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PlayStation®4、PlayStation®Vita用ゲーム 
『CHAOS;CHILD らぶchu☆chu!!』 

あらすじ・描き下ろし店舗別特典イラスト公開のお知らせ 

CHAOS;CHILD らぶchu☆chu!! あらすじ 

株式会社MAGES. （本社：東京都港区、代表取締役会長：志倉千代丸、代表取締役社長：太田豊紀）は、
2017年3月30日発売、PlayStation®4、PlayStation®Vita用ソフト『CHAOS;CHILD らぶchu☆chu!!』
について、物語のあらすじと、キャラクターデザインのささきむつみ氏描き下ろしの店舗別特典イラストを
公開しました。 

――2015年10月。 
碧朋学園新聞部の部長・宮代拓留は、世間をあっと言わせるスクープをモノにすべく活動に勤しんでいた。 
拓留の気合いとは裏腹に、部員達は雑誌を読んだりネトゲをしたりとまるでやる気がない。 
そんな活動状況から、生徒会副会長に部費の削減をほのめかされる。 
部費削減の危機を脱するためにもネタ探しに没頭する中で、拓留は最近渋谷で起きている『ニュージェネレーション
の狂気の再来』と呼ばれる事件に目をつける。 
が、しかし、どの事件もくだらない内容ばかりで、すぐに興味をそがれてしまう。 
 
一方で、部活動以外の時間では、 
水着の試着に付き合ったり、女の子同士のじゃれあいを眺めたり、ラッキーハプニングが起きたり…。 
ヒロインたちとのドキドキな恋愛物語が生まれていく。 
 

そうだ、僕は、本当は、 

こんなリア充ライフを望んでいたんだ！！ 
 

部活動・リア充ライフの二足のわらじを履く、宮代拓留少年の運命や如何に！ 

CHAOS;CHILD らぶchu☆chu!! 公式サイト 
http://chaoschild.jp/lcc/ 



何かがおかしい「ニュージェネレーションの狂気の再来」 

ニコニヤ動画の人気実況屋が、実況中にかじったチーズが消費期限切れでカビが生えていたのに気づかなかったため、途中で気分が悪くなり実況中
に大リバースする姿をさらしてしまった件。リバースしながら「こっち見んなー！」と怒鳴ったことから、この事件名になった。 

事件当日、他にホテルの空きがなく、ラブホに宿泊していた青年がいた。彼が座っていた回転ベッドが故障しており、スイッチもいじってないのにい
きなり超高速回転を始めてしまったというアホな事件。ベッドの上から激しい勢いでふっとばされた青年は壁に激突して全治３週間の怪我をおった。
この恐怖の回転ベッド事件は、当時、某遊園地で人気だった大回転ジェットコースターにちなんで「回転ジェット」と名付けられた。 

「歌ってみた」の人気歌い手が路上ライブを決行。途中まではよかったが、とある曲の難しいパート部分がうまく歌えず、口も動いていな
かった……にも関わらず、伴奏には見事に歌が乗っていたため、彼女の路上ライブが全て口パクだったことが知れ渡ってしまった。 
事件名は、その時彼女が口走った「ちゃうねん、ちゃうねん！どっかから違う曲の音が漏れてん！」という言葉からである。 

有名ネット記者が、アンデス地方出身のとある若手人気力士のスクープをつかみ、相撲部屋に忍び込んだはいいが……若手の弟子たちに見つかり、
アンデス風ちゃんこ鍋（？）を白目をむくほど強引に食べさせられて、ダウンした事件。 
裁判で、原告側は監禁および強要を主張しているが、相撲部屋としては、ただ単に「客人を、部屋名物のアンデス風大盛りちゃんこでおもてなし
しただけだ」と言い張っている。この事件はネット民の間で「ごっつぁんです」とかけて、「ごっつァンデス」事件と名付けられている。 

「CHAOS;CHILD」本編で主人公たちが追う「ニュージェネレーションの狂気の再来」と呼ばれる連続猟奇殺人事件。その残虐さでプ
レイヤーを震撼させたが、本作では事件の内容が大きく異なる。主人公の拓留もそのくだらなさゆえ事件を追うのをやめてしまった。 

本編 

本編 

本編 

本編 

ニコニヤ動画の生主が、生放送中に切断された自分の
右腕を食べながら失血死するという事件。 

ニコニヤ動画の歌ってみたの歌い手でバンドのボーカル
が、ストリートでのライブ中に歌いながら失血死すると
いう事件。 

渋谷のラブホテル「妖精のダンス」の回転ベッドの上で、
天井から釣り下ったロープに首を締め付けられて死亡す
るという事件。 

碧朋学園文化祭のステージに登場した有名なネット記者
が、腹に大量に詰め込まれた力士シールを吐き出しなが
ら死亡するという事件。 

2015年9月7日 第1の事件 
「こっち見んなー！」 

2015年9月19日 第2の事件 
「音漏れてん」 

2015年10月10日 第4の事件 
「ごっつァンデス」 

2015年9月29日 第3の事件 
「回転ジェット」 



キャラクター原案：ささきむつみ氏描き下ろし！ 
店舗別特典イラスト公開！ 

店舗名：古本市場 
キャラクター：有村雛絵 

店舗名：ソフマップ 
キャラクター：尾上世莉架 

店舗名：GEO 
キャラクター：香月華 

店舗名：いまじん 
キャラクター：有村雛絵 

店舗名：上新電機 
キャラクター：久野里澪 

店舗名：楽天ブックス 
キャラクター：来栖乃々 

※イラストはデザイン中のものになります 



『CHAOS;CHILD』とは 

「科学アドベンチャーシリーズ」第4弾。同シリーズ第1
作『CHAOS;HEAD NOAH』の世界観を引き継ぐ後継作
です。 
物語の舞台は、6年前に起きた局地的大地震から復興し
た渋谷。 
主人公：宮代拓留は、渋谷で起きる『ニュージェネレー
ションの狂気の再来』と称される連続殺人事件を、所属
する新聞部として追いかけていきます。 
猟奇的な死に方をする被害者。その近くに必ず姿を残す
“力士シール”。妄想を具現化する力を持つ「ギガロマニ
アックス」たちの存在。 
やがてそれは仲間や渋谷全体を巻き込む大きな狂気とな
り、拓留に襲い掛かります。 
 
2014年12月18日にXbox One用ゲームとして発売され、
翌年2015年6月25日にはPS4/PS3/PS Vita版が、更に
2016年4月28日にWindowsPC版が発売され、
「CHAOS」シリーズは累計25万本を突破。 
凄惨なストーリーがプレイヤーを震わせながらも深く心
に突き刺さり、同シリーズの『STEINS;GATE』を超え
る高いシナリオ評価を得ています。 

コミカライズ情報 

現在、「電撃G’sコミック」（KADOKAWA刊）、月刊コミックシリウス（講談社刊）にてコミッ
クが好評連載中です。 

CHAOS;CHILD 2 
 
電撃G‘ｓコミックで連載中。1
月27日コミック第2巻発売！ 
 
原作：MAGES./Chiyo st inc 
作画：レルシー 
 
定価：本体570円＋税 
発行：KADOKAWA 
 

公式サイト 
http://comic-
walker.com/contents/detail/
KDCW_AM0900002601000
0_68/ 
 
←第1巻は好評発売中！ 
 
 
(C)MAGES./5pb./RED 
FLAGSHIP/Chiyo st inc 
(C)2008 5pb./Nitroplus/RED 
FLAGSHIP 
(C)2016 Relucy 

CHAOS;CHILD 
 ～Children's Collapse～  

（チルドレンズコラプス） 
 
月刊コミックシリウスで連載中。1月
27日コミック第1巻発売！ 
 
原作：MAGES./Chiyo St. inc. 
漫画：園心ふつう 
原作：梅原英司×MAGES. 
 
定価：本体600円＋税 
発行：講談社 
 

公式サイト 
http://shonen-sirius.com/sr/chaoschilde-
cs/ 
 
 
 
(C)MAGES./5pb./RED FLAGSHIP/Chiyo st. inc 
(C)2008 5pb./Nitroplus/RED FLAGSHIP 
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TVアニメ情報 

“虚”と“実”の狭間で、 
歪んだ妄想が暴走する―― 

 

TVアニメ「CHAOS;CHILD」 
2017年1月11日(水)より、AT-X、TOKYO MXほかにて放送中！ 

 
TOKYO MX 2017年1月11日(水) 25:35～ 
テレ玉 2017年1月12日(木) 25:05～ 
チバテレビ 2017年1月12日(木) 25:00～ 
tvk 2017年1月12日(木) 25:00～※初回のみ24:30～ 
KBS京都 2017年1月13日(金) 25:35～ 
サンテレビ 2017年1月11日(水) 26:00～ 
BS11 2017年1月13日(金) 27:00～ 
AT-X 2017年1月11日(水) 23:30～ 
 再放送：（金）15:30／（日）22:30／（火）7:30 
※都合により放送日時は変更となる可能性がございます。予めご了承くださ
い。 
 
2017年1月よりｄアニメストアにて特別先行配信決定！ 
ｄアニメストア：1月14日より毎週土曜日 12：00～ 
※その他、PC&携帯サイト他にて随時配信予定。 
--------------------------------------------- 
 
オープニング主題歌：「Uncontrollable」いとうかなこ 
エンディング主題歌：「カオスシンドローム」鈴木このみ 
 
--------------------------------------------- 
 
公式サイト http://chaoschildanime.com/ 
公式ツイッター @chaoch_anime 
©2017 MAGES./KADOKAWA/CHAOS;CHILD製作委員会 

WEBラジオ配信中！ 

楽天のインターネットラジオ配信サービス「Rakuten.FM」内
OTALISにて、TVアニメーション「カオスチャイルド」の
Webラジオ番組 

「CHAOS;CHILD Mou☆Sou RADIO」 
                 が好評配信中！ 

 
メインパーソナリティは来栖乃々役のブリドカットセーラ恵美さん！
毎回アニメの出演者からゲストパーソナリティをお招きして、“妄想
全開”でトークを繰り広げます！ 
 
【配信情報】 
タイトル：CHAOS;CHILD Mou☆Sou RADIO  
放送日時： Rakuten.FM内OTALISにて、毎週火曜23:30～24:00配
信！ 
※Rakuten.FMにて放送1週間後に、Youtube内の「KADOKAWA 
Animeチャンネル」にてアーカイブ配信！ 
  
 
＜パーソナリティ＞ 
ブリドカットセーラ恵美さん 
（来栖乃々 役）  

 

【視聴方法】 
「Rakuten.FM」のブラウザ上もしくは専用アプリにてご視聴頂けます。  
★「Rakuten.FM」内「OTALIS」チャンネル  
https://rakuten.fm/station/otalis  
★「Rakuten.FM」公式アプリAppStoreダウンロードページ  
https://itunes.apple.com/jp/app/rakuten.fm-le-tianefuemu-intanettorajio/id1050568386  
★「Rakuten.FM」公式アプリGooglePlayダウンロードページ  
https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.rakuten.android.apps  
 
★Youtube内KADOKAWAanimeチャンネル  
https://www.youtube.com/user/KADOKAWAanime  



会社名 
本店 
代表取締役会長 
代表取締役社長 
設立 
ＵＲＬ 

【発売元会社概要】 

： 株式会社MAGES. （メージス） 
： 東京都港区三田三丁目13-16 三田43MTビル6階 
： 志倉千代丸 
： 太田豊紀 
： 2011年6月 
： http://mages.co.jp/ 

タイトル CHAOS;CHILD らぶchu☆chu!! 

ジャンル 妄想科学アドベンチャー 

機種 PlayStation®4／PlayStation®Vita 

CERO 審査予定 

発売日 2017年3月30日予定 

価格 PS4版  通常版：7,800円（税抜）／限定版：9,800円（税抜）／DL版：7,000円（税抜） 

 PS Vita版 通常版：6,800円（税抜）／限定版：8,800円（税抜）／DL版：6,000円（税抜） 

著作権表記 ©MAGES./5pb./RED FLAGSHIP/Chiyo st. inc ©2008 5pb./Nitroplus/RED FLAGSHIP 
発売元 5pb. 

公式サイト http://chaoschild.jp/lcc/  

公式ツイッター https://twitter.com/kagakuadv ハッシュタグ：#カオチャ 

商品概要 
本作は前作『CHAOS;CHILD』のアナザーストーリーに当たり、同時系列で巻き起こる恋愛物語を描いた、ファン
垂涎の作品です。 
 
前作では渋谷で巻き起こる猟奇殺人事件に、妄想を具現化する異能力を備えた主人公が立ち向かうシリアスなサイ
コサスペンスが展開されましたが、今作では趣向を１８０度転換！ 
恋愛下手の男子妄想が暴走し巻き起こす騒動を、時にユーモアたっぷりに、時に意外とマジメにお届けする内容と
なっております。 
「妄想を現実にする」能力は美女に囲まれた環境では如何に作用してしまうのか？ 
まさに『CHAOS;CHILD』でしか成し得ない恋愛物語がここに在る！ 

限定版同梱特典 

本作の限定版には、プレイヤーの妄想を色々と
捗らせてしまうグッズが詰まった『晩から朝ま
でらぶchu☆chu!!セット』が同梱されます。 
 
【同梱内容】 
①これで安眠？ネガティブ/ポジティブ枕カバー 
②365日モテたい！スクールカレンダー 
③オリジナルサウンドトラックCD 
④妄想シチュエーション差し替えジャケット 
上記4点を、ささきむつみ氏描きおろしイラスト
を使用した特製ボックスに同梱！ 
 
【価格】 
PS4限定版：9,800円（税抜） 
PSVita限定版：8,800円（税抜） 
 

本リリースに関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先 
 
株式会社MAGES. 広報宣伝部 
下記 メールフォームよりお問い合わせください 
http://5pb.jp/games/contact 

http://chaoschild.jp/lcc/
http://chaoschild.jp/lcc/
https://twitter.com/kagakuadv
https://twitter.com/kagakuadv

