
10月25日（日）配信
STEINS;GATE10周年記念特別番組での

告知情報のお知らせ

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：本荘健吾）は、2020
年10月25日（日）19時より配信したSTEINS;GATE10周年記念特別番組「“円環の蛇”作戦（オペレーション・

ミドガルズオルム）～0から１へ、そしてその先へ」にて告知しましたキャンペーンや新規グッズなどの告知

情報をお知らせいたします。

【１】アニメもコミックも！ 過去最大規模の無料公開キャンペーン開催！

｢STEINS;GATE」テレビアニメ、劇場アニメ、コミカライズ作品を期間限定で無料公開しています。

【２】MAGES. オータムセール／モバイルアプリセール開催中！

『STEINS;GATE』関連作品が対象となっているNintendo SwitchとiOS/Androidアプリがセール情報を告知

しました。

※Nintendo Switch™のセールは、本日（10/26）終了です。

【３】『STEINS;GATE』＆『ANONYMOUS;CODE』新作グッズ情報、開催！

STEINS;GATE10周年記念として展開されている『STEINS;GATE』オリジナルグッズと『

ANONYMOUS;CODE』のオリジナルグッズを紹介いたしました。

STEINS;GATE10周年記念特別番組

「“円環の蛇”作戦（オペレーション・ミドガルズオルム）～0から１へ、そしてその先へ」

告知情報

【報道関係者各位】 2020年10月26日

【STEINS;GATE10周年記念特別番組

「“円環の蛇”作戦（オペレーション・ミドガルズオルム）～0か

ら１へ、そしてその先へ」】

左から

科学アドベンチャーシリーズプロデューサー

松原達也

山本彩乃（『ANONYMOUS;CODE』 倉科小鹿役）

夏川椎菜（『ANONYMOUS;CODE』 愛咲もも役）

宮野真守（『STEINS;GATE』 岡部倫太郎役）

関智一（『STEINS;GATE』 橋田至役）

今井麻美（『STEINS;GATE』 牧瀬紅莉栖役）

科学アドベンチャーシリーズ 企画・原作 志倉千代丸



アニメもコミックも！ 過去最大規模の無料公開キャンペーン開催！

STEINS;GATE 10周年プロジェクト No.008 として、

｢STEINS;GATE」のアニメ、コミックを期間限定で無料公開！

【アニメ】

10月31日（土） 12:30～24:00
「シュタインズ・ゲート」全24話

「劇場版 STEINS;GATE 負荷領域のデジャヴ」

11月3日（火・祝） 12:30～22:30
「シュタインズ・ゲート ゼロ」全23話

【コミック】

10月25日（日） ～11月30日（月）23:59
「STEINS;GATE 亡環のリベリオン」

「STEINS;GATE 比翼恋理のスイーツはにー」ほか

詳しくは、「STEINS;GATE」10周年特設サイトをご覧ください。

「STEINS;GATE」10周年特設サイト ［Project No.008］
http://steinsgate.jp/10th/project8/



MAGES. オータムセール／モバイルアプリセール開催中！

Nintendo Switch™とiOS/Androidアプリがセール中！

「STEINS;GATE ELITE」「ROBOTICS;NOTES DaSH」ほか、科学アドベンチャーシリーズ作品もお得に遊べるチ

ャンスです！

詳細はMAGES.GAMEダウンロードゲームカタログをご覧ください。

MAGES. ダウンロードゲームカタログ
http://5pb.jp/games/dl/

【Nintendo Switch™版】 ※10月26日（月）終了

『STEINS;GATE ELITE』 7,700円 → 3,850円【50%OFF】

『STEINS;GATE ダイバージェンシズ アソート』 8,580円 → 4,290円【50%OFF】

『ROBOTICS;NOTES ELITE』 6,600円 → 3,300円【50%OFF】

『ROBOTICS;NOTES DaSH』 7,700円 → 3,850円【50%OFF】

他、MAGES.のゲーム全9タイトルが対象。

【iOS/Androidアプリ】 ※11月1日（日）まで

『STEINS;GATE ELITE』 3,800円 → 2,580円【32%OFF】

『STEINS;GATE』 2,940円 → 980円【66%OFF】

『STEINS;GATE 比翼恋理のだーりん』 2,440円 → 610円【75%OFF】

『STEINS;GATE 線形拘束のフェノグラム』 1,960円 → 490円【75%OFF】

他、タイトルによりHD版や簡体字・繁体字・韓国語・英語版有り。

【Androidアプリ】 ※11月1日（日）まで！

『STEINS;GATE』 (全章購入) 2,940円 → 980円【66%OFF】



MODEL FG204 2nd EDITION ver.10.25.2020

10年の時を経て、あの商品が"再構築"されて蘇る！

2010年12月のコミックマーケットで数量限定生産品と

して販売された希少な「FG204 METALLIC EDITION 
Ver.1.01」が、最新技術によって新たに型から作り直

し、より高精度な商品として生まれかわった！

11月30日までの期間限定で、完全受注生産にて販

売します。お見逃しなく！

15,000円（税抜） ／ 16,500円（税込）

発表会では、ゲストを迎え新情報が明かされた『

ANONYMOUS;CODE』のB2サイズタペストリーが新たに登場

！

サイズ：B2程度（W515mm×H728）

▲ver.10.25.2020では細部がより精密に再現されている。

『ANONYMOUS;CODE』B2タペストリー

サイズ：全高約75mm
素材：合金

【受注締切】
11/30（月） 23:59

【発売】
2021年1月頃

【限数】
お一人様3個まで

3,000円（税抜） ／ 3,300円（税込）

『STEINS;GATE』＆『ANONYMOUS;CODE』新作グッズ、

発表会終了後に販売開始！

『STEINS;GATE』と『ANONYMOUS;CODE』のオリジナルグッズの販売を、MAGES.onlineshopにて開始！

また、この他にも『STEINS;GATE』のライセンスグッズが続々登場！

グッズ一覧は科学アドベンチャーシリーズポータルサイトにて公開中です。

URL https://www.chara-ani.com/details.aspx?prdid=B20A12242

URL https://www.chara-ani.com/details.aspx?prdid=B20A12241



STEINS;GATE10周年記念 INDORコラボアパレルグッズ
「STEINS;GATE」の10周年を記念して、秋葉原のモノヅクリメーカー【INDOR】のコラボアパレ

ルを発売します。

6,800円（税抜）/ 7,480円（税込）

【受注期間】
10/23（金） 18:00～11/8（日） 23:59

ライセンス商品

STEINS;GATE 選択されたパーカー

背中に“運命の歯車”がデザインされた黒いパーカー。

腕部には「フューチャーガジェットラボ」と書かれています。

STEINS;GATE スウェット メタルうーぱ

6,800円（税抜）/ 7,480円（税込）

“メタルうーぱ”がカワイクオシャレなスウェットです。

STEINS;GATE ウィンドブレーカー

16,000円（税抜）/ 17,600円（税込）

STEINS;GATEの世界観をモチーフにしたウィンドブレー

カーです。

STEINS;GATE タイムリープマシンパーカー

“タイムリープマシン”のデザインのグレーのパーカー。

6,800円（税抜）/ 7,480円（税込）

STEINS;GATE ドラムバック

うーぱを散りばめたドラムバックです。

5,500円（税抜）/ 6,050円（税込）

STEINS;GATE10周年記念 INDORコラボアパレルグッズ

https://akibaunyu.com/collections/steins-gate



WAVEより「牧瀬紅莉栖」1/7スケールフィギュア発売！

ライセンス商品

牧瀬 紅莉栖【白衣style】

『STEINS;GATE』ヒロインの「牧瀬 紅莉栖」を狂気

のマッドサイエンティスト「鳳凰院 凶真」の「厨二

病」的なポーズにて立体化。

詳しくは、WAVE 牧瀬 紅莉栖【白衣style】 商品

ページをご覧ください。

※画像は監修中のもので、実際の製
品とは異なる場合があります。©MAGES./Nitroplus

エイチエムエー“ボッチくん”に『STEINS;GATE』登場！

シュタインズ・ゲート ボッチくんシリーズ

ラバーマスコット（全8種）

ちょっと寂しそうだけど放っておけない「ボッチくんシリーズ」。セブンネット限定で「シュタイン

ズ・ゲート」のお馴染みのキャラクターで新登場！ 全8種セットのご購入で特典缶バッジが

付いてきます。セブンネットエイチエムエーオンラインショップにて予約スタートです。

780円（税抜） / 858円（税込）
※8種セット 6,240円（税抜） / 6,864円（税込）
特典缶バッジ付き

本体価格 14,900円（税抜）/ 16,390円（税込）

シュタインズ・ゲート ボッチくんシリーズ

アクリルスタンド（全8種）

800円（税抜） / 880円（税込）
※8種セット 6,400円（税抜） / 7,040円（税込）
特典缶バッジ付き缶バッジ付き

URL https://www.hobby-wave.com/products/dt158/

URL https://7net.omni7.jp/search/?keyword=steinsgate_acrylic&searchKeywordFlg=1

URL https://7net.omni7.jp/search/?keyword=steinsgate_rubber&searchKeywordFlg=1



マイムコーポレーションより、秋葉原メイド喫茶 「カフェ メ
イリッシュ」店舗にて販売するオリジナルグッズ！

1,800円（税抜）/ 1,980円（税込）

ライセンス商品

STEINS;GATE パケッタオル

表面と裏面の生地を重ね合わせると、マジックテープで止め

たようにくっつきます。

STEINS;GATE 長方形缶マグネット（全4種）

各600円（税抜）/ 各660円（税込）

冷蔵庫など金属に貼り付けて飾る缶マグネット。

STEINS;GATE ドレスステッカー

400円（税抜）/ 440円（税込）

ICカード等の上から貼り付けて、専用のカードに早替り。

STEINS;GATE スマホスタンド

スマートフォン用スタンド。

イラストを型抜きしており、飾っても良し！

本体 85mm × 131mm
台座 65mm ×72mm
※画像は本体部分デザインイメージ、及び、台座と

組み立てたイメージです。

※商品には台座が付属しています。

1,200円（税抜）/ 1,320円（税込）

秋葉原 メイド喫茶 「カフェ メイリッシュ」店舗にて販売

https://www.mailish.jp/



NEW ERA とのコラボキャップ登場！

ライセンス商品

STEINS;GATE × NEW ERA コラボキャップ(9FIFTY)

フロントパネルに大きくロゴをレイアウトしたデザイ

ンのキャップ。またツバ裏には作品をモチーフにし

たオリジナル生地を使用。

5,000円（税抜）/ 5,500円（税込）

URL https://7net.omni7.jp/general/004113/201025steinsgate10th

2019年10月15日 10周年を迎えた「STEINS;GATE」と、

人気ヘッドウェア＆アパレルブランド「NEW ERA」とのコラボレーションが決定！

セブンネットショッピングにて独占販売！

■サイズ：フリー （アジャスタブル仕様）

■基本仕様:9FIFTY
（[59FIFTY]と同様のフォルムながら、アジャスタブル仕様となっており、サイズ調整が可能な

モデル。ストリートファッションにフィットする、よりカジュアルなスタイルです。）

■カラー：ブラック

■刺繍カラ―：ホワイト

■素材:コットン100%

【ニューエラ】

1920年にエルハルド・クックがアメリカ・ニューヨーク州バッファローで創業。

MLB（メジャーリーグ・ベースボール）唯一の公式選手キャップサプライヤーであり、

ストリートファッションのマストアイテムとして男女共に大流行中のヘッドウェア＆アパレル

ブランド。



STEINS;GATEモバガチャ第一弾発売決定！

ライセンス商品

モバガチャオフィシャルサイト

https://mobagacha.com/

STEINS;GATE10周年を記念し、『モバガチャ』オフィシャルサイトにてオンラインガチャのリリ
ースが決定！（10月26日10時リリース）

商品ラインナップ（全37種）にはノーマルの他、レア、スーパーレア商材をご用意！
どれも『モバガチャ』以外では手に入らない限定グッズです！！
詳しくはモバガチャオフィシャルサイトをご覧ください。
※発売日(10月26日10時)までは『STEINS;GATEガチャ』ページは表示されません
※購入にはモバガチャオフィシャルサイトへの会員登録（無料）が必要です

1play 500円（税込）



コスパよりＴシャツ4種＆メッセンジャーバッグが登場！
ゲーム『STEINS;GATE』10周年を記念して、コスパより「FG204 2nd EDITION」「バイト戦士」「鈴

羽の手紙」「鳳凰院凶真」のTシャツ４種と「未来ガジェット研究所」のメッセンジャーバッグが

登場！“シュタゲ”ファンなら納得のデザインをチェックしよう！

コスパオフィシャルショップほか、全国のアニメショップ、ホビーショップにてお取り扱い中

詳細は、コスパ公式ＨＰをご覧ください。

2,900円（税抜）/ 3,190円（税込）

ライセンス商品

FG204 2nd EDITION Ver2.31 Tシャツ

『FG204 2nd EDITION Ver2.31』の手書き風Tシャツ。
タイムマシーンは実在する！
サイズ：S/M/L/XL カラー：HEATHER BLACK
発売日：2020年12月下旬予定

バイト戦士 Tシャツ

阿万音鈴羽（バイト戦士）をイメージした仕事を頑張れちゃいそうな一枚。
サイズ：S/M/L/XL カラー：MOSS
発売日：2020年12月下旬予定

鈴羽の手紙 Tシャツ

失敗した失敗した失敗したあたしは失敗した失敗
サイズ：S/M/L/XL カラー：VANILLA WHITE
発売日：2020年12月下旬予定

2,900円（税抜）/ 3,190円（税込）

2,900円（税抜）/ 3,190円（税込）

鳳凰院凶真 Tシャツ

狂気のマッドサイエンティスト！鳳凰院凶真のTシャツだッ！！！
サイズ：S/M/L/XL カラー：BLACK
発売日：2020年12月下旬予定

2,900円（税抜）/ 3,190円（税込）

コスパ公式ＨＰ https://cospa.co.jp/itemlist/id/00797/mode/series

未来ガジェット研究所 メッセンジャーバッグ

未来ガジェット研究所をイメージした耐久性の高いメッセンジャーバッグ！
・大容量で耐久性の高い生地を使用。
・イベントや通勤通学、普段使いにもおすすめです。
サイズ：縦27×横48×マチ16cm 素材：ポリエステル 耐荷重：5.0kg カラー：BLACK
発売日：2020年12月下旬予定

4,200円（税抜）/ 4,620円（税込）



「MAGES. 事業戦略発表会」概要

第1部 「MAGES.事業戦略発表会」本編
配信URL

・YouTube Live https://youtu.be/cxf4i6XhEKY

・ニコ生 https://live.nicovideo.jp/watch/lv328460896

・Periscope Twitterアカウント

株式会社MAGES. @PR_MAGES https://twitter.com/PR_MAGES

出演：志倉千代丸

ゲスト：西川貴教、宮野真守、関智一、今井麻美、夏川椎菜、山本彩乃

第2部 STEINS;GATE10周年記念特別番組
「“円環の蛇”作戦（オペレーション・ミドガルズオルム）～0から１へ、そしてその先へ」

出演：志倉千代丸、松原達也

ゲスト：宮野真守、関智一、今井麻美、夏川椎菜、山本彩乃

MC：柳原哲也（アメリカザリガニ）

配信URL（※アーカイブは、後日改めて公開予定）

【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：本荘健吾

設立 2006年7月

URL http://mages.co.jp 

『STEINS;GATE』 ©MAGES./Nitroplus
※『STEINS;GATE』各グッズも同様

『ANONYMOUS;CODE』 ⒸMAGES./Chiyo St. Inc.
※『ANONYMOUS;CODE』BSタペストリーも同様

コピーライト表記

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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