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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）は、

2018年4月30日に中野サンプラザで開催する「科学アドベンチャーライブ2018 -SINGULARITY- 」に関

する続報を公式ウェブサイトにて公開したことをお知らせいたします。

2018年4月30日（月祝） 中野サンプラザ

「科学アドベンチャーライブ2018 -SINGULARITY-」

続報公開のお知らせ

科学アドベンチャーライブ公式サイト http://chiyomaru-studio.com/

出演者、ゲスト作品、関連イベント、グッズ情報公開

◆超人気コスプレイヤーえなこが、
科学アドベンチャー公式コスプレイヤー就任！
ステージ出演、及び当日限定の撮影会開催！

第一部シナリオ編（当日10:30～11:30） 、第二部デザイン編（当日14:30～15:30）の二部構成で、

開発スタッフによる科学アドベンチャーの作り方講座を開設！

◆科学アドベンチャー制作陣によるワークショップを開催！
《科学アドベンチャーの作り方、教えます》

◆科学アドベンチャーライブに
ゲストタイトルの参加が決定！

◆グッズ情報公開
当ライブならではの科学アドベンチャー公式ブック、橋田ファミリードラマCD、“科学ADV×えなこ”
ブロマイド、ワークショップ参加チケット（グッズ付）、そして、Tシャツ、タオル、ペンライト等々、定
番のライブグッズも充実！本日3/22（木）より、MAGES. Online Shopにて事前通販の受付を開始。

SINGULARITY meets 「メモリーズオフ」

SINGULARITY meets TVアニメ「ゆるキャン△」
©MAGES./5pb./GloriaWorks

©あｆろ・芳文社／野外活動サークル
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人気コスプレイヤーえなこが参加！

ゲスト作品決定！

シリーズ最終作を迎えたゲーム『メモリーズオフ』、大人気のTVアニメ
『ゆるキャン△』が、ゲスト作品として参加！

科学アドベンチャー公式コスプレイヤー就任！
アーティストとしてステージ出演と、

当日限定の撮影会開催が決定！
超人気コスプレイヤーのえなこが、科学アドベンチャーシリーズ公式

コスプレイヤーに就任！

アーティストしてステージ出演が決定。

そして、開演前には「牧瀬紅莉栖」「阿万音鈴羽」（STEINS;GATE）、

「愛咲もも」（ANONYMOUS;CODE）に扮し撮影会を開催！

【参加方法】 当日会場物販にて3,000円以上お買い上げのご希望の

方に、先着で会場外の特設会場にて開催する「えなこコスプレ撮影

会」の参加チケットをプレゼントします。なお、 MAGES. Online Shopの
事前物販には参加チケットが付かないのでご注意ください。撮影会の

時間等詳細は、後日、科学アドベンチャー公式サイトにて告知いたし

ます。

SINGULARITY meets TVアニメ「ゆるキャン△」

参加アーティスト：亜咲花、佐々木恵梨

SINGULARITY meets 「メモリーズオフ」

参加アーティスト：彩音

TVアニメ『ゆるキャン△』からは、オープニン
グテーマとエンディングテーマ、それぞれを歌
唱している亜咲花と佐々木恵梨が参加！
中野サンプラザが、このひとときはキャンプ
場に!?

1999年に第１作目が発売され、この3月29日
に最終作が発売となる恋愛アドベンチャーゲ
ーム『メモリーズオフ』シリーズ。シリーズで多
くの楽曲を担当した彩音が万感の思いを込
めて歌声を届けます。

TVアニメ『ゆるキャン△』公式サイト http://yurucamp.jp/

メモリーズオフ公式サイト http://memoriesoff.jp/

左：最新作「メモリーズオフ –Innocent Fille-」 ©MAGES./5pb./GloriaWorks
右：ＴＶアニメ「ゆるキャン△」 ©あｆろ・芳文社／野外活動サークル

※画像下部の著作権表記が掲載時に隠れる場合は、別途上記の著作権
表記をご記載ください。



科学アドベンチャーワークショップ開催！

≪科学アドベンチャーの作り方、教えます≫
ゲーム作りの最前線に立ち、10年以上科学アドベンチャーを支えてきた製作スタッフがお届けする“
科学アドベンチャーの作り方”をワークショップにて解説。
2037年の中野が舞台の新作『ANONYMOUS;CODE』を題材として、“99%の科学と1%のファンタジー”
を生み出すためのネタ出しからゲーム実装までの流れを【シナリオ編】と【デザイン編】の二部構成
で講義いたします。

＜第一部 10時30分～11時30分（※10時00分より入場開始）＞
科学アドベンチャーワークショップ
『ANONYMOUS;CODE』でひもとく2037年のナカノ／シナリオ編
講師：松原達也（科学ADV総合プロデューサー）、林直孝（シナリオライター）

＜第二部 14時30分～15時30分（※14時00分より入場開始）＞
科学アドベンチャーワークショップ
『ANONYMOUS;CODE』でひもとく2037年のナカノ／デザイン編
講師：松原達也（科学ADV総合プロデューサー）、北原史尋（アートディレクター）

開催場所：中野サンプラザ 研修室
グッズ付ワークショップ参加チケット：3,000円（税込）
※チケットは、Yahoo JAPANのサービスPassMarketにて販売いたします。

【注意事項】
※本イベントはYahoo JAPANのサービスPassMarketを使用いたします。
※申込みにはYahooアドレスへの登録（無料）が必要となります。予めご了承ください。
※当日、入場の受付にはスマートフォンが必要となります。
※申し込み後のお名前変更・参加者変更、及び、参加権利を他人に譲渡することはできません。
※チケット購入後のキャンセルはできません。
※参加講座を間違われた場合の交換対応及びキャンセルはお受けいたしかねます。
※当日の状況により、講座の時間が前後する場合がこざいます。

※イベント中はスタッフの指示に必ず従ってください。スタッフの指示に応じていただけない方のご入場はお断り
する場合がございます。場合によっては、講座を中止する可能性もございます。

※本ベントが天変地異などの理由により中止になった場合、チケット料金の返金は一切できかねますので、予
めご了承ください。

※本イベントの中止・遅延に伴う、開場までの旅費等（キャンセル料含）の保証は一切いたしませんので、ご了
承ください。
※本講座の映像・写真が公開される場合がありますので、あらかじめご理解の上、ご来場ください。

※営利目的（チケット代・送料等の実費よりも多い金額を請求するもの）で転売・譲渡するなどの行為（ネットオ
ークション等）は固くお断りいたします。またそれらのチケットでのご入場はお断りさせていただきます。
※講師・内容等は、予告なく変更となる場合がございます。

【参加記念グッズ】
・ブック型バインダー
・ラボメン認定証入れネックホルダー
・特製ボールペン
※本イベント限定のワークショップ参加セットです。
※グッズは当日会場にて手渡しいたします。



グッズ情報 １

えなこ×科学ADV ブロマイドセット
<愛咲もも>
イベント価格 600円

ANONYMOUS;CODE 登場キャラクター"愛咲も
も"に扮した『えなこ』の撮り下ろし３枚セット！
サイズ：L版
３枚セット

NOW
PRINTING

科学アドベンチャーライブ公式ブック
『Science Adventure "PREMIUM FILE" Ep.1 meets えなこ』
イベント価格 2,500円
（A４サイズ、全24p）
・コスプレイヤーえなこが描き下ろしイラストとともに魅せる牧瀬紅莉栖、
阿万音鈴羽（STEINS;GATE）、愛咲もも（ANONYMOUS;CODE）のフォトを
満載

・「STEINS;GATE」huke氏、「ANONYMOUS;CODE」中田春彌氏による描き下
ろしイラスト

・志倉千代丸×いとうかなこ×Zweiの科学ADV音楽対談
・新作！科学ADV公式4コママンガのライブ特別ver.を掲載

えなこ×科学ADV ブロマイドセット
<阿万音鈴羽>
イベント価格 600円

STEINS;GATE 登場キャラクター"阿万音鈴羽"
に扮した『えなこ』の撮り下ろし３枚セット！
サイズ：L版
３枚セット

えなこ×科学ADV ブロマイドセット
<牧瀬紅莉栖>
イベント価格 600円

STEINS;GATE 登場キャラクター“牧瀬紅莉栖”
に扮した『えなこ』の撮り下ろし３枚セット！
サイズ：L版
３枚セット



グッズ情報 ２

科学アドベンチャーライブ2018 Tシャツ
イベント価格 3,500円
サイズ M、L、XL

科学アドベンチャーライブ2018
マフラータオル
イベント価格 2,000円
サイズ：21×110cm

科学アドベンチャーライブ2018
ペンライト
イベント価格 2,500円
（ボタン電池式、24色発光）



グッズ情報 ３

鈴羽生誕記念ドラマCD第二弾
『悠久無限のハシダコンチェルト』
イベント価格 2,500円

冬のコミケで大好評だった鈴羽生誕記念ドラマCDの第二弾が登場！

鈴羽７歳。千歳飴を発端とした重大なトラブルが橋田ファミリーに崩
壊の危機をもたらす！果たしてダルは家長として、家族の絆を守り
通せるのか！？
出演
橋田至：CV.関智一
橋田由季、橋田鈴羽（小学生）：CV.田村ゆかり

◆グッズ購入特典
ラボメン認定証第三弾 岡部ver. / ダルver.
3,000円以上のお買い上げ毎に「ラボメン認定証第三弾 岡部ver.」または「ダルver.
」のいずれかをランダムで1枚プレゼント！
※内容は選べません。
※ラボメン認定証は、オンライン事前物販、当日の会場物販、いずれにも付きます。
※無くなり次第終了となります。

本日3/22から、MAGES. Online Shopにて事前物販の受付を開始しました。
※ 「えなこコスプレ撮影会」参加チケットは、この事前物販では付きませんので、予め
ご注意下さい。

【MAGES. Online shop】
http://www.chara-ani.com/pickup.aspx?p=magesshop

オンライン事前通販

※画像はすべてイメージです。
※本書に記載している価格は、イベント会場限定価格です。事前通販とは異なりますのでご注意ください。

※なお、当日会場での開場前物販は、午前9:30開始を予定しています。時間は変更となる場合がございます。
最新情報は、科学アドベンチャーライブ公式サイトや科学アドベンチャー公式ツイッターにてご確認ください。



出演アーティスト

開催概要・チケット情報

※出演者・内容等は、予告なく変更となる場合がございます。

「科学アドベンチャーライブ2018 - SINGURALITY-」 （読み：シンギュラリティ）

2018年4月30日（月祝）
場所：中野サンプラザ
開場 16:00／開演 17:00（予定）
主催：MAGES.
後援：TOKYO MX
制作協力：ポニーキャニオン
お問い合わせソーゴー東京 03-3405-9999

2018年3月25日（日）23:59まで、チケットぴあプレリザーブ２次先行受付中。

【出演】
※上段左から

亜咲花
彩音
いとうかなこ
今井麻美
佐々木恵梨
純情のアフィリア
鈴木このみ
Zwei
ファンタズム（FES cv.榊原ゆい）
えなこ

科学アドベンチャー公式サイト http://chiyomaru-studio.com/
科学アドベンチャー公式ツイッター
アカウント @kagakuadv
URL https://twitter.com/kagakuadv



【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 

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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