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あらすじ ：
惑星Okhéaniaは植物の「海」に覆われている。人間は、近未来
的船に乗り、この葉の海を航海する。
Jon と Jasper の二人の若者は、この緑色の海でサーフィンをす
ることが大好きである。しかしながら、二人はある日津波に驚かさ
れ、離ればなれになってしまう。Jon は海で行方不明となり、
Jasper は「ポセイドン」と呼ばれる航空機に拾われる。だが、
Jasper はすぐに彼の救出者が彼を船上の捕虜にしようとしている
ことに気づく・・・
Alice Picard プロフィール
Alice Picardは”Le Genie des Alpages”(天然の牧場の天才)
や”Les Passagers du Vent”(風の乗客)などのシリーズを通じ
て漫画を発見した。しかし、彼女の本当のインスピレーションの
根元は、彼女が両親と共に住んでいた、Perigordにある城から
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来ている。そこで、彼女はファンタジー物語を想像した。
絵画広告で働いた後、Alice は有名な Gobelins 学校に入学。その後彼女はディズニースタジオの、映画「ター
ザン」で働いた。映画上映後、Alice は Kalisto というビデオゲームで活躍する会社にて３D アニメーションの働き
をした。そこで彼女は“Regulateur”の作者 Marc Moreno に出会い、Corbeyran を紹介された。
Corbeyran プロフィール
広告や写真など異なる分野で働いた後、Corbeyran は 1990 年に漫画を書くことを決意した。およそ 40 作品に
も及ぶ彼の作品の中で、Corbeyran は異なるスタイル：ファンタジー、歴史、スリル、冒険等々を書いてきた。彼
は、”Le Chant des styges”、”Okheania”や”Weena”等の原作者でもある。
Summary of Okhéania
Publisher: Dargaud-Lombard s.a.(Dargaud Benelux)
Year:
2008
Country:
Belgium – France (Switzerland, Canada, Luxembourg)
Language: French
Synopsis:
The planet Okhéania is covered with a “sea” of vegetation. Humans use futuristic ships to navigate
this sea of leaves. Teenagers Jon and Jasper love to “surf” this green ocean. However, the two are
surprised one day by a tsunami and are separated. Jon is lost at sea, but Jasper is picked up by a
vessel, the “Poseidon”. However, Jasper quickly realizes that his rescuers plan to keep him
prisoner on board…
Author’s Profile
Alice Picard: Alice Picard discovered comics through series such as “Le Geniedes Alpages” or “Les
Passagers du Vent”. But her true sources of inspiration come from the place where she lived with
her parents, a castle in Perigord. There she imagined fantastic stories. After working in
advertising drawing, Alice joined the prestigious Gobelins School. Then she worked for the Disney
Studios, on the movie “Tarzan”. After the releasing of the film, Alice worked in 3D animation for
Kalisto, specialized in video games. There she met Marc Moreno, author of the “Regulateur”, who
introduced her to Corbeyran. In 2002, Alice starts working on her first comic, “Weena”, with
Corbeyran.
Corbeyran: After working in different fields such as advertising or photography, Corbeyran has
decided to dedicate himself to the writing of comics since 1990. In more or less 40 comics,
Corbeyran wrote in very different styles; fantasy, historical stories, thrillers, adventure, … He is
the author of series such as “Le Chant des Stryges”, “Nanami” and Weena”.
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