
株式会社サブリメイション
採用資料



ご挨拶 この資料を開いてくださった方へ

まずは資料を開いてくださり、誠にありがとうございます。

株式会社サブリメイションは設立 11年目になる

3DCGアニメーションスタジオです。

この資料はアニメーションスタジオへの就職を目指す学生さんに向けた

”弊社の魅力をまとめたプレゼン資料 ”になります。

数多くあるアニメーションスタジオの中で、

サブリメイションはどんなスタジオなのか、

この資料を読んでいただくことで

少しでも弊社に興味を持っていただけたら幸いです。
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『Production I.G』のCGチームらによって2011年に発足したアニメーション CGスタジオです。

3DCGを利用したセルルックアニメーションを得意とし、

主にTV・映画シリーズのアニメーション制作を手掛けています。

2019年には代表取締役須貝の初監督作品であるオリジナル CG短編アニメーション『Walking Meat』が
第52回ワールドフェスト・ヒューストン国際映画祭において

ゴールド賞（アニメ /マンガ部門）をいただきました。

2018年には『サンライズ』との資本業務提携、 2019年には『Netflix』との包括的業務提携を締結し、

着々と成長を遂げているアニメーションスタジオです。

サブリメイションとは
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会社概要
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設立

総スタッフ

スタジオ

事業内容2011年7月

116名（2021年11月現在）

・国立スタジオ（東京）　　　　　
・塩釜口スタジオ（名古屋）
・金山スタジオ（名古屋）
・仙台スタジオ  （2022年5月運用開始予定）

平均年齢

男女比率

27.5歳
（男性：28.5歳、女性：25.3歳）

男性67.3%、女性32.7%

アニメーションの企画、制作及び販売
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会社概要　沿革

2011

2013

2016

2018

2019

2022

7月

10月

7月

7月

12月

7月

9月

5月

5月

設立 

Production I.Gの一室からスタート

三鷹市に2つ目のスタジオを開設

人数拡大により三鷹市のスタジオを 2拠点に分割し

府中市、国分寺市にそれぞれスタジオ移転

三鷹市に新スタジオを開設し、分かれていた拠点を統合

金山スタジオを開設（愛知県名古屋市）

仙台スタジオを開設

三鷹市のスタジオを国立市に移転

塩釜口スタジオを開設（愛知県名古屋市）

仙台スタジオを新拠点へ移転



我々が日々制作に取り組む中で、上記のような目標を掲げています。

制作スタッフらが納得いくまで追求した作品ならば

世に出て多くの人を感動させられる作品になる、

そう言い切れるアニメーション制作への熱意をもったスタッフたちで

サブリメイションは構成されています。

7

自分たちが納得できる
最高のクオリティーを求めながら、
見てもらう人たちを感動させられる作品を作る

Our Challenge
 -目指すもの-
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作品実績　直近4年

2018年

TV

2019年

TV
MV

MOVIE
MOVIE
MOVIE

MOVIE

MOVIE

MOVIE

2020年

GAME
TV
TV
TV

MOVIE
MOVIE

MV
MOVIE

TV

Netflix
MV
MV

MOVIE

MV

2021年

魔法使いの嫁

PSYCHO-PASS サイコパス 3
未体験HORIZON / Aqours
天気の子

Walking Meat
PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System 
　Case.3 恩讐の彼方に＿＿

PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System 
　Case.2 First Guardian
PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System 
　Case.1 罪と罰

ラブライブ！サンシャイン!! 
　The School Idol Movie Over the Rainbow

ラブライブ！

　虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

ドラゴンズドグマ

Dazzling White Town / Saint Snow
無敵級＊ビリーバー / 中須かすみ

PSYCHO-PASS サイコパス 3 
　FIRST INSPECTOR
A song for You! You? You!! / μ's

アイドルマスター SideM GROWING STARS
シキザクラ

境界戦機

ラブライブ！スーパースター!!
サイダーのように言葉が湧き上がる

機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ

始まりは君の空 / Liella!
シン・エヴァンゲリオン劇場版



作画にマッチした
アニメーション
を追求 スタジオの強みとして ”作画のアニメーション制作会社とずっと寄り添ってきた ”というの

があると思っていて、こだわるところに関してはテイク数を重ねてとことん追求していく

文化は社内にあると思っています。

今作っている作品でいうと、みんなで話し合いながら前作の反省をして、次の作品にこ

のフィードバックを活かすことを心掛けています。

そこで、ある一定のルールが生まれていますね。

理想に向かって自分たちで作った正しいやりかたをちゃんとやろうと思っています。

作っていくプロセスを大事にしないと作品制作はできないですね。

取締役 / プロデューサー
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サブリメイションの特徴



昔からかわいい女の子が好きで『ラブライブ！』シリーズも好きだったんです！

入社前からキャラクターアニメーションをやりたいと思っていました！！

入社当初は『ラブライブ！サンシャイン !!』のPV制作でアニメーションカットの作業をし

ていましたね。新人時代は先輩方に教えてもらいながら楽しんでアニメーションのカッ

ト作業を進めていました！

CGチーフとなった今も「上手くなりたい」と思う気持ちはずっと持ち続けています。でき

ることが増えればその分もっと楽しいと思えるようになると感じていて、だからこそずっ

と上手くなりないという気持ちがあるんだと思います。
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入社5年目
　CGチーフ

入社して、即実務へ

サブリメイションの特徴



私が入社した際に教えていただいていた CGIディレクターは面倒見がいい方で、ああ

でもない、こうでもない！といろんな意見を言ってもらい、毎日苦戦しながらも楽しく映

像を仕上げていきました。

現在はディレクターとして教育面も担当するようになりましたが、自分を指導してくだ

さった先輩方がそうであってくれたように、私も気兼ねなく話しやすい存在でありたいっ

ていうのは強く思っています。 いいものを作りたいという意欲と、それを助け合えるコ

ミュニケーションがなにより重要だと自身の経験から学び、それを行えるチームであろ

うと努めています。

入社6年目
　演出/CGIディレクター
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チームとしての
一体感

サブリメイションの特徴



やりたいと言ったら、やらせてくれます ！

新人の頃はアニメーションをやったり、レイアウトモデルを作ったりして、

諸々試してみましたが、結局ルックデブをやりたい旨を伝えたら、

すぐOKをもらえました。

会社としてとても柔軟だと思います。様々なお仕事をやらせてもらえるので、色々な幅

が自分の中で広がりますね。入った当初と比べると、視野がすごく広がった気がしま

す。全然見えていなかったものがどんどん分かっていくようになると、仕事がすごく楽し

いなーというのはありますね。

入社5年目　
　ルックデブ
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様々なポジションに
挑戦可能

サブリメイションの特徴



入社当初携わらせていただいたプロジェクト『宇宙戦艦ヤマト 2202』のカット作業時

に、コンテに指示がなかったのに自分なりにエフェクトを作ってみて足してしまったこと

があります。笑　

それがOK通って、なおかつ汎用エフェクトとして採用されたのはすごい嬉しかったで

す。

そこから自信を持ってカットに自分の色を入れるようにもなりましたね。

サブリメイションではこんなふうに 作業者のやりたいことが採用されるのは

面白いと思います。
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入社4年目
　CGチーフ / 塩釜口スタジオリーダー

クリエイターの感性を
尊重

サブリメイションの特徴
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3Ⅾ/2ⅮCGツールでのアニメーション制作
・3Ⅾレイアウト
・モデリング
・セットアップ
・アニメーション
・コンポジット

・2023年3月末までに通っている学校を
　卒業予定の方
・3Ⅾ/2DCGツール、または手描きでの
　ポートフォリオ・デモリール等の
　自主制作作品を提出できる方
・3Ⅾツールの使用経験がある方
（ソフトの種類は問いません）

・学歴は不問です
（第二新卒は卒業後次年度まで）
・応募に関しては16ページに記載しております

・アニメーション制作への熱意がある方
・入社後も積極的に学ぶ姿勢を持った方

CGIスタッフ採用要件

業務内容 必須条件

備考求める人物像

採用情報　募集要項
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3DCGアニメーション制作における
進行管理業務、スケジュール管理業務

・2023年3月末までに通っている学校を
　卒業予定の方

・学歴は不問です
（第二新卒は卒業後次年度まで）
・応募に関しては次のページに記載しております

・アニメーション制作への熱意がある方
・入社後も積極的に学ぶ姿勢を持った方

制作進行採用要件

業務内容 必須条件

備考求める人物像

採用情報　募集要項



募集要項などをご確認の上、いずれかのサイトよりエントリーをお願いいたします。
エントリー後、採用担当者から書類送付のご案内を差し上げます。

＊ロゴをクリックしていただいても、QRコードを読み込んでいただいても同じページに飛ぶことができます
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以下のサイトから応募を受け付けております。

書類選考時には以下をご提出いただいております。

●履歴書
　＊必ず希望勤務先を明記してください

●ポートフォリオ、又はデモリール
　＊CGIスタッフ志望の方のみ
　＊共同制作の場合、担当箇所を明記してください

zipファイル形式でお送りください。サイズが大きい場合は、ギガファイル便をご利用ください。

採用情報　応募に関して

https://www.wantedly.com/companies/company_8872313
http://www.sublimation.co.jp/n_recruit/
https://xn--pckua2a7gp15o89zb.com/cmp/6158-9027
https://en-gage.net/sublimation_career/
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エントリー
前のページでご提示した各サイトからエントリーをお願いいたします
後ほど採用担当者より、書類送付のご案内をお送りいたします

書類選考
以下の書類の送付をお願いいたします
・履歴書
・ポートフォリオ、またはデモリール（CGIスタッフ希望者のみ）

面接
（1回）

書類選考後、合否に関わらず1ヶ月以内にご連絡いたします
面接の形式は直接来社、又はオンラインで実施しております

内定 面接後、1週間以内にご連絡いたします

採用情報　選考の流れ
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内定者面談
社内の雰囲気などをお伝えしたり入社前の疑問解消の場として
内定者面談を実施しております。
インターン時期の調整などもこのタイミングで行っています。

内定者インターン

国立スタジオに通える方向けに、早期入社アルバイトのような形で
内定者インターンをご案内しております。
週1～5で、ご自身のスケジュールに合わせて出勤日は設定できます。
＊参加の有無で4月の入社時に待遇が変わるといったことはございません。

その他、応募や採用に関するご質問等ございましたらメールにてお問い合わせください
saiyou@sublimation.jp　「採用担当」宛

採用情報　内定者フォローに関して



Thank you for reading!


