が未来の仲間に届き、共に新しい 

1ページを作れることを楽しみにしています。

おわりに

井上辰徳｜クリエイティブディレクター
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Creative Note 2018

企画 佐藤 洋介 / 清水 美那 / 芹澤 直美 / 武田 佳那子

編集 井上 辰徳

デザイン 伊藤 弘希 / 遠藤 直人 / 土井 捺稀 / 中山 芽衣 / 
 芳賀 亜矢子 / 前澤 拓馬 / 松本 俊介 / 室橋 秀俊
 （五十音順）

Developers Blog
https://developers.cyberagent.co.jp/blog/

ゲーム・エンターテイメント事業部（SGE）公式サイト
https://creator.game.cyberagent.co.jp

採用情報

https://www.cyberagent.co.jp/recruit/
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