
【報道関係者各位】 2017年12月7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、『STEINS;GATE』を始めとするiOS及びAndroid用アドベンチャーゲーム

アプリ6タイトルを、2017年12月14日（木）より半額以下となるセールを実施いたします。

『STEINS;GATE』主人公・岡部倫太郎誕生日記念として、

5pb.モバイルゲーム６タイトルを半額以下で販売！

2017年12月14日（木）よりセール開始のお知らせ

『STEINS;GATE』（通称 シュタゲ）の主人公・岡部倫太郎（通称 オカリン）の誕生日である12月14日より、

以下のモバイルアプリ6タイトルを、2018年1月14日（日）までセール特価で販売いたします。各タイトル

は、iOS版、Android版、他言語版など豊富なラインアップとなっています。また、iOS版『STEINS;GATE』及

びiPad専用『STEINS;GATE HD』の簡体字版を新たにリリースいたします。

『STEINS;GATE』を始め、６タイトルを期間限定セール！

※開始日、及び終了日の開始時間、終了時間につきましては、各販売サイトの状況により変動する場合がご

ざいます。ご購入の際は、価格をご確認の上、ご購入ください。



『STEINS;GATE』 各3,000円 各1,400円 53%

【LINE UP】 【通常価格】【割引価格】【割引率】

※価格はすべて税込

iOS 『STEINS;GATE』 iPad専用『STEINS;GATE HD』
ｉOS 『STEINS;GATE』 iPad専用『STEINS;GATE HD』（各韓国語版）
iOS 『STEINS;GATE』 iPad専用『STEINS;GATE HD』（各繁体字版）
iOS 『STEINS;GATE』 iPad専用『STEINS;GATE HD』（各英語版）
Android 『STEINS;GATE』
▼新規リリース
iOS 『STEINS;GATE』、iPad専用『STEINS;GATE HD』（各簡体字版）

『CHAOS;HEAD NOAH』 各3,000円 各1,400円 53%

iOS 『CHAOS;HEAD NOAH』 iPad専用『 CHAOS;HEAD NOAH HD』
Android 『CHAOS;HEAD NOAH』

『CHAOS;CHILD』 各4,800円 各2,400円 50%

iOS 『PSYCHO-PASS サイコパス 選択なき幸福』
Android 『PSYCHO-PASS サイコパス 選択なき幸福』

iOS 『CHAOS;CHILD』
Android 『CHAOS;CHILD』

『PSYCHO-PASS サイコパス 選択なき幸福』 各4,800円 各2,400円 50%

『STEINS;GATE 比翼恋理の』だーりん』 各2,500円 各1,200円 52%
iOS 『STEINS;GATE 比翼恋理のだーりん』
ｉOS 『STEINS;GATE 比翼恋理のだーりん』（韓国語版）

『STEINS;GATE 線形拘束のフェノグラム』 各3,000円 各1,400円 53%
iOS 『STEINS;GATE 線形拘束のフェノグラム』
ｉOS 『STEINS;GATE 線形拘束のフェノグラム』（韓国語版）



タイトル STEINS;GATE 比翼恋理のだーりん

プラットフォーム iOS ※iOS 10以上

カテゴリー ゲーム>アドベンチャー

ジャンル アドベンチャー

レーティング 12+

プレイ人数 1人

発売元 MAGES.

コピーライト

©2009-2013 MAGES./5pb./Nitroplus

タイトル STEINS;GATE

STEINS;GATE HD（iPad専用）

プラットフォーム iOS ※iOS 8以上

Android ※Android 2.3以上

カテゴリー ゲーム>アドベンチャー

ジャンル アドベンチャー

レーティング iOS 12+

Android 16歳以上

プレイ人数 1人

発売元 MAGES.

コピーライト

©2009 MAGES./5pb./Nitroplus

各タイトル 商品仕様



タイトル CHAOS;HEAD NOAH

CHAOS;HEAD NOAH HD（iPad専用）

プラットフォーム iOS ※iOS 8以上

Android ※Android 2.2以上

カテゴリー ゲーム>アドベンチャー

ジャンル アドベンチャー

レーティング iOS 17+

Android 18歳以上

プレイ人数 1人

発売元 MAGES.

コピーライト

©2008 MAGES./5pb./Nitroplus/RED FLAGSHIP

タイトル STEINS;GATE 線形拘束のフェノグラム

プラットフォーム iOS ※iOS 8以上

カテゴリー ゲーム>アドベンチャー

ジャンル 妄想科学アドベンチャー

レーティング iOS 12+

プレイ人数 1人

発売元 MAGES.

著作権表記

©MAGES./5pb./Chiyo St. Inc.

©2009-2013 MAGES./5pb./Nitroplus

各タイトル 商品仕様



タイトル PSYCHO-PASS サイコパス 選択なき幸福

プラットフォーム iOS ※iOS 8以上

Android ※Android 4.1以上

カテゴリー ゲーム>アドベンチャー

ジャンル アドベンチャー

レーティング iOS 12+

Android 12歳以上

プレイ人数 1人

発売元 MAGES.

コピーライト

©サイコパス製作委員会 ©MAGES./5pb. ©フジテレビジョン

タイトル CHAOS;CHILD

プラットフォーム iOS ※iOS 9以上

※iPhone 5s、iPod touch 6、

iPad Air、iPad mini2以降必須

Android 4.4以上

カテゴリー ゲーム>アドベンチャー

ジャンル 妄想科学アドベンチャー

レーティング iOS 17+

Android 18歳以上

プレイ人数 1人

発売元 MAGES.

著作権表記

©MAGES. /5pb. /RED FLAGSHIP/Chiyo St. Inc.

©2008 5pb. /Nitroplus/RED FLAGSHIP

各タイトル 商品仕様



【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。

岡部 倫太郎(おかべ りんたろう)
CV.宮野 真守

秋葉原を舞台とした志倉千代丸企画・原作のゲーム“科学アドベン

チャーシリーズ”第2弾として2009年にリリースされた想定科学ADV

『STEINS;GATE』（シュタインズ・ゲート）の主人公。

12月14日生まれ。東京電機大学1回生。

通称オカリン。だが本人はそう呼ばれることを気に入っていない。

自らを「狂気のマッドサイエンティスト鳳凰院凶真」と名乗り、悪役っ

ぽく立ち振る舞っている中二病患者。大学合格直後、秋葉原に「未

来ガジェット研究所」というサークルを立ち上げて用途不明のガ

ジェットを発明している。

岡部倫太郎とは⁉

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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