
2018年12月29日（土）

『ROBOTICS;NOTES DaSH』

オープニング主題歌CD発売記念イベント

Zwei ミニライブ＆トーク＆サイン会開催のお知らせ

【報道関係者各位】 2018年11月16日

AKIHABARAゲーマーズ本店 Zwei「Avant Story」イベント告知ページ
https://www.gamers.co.jp/shop/event/106402/

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、アーティストZwei（ヅヴァイ）によるゲーム『ROBOTICS;NOTES DaSH』オープニング主

題歌CDの発売記念イベントをAKIHABARAゲーマーズ本店にて、2018年12月29日（土）に開催することが

決定したことをお知らせいたします。

PlayStation®4 / Nintendo Switch™用ゲームソフト、拡張科学アドベンチャー
『ROBOTICS;NOTES DaSH』オープニング主題歌「Avant Story」のCDが12月26日（水）に発
売となります。これを記念し、アーティストZwei（ヅヴァイ）によるミニライブ＆トーク＆サ
イン会を12月29日（土）に、AKIHABARAゲーマーズ本店にて開催いたします。トークゲス
トには本作『ROBOTICS;NOTES DaSH』や『STEINS;GATE』など一連の科学アドベンチャーシ

リーズのプロデューサーである松原達也が参加し、主題歌やゲーム開発秘話などここ
でしか聞けないトークを繰り広げます。

トークゲストはゲームプロデューサー松原達也

ミニライブとトークショーは観覧フリーで、どなたでも参加で
きます。
サイン会は、次ページのサイン会参加券配布店舗にてCD
を購入または予約（内金全額）された方へ参加券をお渡し
いたします。サインは、CDジャケットへの記入となります。

ゲーム予約者対象に
出演者全員のサイン会も実施

CD予約・購入者にはZweiサイン会

更に同配布店舗にて、2019年1月31日（木）発売の本作
ゲームを内金全額にて予約された方には、Zwei、松原達
也、当日司会を行うジョイまっくすポコの合計4人のサイン

会に参加できるゲームサイン会参加券をお渡しいたしま
す。サインは、非売品のゲーム宣伝用ポスターへの寄せ
書きとなります。

（左）
CD「Avant Story」
ジャケット
（下左）
『ROBOTICS;NOTES 
DaSH』キービジュアル
（下右）Zwei



開催概要

【イベント名】

Zwei『ROBOTICS;NOTES DaSH』オープニング主題歌 「Avant Story」発売記念イベント

【開催日】 2018年12月29日（土）

【開催場所】 AKIHABARAゲーマーズ本店 6F
【開催時間】 開場18:30 開演19:00 ※当日は先着順にて入場となります

【出演者】 Zwei
【トークゲスト】 松原達也（『ROBOTICS;NOTES DaSH』プロデューサー）

【司会】 ジョイまっくすポコ

【イベント内容】 ミニライブ＆トーク＆サイン会 ※ミニライブ&トークは観覧フリーとなります。

【サイン会参加券配布店舗】

AKIHABARAゲーマーズ本店、ゲーマーズ池袋店、ゲーマーズ新宿店、ゲーマーズ横浜店

【サイン会参加券配布期間】

11月16日(金)～なくなり次第終了

【参加方法】

下記対象商品を配布対象のゲーマーズにて、ご購入またはご予約（内金全額）いただきましたお客

様にサイン会参加券をご購入枚数分お渡しいたします。

サイン会参加券をお持ちのお客様はミニライブ&トーク終了後のサイン会にご参加いただけます。ま

た、『ROBOTICS;NOTES DaSH』もしくは『ROBOTICS;NOTES お得セット』をご予約（内金全額）の方には

松原達也、ジョイまっくすポコを含めた出演者全員のサイン入りポスターをプレゼントいたします。

・CDをご購入・ご予約⇒『CDジャケットサイン会参加券』をお渡しいたします。

・ゲームをご予約⇒『ポスターサイン会参加券』をお渡しいたします。

【対象商品】

・CD Zwei/Avant Story（USSW-0136） 1,400円+税、12月26日(水)発売

・ゲーム ROBOTICS;NOTES DaSH 7,800円+税、2019年1月31日(木)発売

・ゲーム ROBOTICS;NOTES お得セット 9,250円+税、2019年1月31日(木)発売

【注意事項】
※サイン会参加券は、先着順でのお渡しとなります。

※お取り置きのご要望には応じられませんので、あらかじめご了承ください。

※サイン会参加券の数には限りがございます。店舗での配布状況により、情報掲載時には配布が終了している場合もございます。お手数ですが店舗ま

でご確認ください。

※サイン会参加券の第三者への転売やオークションでの出品・転売を固く禁止いたします。譲渡・転売されたサイン会参加券は無効とさせていただきます

。また、イベントへの参加をお断りする場合がございます。

※小学生以上のお客様にはサイン会参加券一枚が必要となります。

※原則としてサイン会参加券1枚につき座席は一つのご用意となります。未就学児をお連れの際は膝の上などに抱いていただく場合がございます。

※商品の不良品以外での返品は一切行いません。予めご了承ください。

※イベントの進行に関することはスタッフの指示にご協力いただくようお願いいたします。

※当日の事故・混乱防止のため、イベントでは様々な制限を設けさせていただくことがあります。予めご了承ください。

※トラブルやアーティストの都合により、予告無くイベント内容が変更、中止となる場合がございます。

※イベントサイン会参加券をお持ちの方でも、当日係員の指示に従わない場合にはイベントへのご参加ができない場合もございます。

※イベント運営の妨げとなる行為をされますと会場より退場していただきます。最悪の場合、イベントを中止することもございます。

※イベントで発生した事故・盗難等は会場・主催者・出演者は一切責任を負いません。貴重品の管理は各自でお願いいたします。

※当日、手荷物の検査または一時お預かりをさせていただく場合がございます。



商品情報（ＣＤ）

科学アドベンチャーシリーズ最新作 拡張科学ADV『ROBOTICS;NOTES DaSH』オープニング主題歌

Zwei 「Avant Story」 2018年12月26日発売

【CD内容（予定）】
M1. Avant Story
M2. Shall we ?
M3. Next Baton

出演：瀬乃宮あき穂（cv.南條愛乃）
M4. Avant Story  - off vocal -
M5. Shall we ? - off vocal -

Megu（Ba）、Ayumu（Vo）のそれぞれが各バンドにて活動する中、2002年に運命の出逢いを果たし、お互い
の音楽性に共鳴しあい2003年6月にZwei【ヅヴァイ】を結成。2004年5月メジャーデビュー。「Zwei」とはドイツ

語で「ふたつ」を意味しながらも、二つの異なるマテリアルが融合したユニット。攻撃的な中にもナチュラルな
感情が込められたサウンドと、ボーカルとベーシストと言う唯一無二のユニット。
2012年6月に、ゲーム『ROBOTICS;NOTES』主題歌「拡張プレイス」。同年11月にはTVアニメ『ロボティクス・ノー
ツ』のOPテーマ「純情スペクトラ」をリリース。
2012年、2013年、2016年には、日本最大のアニメソングイベント「Animelo Summer Live 」に出演し、今年の
2018年8月にも「Animelo Summer Live 2018“OK”」に出演を果たす。
海外イベントへも数多く出演し、今年2018年3月には、アメリカ・ヒューストン「ANIME MATSURI」、9月にはフィ
リピン「Cosplay Mania 2018」に出演もしている。現在は日本と海外を軸に活動し、他多数LIVEやイベントに精
力的に参加している。
2018年4月25日、TVアニメ『シュタインズ・ゲート・ゼロ』EDテーマ「LAST GAME」をリリース。

■ニコ生にてZweiの番組を放送中！
「Zweiチャンネル2.8番街」不定期放送（放送時間：21時～22時）
【Zwei official web site】http://zweima.com/
【Zwei official BLOG】http://blog.livedoor.jp/zwei_5pb/
【アミュレート公式WEB】http://amuleto.jp/
【5pb.records公式サイト】http://5pb.jp/records/

【CD情報】
アーティスト：Zwei
タイトル：「Avant Story」
2018年12月26日発売
価格：1,400円（税別）
作詞／作曲は志倉千代丸
ジャケット：福田知則描き下ろし

ゲーム、アニメと『ROBOTICS;NOTES（ロボティクス・ノーツ）』シリーズの主題歌を担当してきた

Zweiが、2019年1月31日発売予定のゲーム最新作『ROBOTICS;NOTES DaSH（ロボティクス・ノー

ツ ダッシュ）』の主題歌シングル「Avant Story」をリリース決定！

作詞／作曲は、原作者である志倉千代丸。ジャケットイラストはキャラクターデザイン福田知則の

描き下ろし。C/W「Shall we ?」の作詞にはヒロイン瀬乃宮あき穂役を務める南條愛乃が参加して

おり、CDには『ROBOTICS;NOTES DaSH』のヒロイン・瀬乃宮あき穂(cv.南條愛乃)のモノローグも

収録！まさにロボノファン必聴のCDとなっている。

Zwei Profile

作詞／作曲は志倉千代丸

ジャケットは『ROBOTICS;NOTES DaSH」キャラクターデザインの福田知則描き下ろし

カップリング曲の作詞には、南條愛乃が参加

CDには『ROBOTICS;NOTES DaSH』のヒロイン・瀬乃宮あき穂(cv.南條愛乃)のモノローグも収録



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(ゲーム)

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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