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コミックマーケット 94「5pb.」ブース出展情報公開のお知らせ
『STEINS;GATE 0』huke 氏イラストによるタペストリーや
鈴羽（CV.田村ゆかり）出演の橋田家新作ドラマCD、
『CHAOS;HEAD』10 周年記念セット、
『メモオフ』グッズ、
科学ADV 公式コスプレイヤーえなこのコラボグッズを販売！
一部商品の事前通販開始！
株式会社 MAGES.(本社: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 8 月 10 日(金)～8 月 12 日(日)に東京ビッグサイトで開催となる「コミッ
クマーケット 94（通称：C94）」の企業ブースへ、当社のゲームブランド「5pb.」のブース
を出展することを発表しました。
TV アニメも好評放映中の科学アドベンチャーシリーズ『STEINS;GATE 0』原作グッズは
もちろん、今年で 10 周年を迎える科学アドベンチャーシリーズ第 1 弾作品『CHAOS;HEAD』
や最終作を迎えた『メモリーズオフ -Innocent Fille-』、更に科学アドベンチャー公式コス
プレイヤーえなこのコラボグッズも販売します！また、会場にお越しになれない方のために、
一部商品の事前通販も開始しました。
コミックマーケット 94「5pb.」ブース詳細
【出展概要】
出展名 ：5pb.
ブース ：東京ビッグサイト 東 7 ホール No.7422
開催日時：2018 年 8 月 10 日(金)～8 月 12 日(日)
10：00～17：00（最終日のみ 16：00 まで）
【商品詳細】※全てイベント価格（税込）
■【STEINS;GATE 0】 わたしがいない世界線セット
価格：7,000 円 ★事前通販対象商品★
≪セット内容≫
□B2 タペストリー

ゲーム誌の表紙を飾った huke 氏描きおろしイラストを B2 サイズのタペストリー
として復刻！それぞれの思惑が交差する中、岡部は何を想う…。

『STEINS;GATE 0』の世界観をダイナミックに描いた１枚！
イラスト初出：週刊ファミ通 2015 年 12 月 24 日号

□T シャツ(L サイズ)
今年のテーマは『STEINS;GATE 0』の牧瀬紅莉栖や比屋定真帆が在籍
する「ヴィクトル・コンドリア大学」をフィーチャー！
これであなたも脳科学研究所の一員になれるっ…かも？
※L サイズのみのご用意となります。予めご了承ください。
サイズ：着丈 73cm 身幅 55cm 肩幅 50cm 袖丈 22cm
□牧瀬紅莉栖＆比屋定真帆アクリルフィギュアスタンド
『STEINS;GATE 0』より、劇中のイラストを使用した牧瀬紅莉栖と比屋
定真帆のアクリルフィギュアスタンドが登場！

■[STEINS;GATE 0]
鈴羽生誕記念ドラマ CD 第三弾『九夏三伏のハシダコミマ』
価格：3,000 円 ★事前通販対象商品★
ダル「大変！ 大変なんだあああ！！ 鈴羽が……鈴羽がっ、反抗期だ
おぉぉーーーーーっ!!」
鈴羽、12 歳―。ついに反抗期到来？
ダルに訪れる最大のピンチ、どうなる橋田家！
鈴羽生誕イヤーを記念したドラマ CD 第三弾が早くも C94 で発売決定！
試聴も後日 YouTube で公開予定です。続報をお待ちください！
＜CAST＞
橋田至役：関 智一／橋田由季役：田村ゆかり／橋田鈴羽役：田村ゆか
り
■[CHAOS;HEAD]『CHAOS;HEAD』 10 周年記念セット
価格：5,000 円 ★事前通販対象商品★
≪セット内容≫
⊡"ささきむつみ氏描きおろし"B2 タペストリー
科学アドベンチャーシリーズ第 1 弾となった『CHAOS;HEAD』発売か
ら 10 周年を記念して奇蹟のコラボレーションが実現！
ささきむつみ氏描きおろし！『CHAOS;HEAD』
『CHAOS;HEAD NOAH』
の咲畑梨深と続編『CHAOS;CHILD』の尾上世莉架。妄想科学 ADV のヒロインがはじける
水着姿で夢の共演！
こ…このタペストリーは妄想ではない！
⊡FES NOTE
表紙は松尾ゆきひろ氏描きおろしイラストを使用！
中には超秘蔵イラストや、なんと“FES”様からの 10 周年お祝いコメントも収録！
終末予言。滅びの詩。邪心王グラジオールが再び復活する――。
■[メモリーズオフ -Innocent Fille-]
メモリーズオフ -Innocent Fille- アクリルキーホルダーセット
価格：3,000 円
メモオフシリーズ最終作。「メモリーズオフ -Innocent Fille-」よりミニ
キャラアクリルキーホルダーセットが登場！
(嘉神川ノエル、三城柚莉、三城琴莉、志摩寿奈桜、楠瀬 累、日紫喜 瑞
羽)
■[えなこ meets 科学アドベンチャー]
えなこ meets 科学アドベンチャー 直筆サイン入り BIG タペストリー Type_A
価格：10,000 円 ※100 点限定
えなこ meets 科学アドベンチャー第 2 弾登場！
「Type A」は拡張科学 ADV『ROBOTICS;NOTES』のヒロイン瀬乃宮あき穂の魅
力を体いっぱいに表現した科学 ADV 公式コスプレイヤーえなこちゃんをタペスト
リーにしました！リアルあき穂をぜひ傍に置いてご堪能ください！ロケ地は、ロボ
ノの舞台種子島です！(ほぼ)等身大の BIG サイズ仕様で、直筆サインが入った超
レアの限定品です！100 点限定なので、是非この機会にお買い求めください！

■[えなこ meets 科学アドベンチャー]
えなこ meets 科学アドベンチャー 直筆サイン入り BIG タペストリー Type_B
価格：10,000 円 ※100 点限定 ★キャラアニ限定販売商品★
えなこ meets 科学アドベンチャー第 2 弾水着バージョン！
「Type B」は同じく『ROBOTICS;NOTES』のヒロイン瀬乃宮あき穂の大胆な水
着姿を科学 ADV 公式コスプレイヤーえなこちゃんが体現！夏の種子島を感じて
ください！これはもうメロメロです！(ほぼ)等身大の BIG サイズ仕様で、直筆サ
インが入った超レアの限定品です！100 点限定なので、是非この機会にお買い求
めください！ (ほぼ)等身大の BIG サイズ仕様で、直筆サインが入った超レアの限
定品です！100 点限定なので、是非この機会にお買い求めください！
【購入者特典】
■[購入者特典１]
“無駄にかっこ良い”ワイドショッパー
1 会計につき、10,000 円以上お買い上げの方全員にプレゼント！
恒例の無駄にかっこ良かったショッパーが、今回はワイドな横長サイ
ズになって登場！
B2 タペストリーもすっぽり入るサイズなので持ち運びもラクチン♪
最新作『STEINS;GATE ELITE』から、あの可愛い綯様をクールにデ
ザイン！クールなんてもんじゃねぇ、むしろバーニン！
薄い本もたくさん入る素敵仕様なのだぜ！
※1 会計につき 1 枚のお渡しとなります。
※なくなり次第終了となります。
■[購入者特典２]
ラボメン認定証 第四弾(比屋定真帆、椎名かがり ver.)
ゲームショウ 2017 や前回の C93 で好評だった「ラボメン認定証」に、新作が登場！待望の
第四弾は、『STEINS;GATE 0』から登場したキャラクター・比屋定真帆、椎名かがり ver.
となります。
※ランダムでの配布となります。(全 2 種)
※なくなり次第終了となります。
【特設サイト URL】http://5pb.jp/event/cm94/
【科学アドベンチャー公式 twitter】@kagakuadv
【事前通販サイト】http://www.chara-ani.com/list.aspx?search=k:magesshop
※内容に関しては、変更や中止となる場合がございます。
※事前通販でお申込みいただいたグッズのお届けは、9 月下旬を予定しています。
※事前通販には購入者特典は付きません。予めご了承ください。
報道関係の皆様からのお問い合わせ先
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