
【報道関係者各位】  2017年11月2日 

 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』の発売記念と

して、2017年11月9日（木）に発売記念抽選会を秋葉原と、物語の舞台である吉祥寺の2会場にて

開催し、吉祥寺ではオープニングシンガー亜咲花のサイン会を行うことをお知らせいたします。 

 2017年11月9日発売のPlayStation®4 / PlayStation®Vita / Xbox One用ゲームソフ

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）の

発売日を中心に多数の展開を行います。 

秋葉原と物語の舞台吉祥寺を始め、発売日を中心に多数の展開 

①11/9（木）秋葉原にて発売記念抽選会開催！ 

②11/9（木）キャラポップストア吉祥寺パルコ店にて 

発売記念抽選会同日開催！ 

③吉祥寺会場では、亜咲花サイン会実施！  

④11/3（金・祝）～11/26（日）まで、 

吉祥寺パルコ館内を回遊するミニゲームを展開！ 

⑤11/9（木） 19時よりニコ生にてTVアニメ一挙放送！ 
⑥発売日 11/9（木）に向け ゲーム公式サイト

（ http://occultic9.jp/ ）にて、カウントダウンボイス
公開中！ 

PlayStation®4/PlayStation®Vita/Xbox One『OCCULTIC;NINE』 

11/9（木） 秋葉原、吉祥寺にて発売記念抽選会、 

及び、吉祥寺抽選会場にて時間限定・亜咲花サイン会実施、 

キャラポップストア吉祥寺パルコ店展開のお知らせ 

①～④の詳細は次ページ以降をご覧ください。⑤は別途ニュースリリースにてお知らせいたします。 

http://occultic9.jp/


【賞品】 
■A賞：出演声優寄せ書きサイン色紙 

（A3サイズ・11名の寄せ書き） 
■B賞：出演声優サイン色紙（個別） 

梶裕貴（我聞悠太役）、佐倉綾音（成沢稜歌役）、 

石川界人（橋上サライ役）、吉田仁美（相川実優羽役）、 

伊藤 静（澄風桐子役）、沢城みゆき（紅ノ亞里亞役）、 

谷山紀章（日下部吉柳役）、能登麻美子（西園梨々花役）、 

柿原徹也（森塚 駿役）、明坂聡美（鬼崎あすな役）、 

津田健次郎（和泉公平役） （敬称略） 

■参加賞：ムムー調査団缶バッジ（直径57mm） 

11/9（木）開催 発売記念抽選会 

① 秋葉原会場 
日時：11月9日（木） 12:00～20:00 
場所：セガ 秋葉原3号店 
https://tempo.sega.jp/am/akiba-new/ 

【参加要項・注意事項】 
・レシート等ご購入の証明となる書面をお持ちください。 
※抽選会参加時にレシート等ご購入の証明となる書面に押印をさせていただきます。 
 押印済みのものにて、再度抽選会に参加することは出来ませんのでご了承ください。 

・購入店舗は問いません。但し、ダウンロード版と中古品は対象外です。 
・抽選は、商品1本の購入につき1回です。 
・サイン色紙は選べません、参加賞の缶バッジは、ゲーム1本につき1個進呈します。 
・通信販売は購入の証明となる書面（プリントアウトしたもの）を必ずご持参ください。 
購入画面やメール画面などは対象外となります。 

・通常版、限定版どちらでも可です。 
・賞品は数に限りがあります。無くなり次第終了となります。 
・転売禁止です。 
・抽選会当日はスタッフの指示に従ってください。同意いただけない場合、イベントへの参加をお断りする

ことがあります。 
・イベント内容は予告無く変更させていただく可能性がございます。予めご了承ください。 

▲A賞 寄せ書きサイン色紙 

▲B賞 個別サイン色紙 

▲参加賞 缶バッジ 

②吉祥寺会場 
日時：11月9日（木） 15:00～20:00 （※15:00～16:30 亜咲花サイン会も開催 詳細は次頁） 

場所：キャラポップストア吉祥寺パルコ店 （吉祥寺パルコ７Ｆ） 
http://www.namco.co.jp/chara_shop/occultic-nine/ 

ゲーム『OCCLTIC;NINE』購入者対象の発売記念抽選会を、2017年11月9日（木）に

秋葉原と吉祥寺の2会場で開催いたします。 



11/9（木） 亜咲花 サイン会開催 

【サイン会参加要項・注意事項】 
・抽選会とサイン会両方の参加は可能ですが、待機列は別となります。 
片方の参加後に列を並びなおしていただきますので、予めご了承ください。 

・サイン対象は、ゲームパッケージの通常版の化粧紙となります。 
限定版では同梱されている通常版の化粧紙となります。 

・希望者多数の場合、時間内に締め切る場合があります。 
・同時に開催されている抽選会は、賞品が無くなり次第、終了となります。 
・転売禁止です。 
・抽選会当日はスタッフの指示に従ってください。同意いただけない場合、イベントへの参加をお断りする

ことがあります。 
・イベント内容は予告無く変更させていただく可能性がございます。予めご了承ください。 

▲ゲーム『ＯＣＣＵＬＴＩＣ;ＮＩＮＥ』 
OPテーマシンガー 亜咲花 

③発売記念抽選会・吉祥寺会場にて時間限定で、亜咲花サイン会開催！ 

吉祥寺会場では“ゲーム『OCCLTIC;NINE』発売記念抽選会+亜咲花 ゲームパッケージサイン会” 
と題して、15:00～16:30の時間限定で、ゲーム『ＯＣＣＵＬＴＩＣ;ＮＩＮＥ』のパッケージを持参いただ

いた方に、オープニングテーマを歌唱する高校生シンガー・亜咲花がサインを致します。 
また、当日はキャラポップストア吉祥寺店ではＣＤの販売もいたします。 

【ゲーム『OCCLTIC;NINE』発売記念抽選会+亜咲花 ゲームパッケージサイン会】 

日時：11月9日（木） 
亜咲花サイン会：15:00～16:30 （※ 抽選会は、20:00まで） 

場所：キャラポップストア吉祥寺パルコ店 （吉祥寺パルコ７Ｆ） 
http://www.namco.co.jp/chara_shop/occultic-nine/ 

▲オープニングテーマ 
「Play the game」 
※当日キャラポップストア吉
祥寺店でも販売をします。 
サイン対象ではありません
のでご注意ください。 

▲サイン対象は、ゲーム 
『ＯＣＣＵＬＴＩＣ;ＮＩＮＥ』の 
化粧紙となります。 
（機種は問いません） 



11/3（金・祝）～11/26（日）  

キャラポップストア吉祥寺店にて 

『Occultic;Nine –オカルティック・ナイン-』回遊型ゲーム開催！ 

※画像はイメージです。実際と異なる場合がございます。 
※特典は数に限りがございますので品切れの際はご了承下さい。 
※イベント期間中に特典が追加になる場合がございます。 

また、キャラポップストアでは他にも
『Occultic;Nine –オカルティック・ナイン-』の 
オリジナルグッズを販売しています。 

発売記念抽選会の吉祥寺会場となるキャラポップストア吉祥寺パルコ店

では、11/3（金・祝）～11/26（日）に回遊型ゲームを開催！ 

キャラポップストア吉祥寺店では、11/3～11/26ま

で吉祥寺パルコ館内を利用した回遊型ゲームを

開催します。 
回遊型ゲームは、キャラクターが描かれた参加特

典を3枚受け取り、パルコ吉祥寺店内に設置され

た同じキャラクターのチェックポイントを探し出し、3
枚写真を取るとミッション達成。 
キャラポップストアのスタッフに写真を提示すると

クリア特典のアクリルキーホルダー全10種の中か

ら好きなキャラを１つ選んでゲットできます！ 
詳しくは参加方法、キャラポップストアのウェブサ

イトをご覧ください。 

吉祥寺パルコ館内で、 
左画像のようなキャラ
クター別のチェックポイ
ントを探索。 

当ページ掲載の画像コピーライト ©Project OC9/Chiyo st.inc 

詳しくは下記のキャラポップストア公式サイトをご覧ください。 
http://www.namco.co.jp/chara_shop/occultic-nine/#news 



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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