
PlayStation®4 / Nintendo Switch™

『JUDGEMENT 7 俺達の世界わ終っている。』

公式サイト公開のお知らせ

【報道関係者各位】 2018年11月26日

俺達の「仮想」（ヴァーチャル）が「現実」 （リアル）を終わらせる。

『JUDGEMENT 7 俺達の世界わ終っている。』は、リアルな浅草を舞台に繰り広げる物語です。自分達が開

発したAR（拡張現実）技術を使ったゲームプログラムが仮想空間のみならず現実までも侵食していき、その

異常な空間で自分達が作った世界そのものを相手にどのように戦い、現実を取り戻すのかというシリアスな

物語を、超個性的なキャラクター達がコメディとギャグでテンポよく包み込みながら、約200万文字にものぼる

圧倒的なボリュームで描くアドベンチャーゲームです。

『JUDGEMENT 7 俺達の世界わ終っている。』公式サイト http://5pb.jp/games/j7/

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、株式会社レッド・エンタテインメント（代表取締役社長 大泉秀治）が開発する

PlayStation®4 / Nintendo Switch™用アドベンチャーゲーム『JUDGEMENT 7 俺達の世界わ終ってい

る。』を2019年2月28日に発売いたします。これに伴い、ゲーム公式サイトを公開したことをお知らせいた

します。

本作は、「サクラ大戦」の原案を務めた森田直樹がストーリー

原案及びディレクターを務め、キャラクターデザインをライトノ

ベル「灰と幻想のグリムガル」などを担当した白井鋭利、シナ

リオはライトノベル「住めば都のコスモス荘」などを執筆した阿

智太郎が担当。 2017年に発売したPS Vita『俺達の世界わ

終っている。』に新キャラクターや後日談となる新規シナリオ

を追加し、システム面でも遊びやすくブラッシュアップをし、

PS4® / Nintendo Switch™用に完全リマスターしたものです。

新規要素によりシナリオはPS Vita版と比べ約130%のボ

リュームとなり、人気実力を兼ね備えた声優陣の熱演・快演、

そして怪演により深く物語を楽しめます。

レッド・エンタテインメントが贈る壮大なアドベンチャー

▲ストーリーは、小気味良い会話シーン
を中心に進行していく。

▲悪魔のプログラムに蝕まれた世
界で、いかにして彼らは戦うのか？

▲キービジュアル



尾張世界

【キャラクター】 開発集団 ジャッジメント７

ゲーム開発会社「ジャッジメント７」の創設者であり、メインプログラマ。

一応、ジャッジメント７の代表ということになっているが、その変態的な性格のせいか、

メンバーからはあまり尊敬はされていない。実は凄腕のプログラマで、常人には書くこ

とのできない超変態的なプログラムを作成する。

CV.杉田智和

年齢：24歳 好きなもの：エロス全般、日本酒、競馬
特技：見ただけで女性のスリーサイズを当てる 役割：メインプログラマ

ジャッジメント７の代表にして

世界を凌辱する変人プログラマ

イルカ２号

尾張の大学時代からの友人。

企画、シナリオ、設定担当として、尾張と一緒にジャッジメント7を創設した。重度の設

定オタクで、常人には理解不能で複雑怪奇な設定を好んで作成する。仕事中に意味

不明な奇声を上げることから「奇声厨」と呼ばれることも。

CV.松岡禎丞

年齢：26歳 好きなもの：妄想、アニメ全般、チキン南蛮
特技：エアガン射撃 役割：プランナー

世界を創造する最も神に近い男

……と自称する男

早瀬アサノ

サウンドクリエーターとして、BGMの作曲、SEの作成などを担当。作曲家なのに壊滅

的に音痴だが、本人はそのことに気づいていない。PCや機材を壊す才能に恵まれて

おり、作曲用のキーボードも一部の音が出ないが気にしない大ざっぱな性格。

早瀬ユウノの姉。

CV.喜多村英梨

年齢：22歳 好きなもの： ビール、カラオケ、美少年
特技：触った機械を壊す 役割：サウンドクリエーター

触るものをすべて壊す

器用なくらいに不器用な残念女王

メインキャラクターは弱小ゲーム開発会社「ジャッジメント7」に所属する7人。それぞれ常識外れなまでに、変

態・中二・残念・混沌・幼稚・天然・平凡を突き詰めた超個性的な開発者集団です。演じる声優陣も人気・実

力を兼ね備えたメンバーが集い、ギャグからシリアスまで幅広い演技で物語を盛り上げます。

東京は浅草の一角にある弱小ゲーム開発会社「ジャッジメント７」。

変態プログラマーの異名を持つ男、尾張世界はついうっかり現実を拡張してしまう悪魔のプログラムを書きあ

げてしまった……そして、その日を境に「変化」していく現実。

ジャッジメント７が考えた設定、キャラクターやストーリーが現実となり、世界の滅亡へと向かうシナリオが爆走

を開始する。自分たちが生み出したある意味「終っている」世界に翻弄されるジャッジメント７の残念で壮絶な

戦いが、今ここに人知れず開幕する。

【ストーリー】



タチアナ・アレクサンドロヴナ・シャラポヴァ

ロシア生まれだが、幼少の頃より日本で暮らしており、普段は北海道にある中学に

通いながら、研究機関でプログラマとして活躍している。「ロシアの秘宝」とも称され

る超天才少女だが、プログラミングの能力以外は、あらゆる面で同世代の子供に劣

り、その社会性や生活能力は小学校低学年か幼稚園児レベル。

CV.花守ゆみり

年齢：13歳 好きなもの：チョコバー、ガジガジ君、乳酸飲料
特技：お昼寝 役割：サブプログラマ

プログラミング以外は

幼稚園児レベルの天才幼女

早瀬アサノの妹で現役の女子高生。

ジャッジメント7にはアルバイトとして所属しており、あらゆる業務をサポートする万能

なスーパーアシスタント。普段はのんびりとしており天然ムードが全開だが、ここ一番

での判断力、行動力、物事の本質を見る能力はメンバー内でも秀でている。

CV.佐倉綾音

年齢：16歳 好きなもの：かき氷、ラムネ、パンダグッズ
特技：料理、家事全般 役割：アシスタントアルバイター

ジャッジメント７の最終巨乳兵器と

呼ばれる万能アシスタント
早瀬ユウノ

CV.逢坂良太

年齢：18歳 好きなもの：コーラ、カレーライス、柿の種
特技：雑用全般 役割：アルバイトディレクター

モブキャラと称される無個性で無特徴で

無害なアルバイトディレクター
午前零時

結城七罪

ジャッジメント7の事務所に住み込み、会社に引きこもるというニュースタイルのデザイ

ナー。毒舌家で他人に対して厳しいが、自分にも厳しく、仕事に対しては常に真剣に

取り組む。とにかく絵を描いていれば幸せで、ジャッジメント7の開発するゲームのキャ

ラクター、美術、UI、ロゴなどあらゆるグラフィックを担当する。

CV.大西沙織

年齢：19歳 好きなもの：孤独、紅茶、おはぎ
特技：イラストを描く 役割：イラストレーター

何者も寄せ付けない闇のバリアを纏った

孤高の絵師

本名は御前令二（みさきれいじ）だが、尾張によって午前零時と命名されたゲームデ

ザイナー志望の大学生。普段は大学に通いながらアルバイトとしてゲーム開発に参

加している。いたって普通で常識的で社会的な行動ができるという、ジャッジメント7で

は特別な存在。



エロリィ・ニューニュー

【キャラクター】仮想世界に生み出されたゲームキャラクター

尾張世界によって設定を作られ、結城七罪によってデザインされた120cm、Iカップの

巨乳を誇る女性NPC（ノンプレイヤーキャラクター）。ジャッジメント7の3作目「シンクロ

ダイヴ」に登場するが、作風に合わないため出番は少ない。男性陣や、生みの親で

あるメンバーには媚びているが、貧乳のアサノにはとことん厳しい。

CV.井上喜久子

年齢：17歳 好きなもの：太い物、逞しい物、棒状の物、バナナ
特技：むにゅむにゅなど胸を使う技 役割：勇者を勝利に導くNPC

変態によって生み出された

エロスの化身ともいうべき色ボケNPC

ジャッジメント7の2作目「ジグザグドールズ」に登場した悪魔の人形。

人間を欲望の赴くままに堕落させるため3つの願いを叶え、その望みの大きさによっ

て体の部位を奪う「ジグザグの刑」を執行する。ただし、細かい設定を生みの親の

ジャッジメント7が覚えていないほど存在感が薄い。

年齢：10013歳 好きなもの：沈黙、傍観、ジグザグの刑
特技：早寝早起き、願い事を叶える 役割：人間を堕落に導くNPC

新世界体験中のジャッジメント７が浅草の街で出会った謎の少女。

記憶を失っており、自分の名前も覚えていないことから「少女A」と名付けられ、

ジャッジメント7と一緒に行動することになる。

正体不明の黒服たちに追われており、新世界と深く関わっているようだが……。

年齢:不明 好きなもの:おしゃべり、ジャッジメント7
特技:料理、お掃除など家事全般 役割:不明

ニコル・ショーター
CV.日髙のり子

制作者にも存在を忘れられた

無口で存在感の薄い悪魔の人形

ジャッジメント7の5作目「楽園ぽろろっか」に登場した着ぐるみのマスコットキャラク

ター。キャラクターの原案はタチアナが考えた「可愛くて優しくて、ちょっとマヌケなク

マさん」であったが、七罪の嗜好によって全身にマシンガンやロケットパンチ、レール

ガンなどを装備した、着ぐるみ型の究極殺人マシーンと化している。

年齢：設定なし 好きなもの：ちびっ子、可愛い女の子、死刑
特技：殺戮 役割：良い子のお友達NPC

ジャンクマ
CV.小桜エツコ

全身を完全武装した360度死角なしの

究極の殺人マシーン

少女Ａ
CV.黒沢ともよ

新世界を彷徨う名前も記憶も失った

謎の少女

【キャラクター】謎の少女



くらげ３号

【キャラクター】完全リマスター版に登場する新キャラクター

イルカ２号の実の妹で、本名は海野くらら。

兄の事を崇拝し、その真似をして奇声を上げたりもするが、明らかに無理をしている

様で、時々、素の女の子らしさが出てしまうなど、自分の中でのキャラクター性が定

まっておらず隙だらけ。

兄の生き様に憧れ中学生デビューを果たしているが、その真の姿は同級生にも秘密。

CV.武石あゆ実

年齢:14歳 好きなもの:イルカ2号の世界観、ライトノベル、お勉強
特技:お手伝い全般 役割:イルカ2号の妹（信者）

イルカ2号に心酔しその生きざまを模倣する

リアル中二病中学生

零時と同じ東湘大学に通う女子大生。

零時の事を恋人だと思い込んでおり、行く先々に現れ恋人気取りのストーカー少女。

零時の事をれーくんと呼び、彼と同じ格好をさせた手作りのヌイグルミをいつも胸に

抱えており、その行動は予測不能で神出鬼没。

本人には自覚はないがかなりのドジ属性。

年齢:18歳 好きなもの:午前零時、御前令二、れーくん
特技:ブログの執筆 役割:午前零時のストーカー

美森まもり
CV.明坂聡美

自称、午前零時の恋人であり

思い込んだら猪突猛進の勘違い妄想少女

【キャスト一覧】
尾張世界 CV.杉田智和
イルカ2号 CV.松岡禎丞
早瀬アサノ CV.喜多村英梨
結城七罪 CV.大西沙織
タチアナ CV.花守ゆみり
早瀬ユウノ CV.佐倉綾音
午前零時 CV.逢坂良太
エロリィ・ニューニュー CV.井上喜久子
ニコル・ショーター CV.日髙のり子
ジャンクマ CV.小桜エツコ
少女Ａ CV.黒沢ともよ
くらげ３号 CV.武石あゆ実
美森まもり CV.明坂聡美

※掲載用素材は各キャラクターの全身画像となります。



【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。

商品情報

■タイトル JUDGEMENT 7 俺達の世界わ終っている。

読み：ジャッジメントセブンおれたちのせかいわおわっている

※メインタイトル部分は、基本大文字表記。

カナ表記が必要な場合「ジャッジメント・セブン」

■機種 PlayStation®4 / Nintendo Switch™
※Nintendo Switch™版はDLのみ

■ジャンル 新世界ADV
■発売日 2019年2月28日（木）予定

■価格 通常版7,800円（税抜）/8,424円（税込）※PS4版のみ

ダウンロード版 7,000円（税抜）/7,560円（税込）

■CERO 審査予定

■開発 レッド・エンタテインメント

■発売 5pb.（MAGES.）
■公式サイト http://5pb./games/j7
■コピーライト ©RED

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 森田 E-mail:morita_yasuji@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

http://steinsgate.jp/elite
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