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PlayStation®4、PlayStation®Vita用ゲーム
『CHAOS;CHILD らぶchu☆chu!!』
らぶでチュッチュなところをチラ見せ♥プレイムービーを公開
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、
2017年3月30日発売、PlayStation®4、PlayStation®Vita用ソフト『CHAOS;CHILD らぶchu☆chu!!』
について、「らぶでチュッチュなところをチラ見せ♥プレイムービー」を公開いたしました。

これは本当にCHAOS;CHILDなの！？
ドッキドキの展開が盛り込まれたプレイムービー公開！

本編では見られなかった、主人公の宮代拓留とヒロインたちのドキド
キのシーンをちょっとだけ見ることが出来るチラ見せムービーを公
開！発売より一足先にらぶでチュッチュな世界を体感してください♥

アニメ「CHAOS;CHILD」連動書き下ろしショートストーリー
第4話公開中！
毎週TVアニメOA後に、シナリオライター：林直孝による書き下ろし
ショートストーリーを、ゲーム「CHAOS;CHILD」公式サイト内にて公開
いたします！
ショートストーリーは毎話、異なる視点でえがかれたアニメ本編のサイド
ストーリーとなっており、カオスチャイルドをより楽しむことができる内
容になっています。
なお、現在は第4話まで公開中！今後
も毎週水曜26時05分に公開となります。是非アニメやゲームとあわせ
てお楽しみください！
※公開時間は予告なく変更になる場合がございます

ゲーム「CHAOS;CHILD」アニメSS公開ページ
http://chaoschild.jp/sp/anime_ss/
CHAOS;CHILD らぶchu☆chu!! 公式サイト http://chaoschild.jp/lcc/
Youtube内URL…https://youtu.be/styv7Czo_Qo

PS4/PS Vita『CHAOS;CHILD らぶchu☆chu!!』初回版に、
チヨスタ作品の最新情報も発表！ファン必見のライブイベント

「CHIYO-ST.LIVE 2017 -GENESIS-」
チケット最速優先販売申込み券が封入！

「STEINS;GATE」「CHAOS;CHILD」「OCCULTIC;NINE」など、志
倉千代丸が手掛ける“チヨスタ作品”の楽曲が一堂に集結する初のライブ
イベント「CHIYO-ST.LIVE 2017 -GENESIS-」の最速チケット申し込
み券が封入！
■開催概要
【イベント名】
CHIYO-ST. LIVE 2017 -GENESIS（読み：チヨスタライブ ニセンジュウナナ ジェネシス）
【開催日時】 2017年5月28日（日） 開場 16：00 / 開演 17:00
【会場】 中野サンプラザ
【チケット】 全席指定 7,500円（税込）
【出演】※五十音順
亜咲花、彩音、いとうかなこ、佐々木恵梨、鈴木このみ、
Zwei、ファンタズム(FES cv.榊原ゆい) and more！
【公式サイト】http://chiyomaru-studio.com

出演アーティスト第一弾公開！
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チケット最速販売は、
下記の対象商品に封入の優先販売申し込みからスタート！
2017年3月30日（木）発売
PlayStation®4、PlayStation®Vita用
ゲーム『CHAOS;CHILD
らぶchu☆chu!!』
価格：
PS4 限定版9,800円（税抜）
通常版7,800円（税抜）
PS Vita 限定版8,800円（税抜） 通常版6,800
円（税抜）
※パッケージ版のみに封入されます
発売・販売元

5pb.

公式サイト：http://chaoschild.jp/lcc/

2017年3月24日（金）発売
TVアニメ『CHAOS;CHILD』
Blu-ray&DVD 第0巻
価格：
Blu-ray限定版4,800円（税抜）
KAXA-7490
DVD限定版3,800円（税抜）KABA10520
発売・販売元

KADOKAWA

公式サイト：
http://chaoschildanime.com/

『CHAOS;CHILD』とは
「科学アドベンチャーシリーズ」第4弾。同シリーズ第1
作『CHAOS;HEAD NOAH』の世界観を引き継ぐ後継作
です。
物語の舞台は、6年前に起きた局地的大地震から復興し
た渋谷。
主人公：宮代拓留は、渋谷で起きる『ニュージェネレー
ションの狂気の再来』と称される連続殺人事件を、所属
する新聞部として追いかけていきます。
猟奇的な死に方をする被害者。その近くに必ず姿を残す
“力士シール”。妄想を具現化する力を持つ「ギガロマニ
アックス」たちの存在。
やがてそれは仲間や渋谷全体を巻き込む大きな狂気とな
り、拓留に襲い掛かります。
2014年12月18日にXbox One用ゲームとして発売され、
翌年2015年6月25日にはPS4/PS3/PS Vita版が、更に
2016年4月28日にWindowsPC版が発売され、
「CHAOS」シリーズは累計25万本を突破。
凄惨なストーリーがプレイヤーを震わせながらも深く心
に突き刺さり、同シリーズの『STEINS;GATE』を超え
る高いシナリオ評価を得ています。

コミカライズ情報
現在、「電撃G’sコミック」（KADOKAWA刊）、月刊コミックシリウス（講談社刊）にてコミッ
クが好評連載中です。
CHAOS;CHILD
～Children's Collapse～
（チルドレンズコラプス）
月刊コミックシリウスで連載中。1月
27日コミック第1巻発売！
原作：MAGES./Chiyo St. inc.
漫画：園心ふつう
原作：梅原英司×MAGES.
定価：本体600円＋税
発行：講談社
公式サイト
http://shonen-sirius.com/sr/chaoschildecs/

(C)MAGES./5pb./RED FLAGSHIP/Chiyo st. inc
(C)2008 5pb./Nitroplus/RED FLAGSHIP

CHAOS;CHILD 2
電撃G‘ｓコミックで連載中。1
月27日コミック第2巻発売！
原作：MAGES./Chiyo st inc
作画：レルシー
定価：本体570円＋税
発行：KADOKAWA
公式サイト
http://comicwalker.com/contents/detail/
KDCW_AM0900002601000
0_68/
←第1巻は好評発売中！
(C)MAGES./5pb./RED
FLAGSHIP/Chiyo st inc
(C)2008 5pb./Nitroplus/RED
FLAGSHIP
(C)2016 Relucy

TVアニメ情報
“虚”と“実”の狭間で、
歪んだ妄想が暴走する――

TVアニメ「CHAOS;CHILD」
2017年1月11日(水)より、AT-X、TOKYO MXほかにて放送中！
TOKYO MX
テレ玉
チバテレビ
tvk
KBS京都
サンテレビ
BS11
AT-X

2017年1月11日(水) 25:35～
2017年1月12日(木) 25:05～
2017年1月12日(木) 25:00～
2017年1月12日(木) 25:00～※初回のみ24:30～
2017年1月13日(金) 25:35～
2017年1月11日(水) 26:00～
2017年1月13日(金) 27:00～
2017年1月11日(水) 23:30～
再放送：（金）15:30／（日）22:30／（火）7:30
※都合により放送日時は変更となる可能性がございます。予めご了承くださ
い。
2017年1月よりｄアニメストアにて特別先行配信決定！
ｄアニメストア：1月14日より毎週土曜日 12：00～
※その他、PC&携帯サイト他にて随時配信予定。
--------------------------------------------オープニング主題歌：「Uncontrollable」いとうかなこ
エンディング主題歌：「カオスシンドローム」鈴木このみ
--------------------------------------------公式サイト
http://chaoschildanime.com/
公式ツイッター
@chaoch_anime
©2017 MAGES./KADOKAWA/CHAOS;CHILD製作委員会

WEBラジオ配信中！
楽天のインターネットラジオ配信サービス「Rakuten.FM」内
OTALISにて、TVアニメーション「カオスチャイルド」の
Webラジオ番組

「CHAOS;CHILD Mou☆Sou RADIO」

が好評配信中！
メインパーソナリティは来栖乃々役のブリドカットセーラ恵美さん！
毎回アニメの出演者からゲストパーソナリティをお招きして、“妄想
全開”でトークを繰り広げます！
【配信情報】
タイトル：CHAOS;CHILD Mou☆Sou RADIO
放送日時： Rakuten.FM内OTALISにて、毎週火曜23:30～24:00配
信！
※Rakuten.FMにて放送1週間後に、Youtube内の「KADOKAWA
Animeチャンネル」にてアーカイブ配信！
＜パーソナリティ＞
ブリドカットセーラ恵美さん
（来栖乃々 役）

【視聴方法】
「Rakuten.FM」のブラウザ上もしくは専用アプリにてご視聴頂けます。
★「Rakuten.FM」内「OTALIS」チャンネル
https://rakuten.fm/station/otalis
★「Rakuten.FM」公式アプリAppStoreダウンロードページ
https://itunes.apple.com/jp/app/rakuten.fm-le-tianefuemu-intanettorajio/id1050568386
★「Rakuten.FM」公式アプリGooglePlayダウンロードページ
https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.rakuten.android.apps
★Youtube内KADOKAWAanimeチャンネル
https://www.youtube.com/user/KADOKAWAanime

商品概要
本作は前作『CHAOS;CHILD』のアナザーストーリーに当たり、同時系列で巻き起こる恋愛物語を描いた、ファン
垂涎の作品です。
前作では渋谷で巻き起こる猟奇殺人事件に、妄想を具現化する異能力を備えた主人公が立ち向かうシリアスなサイ
コサスペンスが展開されましたが、今作では趣向を１８０度転換！
恋愛下手の男子妄想が暴走し巻き起こす騒動を、時にユーモアたっぷりに、時に意外とマジメにお届けする内容と
なっております。
「妄想を現実にする」能力は美女に囲まれた環境では如何に作用してしまうのか？
まさに『CHAOS;CHILD』でしか成し得ない恋愛物語がここに在る！
タイトル

CHAOS;CHILD らぶchu☆chu!!

ジャンル

妄想科学アドベンチャー

機種

PlayStation®4／PlayStation®Vita

CERO

D（17歳以上対象）

発売日

2017年3月30日予定

価格

PS4版

著作権表記
発売元
公式サイト

PS Vita版 通常版：6,800円（税抜）／限定版：8,800円（税抜）／DL版：6,000円（税抜）
©MAGES./5pb./RED FLAGSHIP/Chiyo st. inc ©2008 5pb./Nitroplus/RED FLAGSHIP
5pb.
http://chaoschild.jp/lcc/

公式ツイッター

https://twitter.com/kagakuadv

通常版：7,800円（税抜）／限定版：9,800円（税抜）／DL版：7,000円（税抜）

ハッシュタグ：#カオチャ

限定版同梱特典
本作の限定版には、プレイヤーの妄想を色々と
捗らせてしまうグッズが詰まった『晩から朝ま
でらぶchu☆chu!!セット』が同梱されます。
【同梱内容】
①これで安眠？ネガティブ/ポジティブ枕カバー
②365日モテたい！スクールカレンダー
③オリジナルサウンドトラックCD
④妄想シチュエーション差し替えジャケット
上記4点を、ささきむつみ氏描きおろしイラスト
を使用した特製ボックスに同梱！
【価格】
PS4限定版：9,800円（税抜）
PSVita限定版：8,800円（税抜）

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
下記 メールフォームよりお問い合わせください
http://5pb.jp/games/contact

【発売元会社概要】
会社名
本店
代表取締役会長
代表取締役社長
設立
ＵＲＬ

：
：
：
：
：
：

株式会社MAGES. （メージス）
東京都港区三田三丁目13-16 三田43MTビル6階
志倉千代丸
太田豊紀
2011年6月
http://mages.co.jp/

