2018年7月9日

【報道関係者各位】

PlayStation®4 / PlayStation®Vita / Nintendo Switch™用ソフト

フルアニADV『STEINS;GATE ELITE』
オープニング、エンディングテーマ 各シングル9月19日発売
TVアニメ『シュタインズ・ゲート ゼロ』サントラCDも同日発売
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、PlayStation®4 / PlayStation®Vita / Nintendo Switch™用ソフト
『STEINS;GATE ELITE』の発売前日となる9月19日（水）に、『STEINS;GATE』関連CD3タイトルの同時
リリースを決定しましたのでお知らせいたします。

2018年9月19日（水） ＣＤ3タイトル同時発売！
翌9月20日（木）ゲーム『STEINS;GATE ELITE』の連続リリース決定
同時リリースする3タイトルは、フルアニADV『STEINS;GATE ELITE』オープニングテーマとエンディ
ングテーマ、そして、TVアニメ『シュタインズ・ゲート ゼロ』オリジナルサウンドトラックです。
9月19日～20日にCD、ゲームの連続リリースと併せ、好評放送中のTVアニメ『シュタインズ・ゲート
ゼロ』もクライマックスを迎え、『STEINS;GATE』はますます盛り上がりを見せます。

©2018 MAGES./KADOKAWA/未来ガジェット研究所

OPテーマ
「COSMIC LOOPER」
いとうかなこ
作詞／作曲：志倉千代丸
編曲：久下真音

EDテーマ
「アニーの指輪」
ファンタズム（FES cv.榊原ゆい）
作詞：志倉千代丸
作曲／編曲：林 達志

TVアニメ『シュタインズ・ゲート ゼロ』
オリジナルサウンドトラック
作曲：阿保剛 、信澤宣明 、日向 萌

PS4/PS Vita/Switch『STEINS;GATE ELITE』オープニングムービー（OPテーマ 「COSMIC LOOPER」）
YouTubeにて公開中 https://youtu.be/eeU7nuJiyYc

OPテーマ「COSMIC LOOPER」いとうかなこ
「COSMIC LOOPER」 いとうかなこ
作詞／作曲：志倉千代丸 編曲：久下真音
・描き下ろしジャケット仕様
・作詞・作曲は志倉千代丸担当
・ SONOCA(DLカード封入・ゲーム絵柄）
・先着外付けメーカー特典
非売品告知用B2ポスター（ジャケット絵柄）

【収録内容】
1.COSMIC LOOPER
（『STEINS;GATE ELITE』OPテーマ）
2.カップリング（新曲）
3.COSMIC LOOPER
（ゲーム『STEINS;GATE ELITE』OPテーマ）
-off vocal4.カップリング（新曲）-off vocal-

CD品番 USSW-0122 / JAN 4562412120920
価格 1,400円（税抜）

EDテーマ「アニーの指輪」 ファンタズム（FES cv.榊原ゆい）
「アニーの指輪」ファンタズム（FES cv.榊原ゆい） 【収録内容】
1.アニーの指輪
作詞：志倉千代丸 作曲／編曲：林 達志
・『STEINS;GATE ELITE』エンディングテーマの他、
『STEINS;GATE』関連の楽曲を集めたNewシングル！
・先着外付けメーカー特典
非売品告知用B2ポスター（ジャケット絵柄）

CD品番 USSW-0083 / JAN 4562412120531
価格 1,400円（税抜）

（『STEINS;GATE ELITE』EDテーマ）
2.運命のファルファッラ
（『STEINS;GATE』EDテーマ）
3.プレギエーラの月夜に
（PSP®版『STEINS;GATE』EDテーマ）
4.刻司ル十二ノ盟約
（TVアニメ『シュタインズ・ゲート』EDテーマ）
5.アニーの指輪
（『STEINS;GATE ELITE』EDテーマ INST）

TVアニメ『シュタインズ・ゲート ゼロ』オリジナルサウンドトラック
TVアニメ『シュタインズ・ゲート ゼロ』オリジナル
サウンドトラック
作曲：阿保剛 、信澤宣明 、日向 萌
・アニメ用に書き下ろされたオリジナル・サウンドトラック
を収録！
・主題歌ショートバージョンと、挿入歌「星の奏でる歌」
デュエットバージョンを初収録！
・アニメ本編を補完する、まゆりの心情を語ったモノロ
ーグは必聴！
・2枚組

CD USSW-0118 / JAN 4562412120883
価格 3,000円（税抜）

【収録曲】
●主題歌
・いとうかなこ「ファティマ」TVサイズver.
・いとうかなこ「アマデウス」TVサイズver.
・Zwei「LastGame」TVサイズver.
・Zwei「ライア」TVサイズver.
・今井麻美「World-Line」TVサイズver.
・椎名まゆり（cv.花澤香菜）椎名かがり（cv.
潘めぐみ）「星の奏でる歌」
●モノローグ
TVアニメ『シュタインズ・ゲート ゼロ』 モノロ
ーグドラマ「催涙雨のパドル」椎名まゆり（
cv.花澤香菜）
●オリジナル・サウンドトラック

フルアニADV『STEINS;GATE ELITE 完全受注生産限定版』
締め切り間近！ 予約専売商品
受付は、2018年7月18日（水）まで
9月20日発売のゲーム『STEINS;GATE ELITE』下記3大同梱特典、及び通常版への初回封入特典が
全て手に入る「完全受注生産限定版」の予約受付締め切りが間近に迫っております。予約期間は7
月18日（水）までです。

7月18日（水）予約受付締切！

② 新作カット絵コンテ集
本作ゲーム用の新作アニメカットをTVアニメ
『シュタインズ・ゲート ゼロ』の川村賢一監督
が手掛けた絵コンテ集
（A4サイズ、80ページ以上予定）

③ 新作カット特製フィルム
① 高精細額装イラスト
キャラクターデザインのhuke氏による美麗
イラストをＡ４サイズで高精細印刷した複製
原画を額装。
※画像はすべてイメージです。

新作カットをフィルム化し、
５コマ分を特典として封入。
通常版封入特典分とは
別にもう1枚同梱！
※35mmフィルム５コマ分、
ランダム封入

初回封入特典
PlayStation®4 / PlayStation®Vita版 初回封入特典
PS4版『STEINS;GATE 線形拘束のフェノグラム HD』 DLコード
※両機種ともPS4版のダウンロードコードです。

Nintendo Switch™版 初回封入特典

ファミコレADV『シュタインズ・ゲート』 DLコード
新作カット特製フィルム
※全機種共通
※ランダム封入

タイトル
ジャンル
機種
発売日
価格
CERO
著作権表記
発売元

STEINS;GATE ELITE（シュタインズ・ゲート エリート）
フルアニADV
PlayStation®4 / PlayStation®Vita / Nintendo Switch™
2018年9月20日予定
通常版7,800円（税抜） ／ 完全受注生産限定版 18,000円（税抜）
ダウンロード版 7,000円（税抜）
CERO C （15才以上対象）
©MAGES./5pb./Chiyo St. Inc. ©2009 MAGES./5pb./Nitroplus
協力 未来ガジェット研究所
5pb.

初回封入特典
PlayStation®4 / PlayStation®Vita版 初回封入特典
・PS4版『STEINS;GATE 線形拘束のフェノグラム HD』 DLコード
・新作カット特製フィルム
Nintendo Switch™版 初回封入特典
・ファミコレADV『シュタインズ・ゲート』 DLコード
・新作カット特製フィルム
完全受注生産限定版同梱特典
・高精細額装イラスト
・新作カット絵コンテ集
・新作カット特製フィルム（初回封入特典とは別のものです）
『STEINS;GATE ELITE』ティザーサイト
http://steinsgate.jp/elite/

※“フルアニADV （ フル アニ アドベンチャー）”は、フルアニメーションアドベンチャーを省略した独自ジャンル名です。

【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

