
【報道関係者各位】  2017年9月29日 午前0時解禁 

 株式会社MAGES.（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 

ゲーム事業ブランド 5pb.）は、PS4/PS Vita/Xbox One用ゲームソフト『OCCULTIC;NINE』の公式サイト

にて、PS4/PS Vitaの限定版特典ドラマCDの試聴と出演声優3名のコメントを公開いたしましたので、

お知らせいたします。 

PlayStation®4/PlayStation®Vita/Xbox One 

『OCCULTIC;NINE』 

限定版特典ドラマCD試聴開始、 

キャストコメント第３弾 公開、 

カラオケパセラとのコラボレーション決定のお知らせ 

  2017年11月9日発売のPlayStation®4 / PlayStation®Vita / Xbox One用ソフト超常

科学アドベンチャー『OCCULTIC;NINE』（オカルティック・ナイン 通称オカン）。その

PS4/PS Vita版の限定版特典のひとつ、ドラマCDの試聴動画を公式サイトにて公開し

ました。 

梶 裕貴、佐倉綾音、石川界人らメインキャストが登場する 
オリジナルサウンドドラマ 

『OCCULTIC;NINE』公式サイト http://occultic9.jp/ 

主人公・我聞悠太がアフィリエイト目的で運営するオカ

ルトブログ「キリキリバサラ」。記事のネタに窮した悠太

は、周囲の仲間たちに相談するが……。 

出演：我聞悠太 cv.梶裕貴／成沢稜歌 cv.佐倉綾音 

／橋上サライ cv.石川界人／相川実優羽 cv.吉田仁美 

／澄風桐子cv.伊藤静／紅ノ亞里亞 cv.沢城みゆき 

／西園梨々花 cv.能登麻美子／森塚駿 cv.柿原徹也 

／鬼崎あすな cv.明坂聡美 

■サウンドドラマ「世界って孤独なんだよね」 

 ▲限定版パッケージ（PS4版） 

※限定版は、PS4/PS Vita版のみです。 
限定版パッケージは初公開となります。 



ゾン子 

政府の不祥事隠蔽の為に結成さ

れた「ガールズオブザデッド」のリ

ーダーで斬り込み隊長。やや皮

肉屋で、強気な女の子。チーム

のツッコミ役。 

キャストコメント（一部） 

超常現象やオカルトって、昔から惹かれてします存在で、そこに

焦点を当てた作品として、大注目していました！ 
スタイリッシュでカッコよく、超速のテンポの中で物事がどんどん

繋がってゆき、謎が謎を呼ぶドキドキがたまらなく刺激的な作品

という印象です。 

【Q１】『オカルティック・ナイン』という作品に対して、どのような印象をお持ちでしょうか？ 
公式サイトでは、全5問すべてのコメントを掲載しています。 

Comment Character 武石あゆ実さん（ゾン子役） 

ロシア 

ガールズオブザデッドのブレイン

で作戦指揮官。 
基本的には仲間に指示を出す係

だが、必要に応じて自らも拳銃で

応戦する。 

アニメを一視聴者として観ていたのですが、謎を呼び、毎週ハラ

ハラしながら次週を迎え、「うそでしょ！！」と驚き、「いやいや…
まてよ」と考察を始める……。 
そんな印象……そんな作品です。 

Comment Character 本多真梨子さん（ロシア役） 

アリス 

ガールズオブザデッドの新人メン

バー。 
直接斬ったり叩いたりすることは

生理的に無理という理由からス

ナイパーとして修業中。 

個性的な登場人物やスピーディーなホラーサスペンスにどきど

きハラハラ。 
そして観終った後には、いつも早く来週！！！次回が気になり

すぎる！！！と、どっぷりハマって観ていました。 

Comment Character 木野日菜さん（アリス役） 

サスペンスクライムアクション『マスターマストマーダー』斬臨！ 

TVアニメでは、物語を動かすキーアイテムとなっていたマスコット

「ゾン子」。主人公・悠太がラジオを入れたバッグに着けていたその

ゾン子のキャラクターグッズで、劇中で人気の深夜アニメ『マスター

マストマーダー』の主人公。ゲームではラジオ「スカイセンサー」を

チューニングして探し当てることで、サスペンスクライムアクション

「マママ」のストーリー（全30話を収集）が楽しめます。 

公式サイトにてストーリー＆キャラクターを紹介しています。 

▲さまざまな場所でラジオ「スカイセン

サー」を取り出しチューニング。 

▲タイトルロゴ ▲敵は屍！スペシャルチームが戦う！ ▲マママの会話シーン。裏側が見えちゃう。 



カラオケパセラ × OCCULTIC;NINE コラボ実施！ 

2017年10月14日に『OCCULTIC;NINE』ゲーム版EDテーマとTVアニメOPテー

マを歌う、いとうかなこデビュー15周年記念ライブ『15th. Anniversary 

Live ”ITO KANAKO BEST“』が、パセラリゾーツ AKIBAマルチエンターテイン

メント7F P.A.R.M.S.にて開催となります。この2017年10月14日を皮切りに、カ

ラオケパセラ秋葉原昭和通り館にて期間限定コラボを実施します。 

いとうかなこデビュー15周年記念ライブを皮切りにスタート！ 

Zwei 

亜咲花 

 これまでのゲーム・アニメタイアップ曲が一同に会し、2部構成で贈るスペシャルなラ
イブ！ 第2部は、2011年から2017年に発表された曲を演奏。 
ゲーム『OCCULTIC;NINE』EDテーマのZweiと、OPテーマの亜咲花が第2部のゲストに登
場！『OCCULTIC;NINE』コーナーも開催!! 
 そして、1部＆2部通し券には、ゲーム『OCCULTIC;NINE』のミニサントラ（9曲入り・阿保
剛によるコメント付き）豪華版いとうかなこコメント入りセットリストが付いています。 

いとうかなこデビュー15周年記念ライブ 
『15th. Anniversary Live ”ITO KANAKO BEST“』 

 ■日程 2017年10月14日(土)  
 ■時間 1st.stage2002➡2010 ：開場13:30 開演14:00 

 2nd.stage2011➡2017 ：開場18:00 開演18:30  
 ■会場 パセラリゾーツ AKIBAマルチエンターテインメント 7F 

 P.A.R.M.S.  
いとうかなこ公式サイト https://kanataro.amebaownd.com 

いとうかなこ 

９種類のコラボメニューが登場！ 
ご注文の方には特製コースタープレゼント！ 
カラオケパセラ秋葉原昭和通り館では、 9種類のコラボメニューが登場する期間限定コラボを実施！ 
カラオケルームと1Fカフェにてコラボ展開いたします。 
1品ご注文の方に、『OCCULTIC;NINE』特製コースターを 
1枚プレゼント！ 

場所：カラオケパセラ秋葉原昭和通り館 
期間：10月14日(土)～11月12日(土) 
 
パセラボ 
http://paselabo.tv/ 

※ランダムでのお渡しとなります 



タイトル OCCULTIC;NINE 

ジャンル 超常科学アドベンチャー 

機種 PlayStation®4 / PlayStation®Vita / Xbox One 

発売日 2017年11月9日（木） 

価格 ■PS4® / PS Vita 

通常版 各7,800円（税抜） 限定版 各9,258円（税抜） 

ダウンロード版 各7,000円（税抜） 

■Xbox One 

通常版 7,800円（税抜） 

ダウンロード版 6,980円（税抜） 

著作権表記 ©MAGES./5pb./Chiyo St. Inc. 
発売元 5pb. 
 

初回特典（PS4®/PS Vitaのみ） 

ゲームサントラDLC 

※パッケージ内にシリアルコードを封入いたします。 

※ダウンロード版は、ゲーム本編とセット商品として配信いたします。 

※Xbox One版には、通常版、ダウンロード版ともゲームサントラDLCは付属しません。 

 

限定版同梱特典 

・設定資料集 

・ドラマCD 

 出演：我聞悠太 cv.梶裕貴／成沢稜歌 cv.佐倉綾音／橋上サライ cv.石川界人／相川実優羽 cv.吉田仁

美／澄風桐子cv.伊藤静／紅ノ亞里亞 cv.沢城みゆき／西園梨々花 cv.能登麻美子／森塚駿 cv.柿原徹

也／鬼崎あすな cv.明坂聡美 

 

『OCCULT IC ;N INE』公式サイト  

h t t p : / / occu l t i c 9 . j p /  

 

※アニメ公式サイトとは異なりますのでご注意ください。尚、アニメ公式サイトは下記のURLです。 

http://occultic-nine.com/ 

 

5pb.Games公式サイト 

http://5pb.jp/games/ 

【開発・発売元 会社概要】 

会社名： 株式会社MAGES.（メージス）  

所在地：東京都港区三田3-13-16 三田43MTビル 

代表取締役会長：志倉千代丸 

代表取締役社長：太田豊紀 

設立 2011年6月  

URL http://mages.co.jp  

※5pb.は、株式会社MAGES.のゲーム及び音楽事業ブランドです。  

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 
右記 メールフォームよりお問い合わせください http://5pb.jp/games/contact 
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