
PlayStation®4 / Nintendo Switch™

『ROBOTICS;NOTES DaSH』

キャストコメント及び特典ドラマCD試聴動画公開のお知らせ

【報道関係者各位】 2018年11月9日

メインキャストのコメント公開

拡張科学アドベンチャー『ROBOTICS;NOTES DaSH』 （略称：ロボノDaSH）のメインキャストのコ

メントをROBOTICS;NOTES公式サイトにて公開しました。

サイトでは、メインキャラクターを演じている皆様より、以下の質問に対するコメントをいただき掲

載しています。

ROBOTICS;NOTES DaSH 公式サイト http://roboticsnotes.jp/

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、2019年1月31日に発売となる『ROBOTICS;NOTES DaSH』のキャストコメントと初回限

定特典のドラマCD試聴動画をゲーム公式サイトにて公開したことをお知らせいたします。

【質問１】

『ROBOTICS;NOTES』の続編制作の知らせを聞いた時の感想をお教

えください。

【質問２】

ご自身が演じているキャラクターの印象をお教えください。

【質問３】

もし、演じているキャラクターが実在するとして、友達に紹介するなら

どのように紹介しますか？

【質問４】

ファンの皆様へメッセージをお願いいたします。

※コメント全文は本作公式サイトにて公開しています。

【『ROBOTICS;NOTES』とは】

・志倉千代丸原作の科学アドベンチャーシリーズで、想定科学ADV『STEINS;GATE』の次回作として発表された。

・2012年6月にPlayStation®3、Xbox 360版としてゲーム発売。同年10月にフジテレビ・ノイタミナ他でTVアニメ化

や、舞台化もされた。更に、2014年6月にはPlayStation®Vita版としてアニメ素材により演出強化などが施された

『ROBOTICS;NOTES ELITE』が発売された。

・物語は、個人用端末によるAR（拡張現実）の普及した2019年を舞台にし、高校生達が巨大ロボットを現実に作

ろうとしたらどうなるかをリアルな視点で検証し、部活動を通じた青春群像劇が展開、そして、ネットワーク社会

を悪用した世界的な陰謀との戦いが描かれている。



八汐海翔

本編の主人公。

前作で、格闘ゲームオタク

のスキルを活かし世界を

救う戦いを見せた中央種

子島高校ロボット研究部

部員。あき穂に対しては

告白以降の進展は？

キャストコメント（抜粋）

①とにかく嬉しかったです。キャラクターにも作品にも、キャストスタッ

フにも思い入れが強いタイトルなので。

④みなさまが前作をたくさん楽しんでくださったおかげで、こうして続編

を作ることができました。本当にありがとうございます。 そして今作、

ストーリー良いです！収録していて、なんだか興奮してしまいました。

ぜひ楽しみに待っていてほしいです！

やしおかいと
木村良平さん

瀬乃宮あき穂

海翔の幼馴染。明るく元

気でポジティブ。前作で

は、ロボ部部長として、巨

大ロボット製作の夢をか

なえたロボ部の原動力。

ロボットアニメ大好き。

③すっごい可愛くていい子だよ〜 話題に困ったらロボットに関する話

ふってみたらいいかも〜 多分ずっと一人でしゃべってるよ〜〜か

④今作も、種子島の綺麗な景色を感じながら気持ちの良いストーリー

を楽しんでいただけると思います。 それぞれのキャラクターの変化や、

ダルさんとの絡みなど、ストーリー以外にもぜひ注目して遊んでいただ

けたらなと思います。 また、あき穂としてみなさんに会えるのもとても嬉

しいので、ぜひ可愛がってあげてください！

せのみやあきほ

南條愛乃さん

科学アドベンチャーシリー

ズ『STEINS;GATE』から登場。

その界隈では「DaSH」で通

名で知られた大物ハッカー。

愛称はダル。前作でも影な

がら事件解決に重要な役

割を果たした。

②みんなのアニキを目指しました。

④僕も初めての世界観に触れて楽しかったです。 みなさんも楽しみに

しててください。

Comment

橋田至
はしだいたる

関智一さんComment

実家の道場で幼いころから

習っていた空手少女だが気

弱な性格が災いし、前作で

はロボ部に強引に入部させ

られた。しかし、様々な経験

をし、精神的にも成長。兄弟

が多く面倒見が良い。

④ロボノ発売から数年、今まさにロボノの世界がリアルと繋がりまし

た！よりリアリティのある状況で感じるロボノの世界はまたひと味違う

と思います。あのダルさんを巻き込んで、ロボ部がどんな活躍をする

のかぜひ楽しみにしていてくださいね！少し成長した淳和ちゃんにご

注目ください。また、続編をプレイしたらきっと本編をもう一度やりたく

なるはず！ロボノ未プレイの方もぜひここからロボノの世界を体験して

ください。のっちよー！！

大徳淳和
だいとくじゅんな

徳井青空さんComment

Comment

※コメントは、前頁の質問に対する回答を抜粋したものです。



行舟愛理

前作に登場したAI愛理のモデ

ルとなった少女。治療の為、10
年前からコールドスリープで

眠っていた。自分を助けた海翔

を「お兄ちゃん」と呼んで懐いて

いる。以前は闘病生活で籠もり

きりだったため、知らないことへ

の好奇心は強め。

②演じていく中で大きく変わった部分といえば…
やはり、愛理の持つ、しなやかな芯の強さはもとより、小悪魔的な魅

力がパワーアップしていて、以前にもまして素敵だな、と思いました。

④前作をご存知の方はもちろん、今作が初めて、という方にも楽しん

でいただける、落ち着いた群像劇じゃないかな、と感じています。ぜ

ひぜひ、触れてみてください！

ゆきふねあいり

Comment 釘宮理恵さん

天王寺綯

科学アドベンチャーシリーズ

『STEINS;GATE』から登場。

JAXAの種子島宇宙センターに

長期出張中の研究員。

バイタリティが高く、弱冠21歳で

あり、JAXA巨大ロボットプロジェ

クトのリーダーに立候補し抜擢

された。幼少期に橋田至と知り

合っている。

②素敵な年上のお姉さんを意識してます。 前作と比べると、ロボ部

のみなさんともっと仲良くなってます♬

④あれから半年後のお話！みんながちょっぴり成長していてホッコ

リしたり。 綯ちゃんにもちょっとした変化があったり。 種子島の青い

空の下で、また、お会いしましょう！

てんのうじなえ

山本彩乃さん

海翔の策略にハマりロボ部

に入部せざるを得なくなった

ホビーロボットのスペシャリ

スト。ホビーロボ格闘大会で

３連覇を飾るほどだが、父に

反対され正体を隠して出場

していた。一学年下だが、ロ

ボ部の先輩には容赦ない。

①別の現場で南條さんと徳井さんにお会いした時、今作の話になり、懐

かしい気持ちになりました。 もう何年も前に収録した作品だったので、

いつも収録前に思い出しの為に聞かせて頂く、当時の自分の音声を聞

くのが、楽しみでした。

③あんまり友達を、友達に紹介すると言うことを僕はしません(笑) なん

だか気まずいし…。 『面白い変態がいるんだ』でしょうか…多分…

④大分間が空いてしまいましたが、漸く帰って来れました。 前作に引き

続き、よろしくお願いします。楽しんでください。

Comment

日高昴
ひだかすばる

細谷佳正さんComment

'00年代のネットスラングを日

常的に使う引きこもり女子高

生にして、2000万人のユー

ザーがいるロボット対戦格闘

ゲームを制作した天才プログ

ラマー。「デュフフ」と笑う。

海翔を通じロボ部員になった。

③テンションおかしいけど、決して悪いヤツじゃないです。…あ、悪ノリ

はしますが…笑。 天才と幼稚な部分が紙一重な感じの面白い子で

す！

④応援ありがとうございます！ 続編ができたのも、皆さまのおかげで

す。 またフラウと会えて本当に本当に嬉しい！ 嬉しさが芝居に乗って

るかも…笑。 ぜひ最後まで楽しんで下さい！

神代フラウ
こうじろふらう

名塚佳織さんComment



『ROBOTICS;NOTES DaSH』及び『ROBOTICS;NOTES お得セット』のパッケージ版には、初
回限定でオリジナルドラマCDが付属します。（※外付け特典、両機種各通常版、お得セット共通）

初回限定特典オリジナルドラマC D
「夢のある場所」試聴動画公開

【あらすじ】
世界を救った戦いから約1か月。

高校卒業を控えた八汐海翔。一度はあきらめたはずの夢
が彼の胸の内で膨らんでいた。
そんな中、迎えた卒業式の日。海翔が告げた想いとは……。

卒業式を控え複雑な思いに揺れる中央種子島高校ロボ部
のメンバーたちを描く感涙のドラマCDが初回限定特典とし
て登場！

※数に限りがあります。ご予約はお早めに。
※画像はイメージです。

試聴動画は、第2弾を次週11/16（金）公開予定です。

記事掲載用埋め込みコードは下記URLよりご取得ください。
https://youtu.be/A0ED50oc6wc

【キャスト】
八汐海翔（CV.木村良平） / 瀬乃宮あき穂（CV.南條愛乃）
日高昴（CV.細谷佳正） / 大徳淳和（CV.徳井青空）
神代フラウ（CV.名塚佳織） / 行舟愛理（CV.釘宮理恵）
天王寺綯（CV.山本彩乃） / 長深田充彦（CV.上田燿司）
他
※試聴動画は一部のみです。

ニコ生ラジオ「オトナの科学ラジオDaSH」 月１回放送中

11月の放送日は、近日科学アドベンチャー公式ツイッターにてお知らせいたします。
下記の科学アドベンチャー公式ツイッターをチェックしてください。

『木村良平・南條愛乃◆オトナの科学ラジオDaSH』
出演者：木村良平（八汐海翔役）、南條愛乃（瀬乃宮あき穂役）

ニコニコ「オトナの科学ラジオチャンネル」（月額324円（税込））
http://ch.nicovideo.jp/otonanokagaku-radio

科学アドベンチャー公式ツイッター
アカウント @kagakuadv
URL https://twitter.com/kagakuadv

ニコニコ生放送にて『ROBOTICS;NOTES DaSH』主人公・八汐海翔役の木村良平、メインヒロイン・瀬乃宮あき
穂役の南條愛乃がパーソナリティーを務める『木村良平・南條愛乃◆オトナの科学ラジオDaSH』が月１回

の生放送で配信。この番組は、昨年から放送されている『関智一・今井麻美◆オトナの科学ラジオ』の姉妹
番組で、2018年10月よりスタートし、“ロボノ”を代表する二人の楽しいトークや作品への想い、ゲーム情報
などバラエティに富んだ内容でお届けいたします。

なお、番組はタイムシフト期限後も「オトナの科学ラジオチャンネル」にてチャンネル会員向けのアーカイブ
を放送後3か月間聴くことができます。



商品名 ROBOTICS;NOTES DaSH

（読み ロボティクス・ノーツ ダッシュ）

ジャンル 拡張科学アドベンチャー

機種 PlayStation®4 / Nintendo Switch™

発売日 2019年1月31日

価格 通常版7,800円（税抜）

ダウンロード版 7,000円（税抜）

ROBOTICS;NOTES お得セット 9,250円（税抜）

CERO CERO C （15才以上対象）

著作権表記 ©MAGES./5pb./Chiyo St. Inc. ©2012-2014 MAGES./5pb./Nitroplus

発売元 5pb.

初回限定特典 オリジナルドラマCD『夢のある場所』

（※外付け特典、両機種通常版、お得セット共通）

【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。

商品名 ROBOTICS;NOTES お得セット

ジャンル 拡張科学アドベンチャー

機種 PlayStation®4 / Nintendo Switch™

発売日 2019年1月31日

価格 9,250円（税抜）

CERO CERO C （15才以上対象）

著作権表記 ©MAGES./5pb./Chiyo St. Inc. ©2012-2014 MAGES./5pb./Nitroplus

発売元 5pb.

初回限定特典 オリジナルドラマCD『夢のある場所』

（※外付け特典、両機種共通）

『ROBOTICS;NOTES お得セット』の商品仕様は以下の通りです。

『ROBOTICS;NOTES DaSH』公式サイト http://roboticsnotes.jp/

商品情報

何度だって世界を救うのは―オタクだ。

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
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