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10月25日（日）開催

『MAGES.事業戦略発表会』発表情報のお知らせ
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）17時より開催し配信した『MAGES.事業戦略発表会』にて、役員変更、新規事業の発表を
行いました。また、弊社IPの『ANONYMOUS;CODE』、及び『STEINS;GATE』に関連する情報を発表したことを
お知らせいたします。
【MAGES.事業戦略発表会】
後列左から
代表取締役社長 本荘健吾
代表取締役会長 志倉千代丸
特別顧問 西川貴教
前列左から
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）

志倉千代丸が代表取締役会長就任
サブカルチャーを中心に、ゲームの原作や作詞作曲他、様々なプロデュースなど、多岐にわたるクリエ
イター活動を行っている志倉千代丸が、代表取締役社長としての経営の主軸にいる為に、クリエイター活
動に専念できなかった点を鑑み、2020年10月25日（日）付けで代表取締役社長を退任し、代表取締役会
長に就任いたしました。代表取締役社長は、新たに本荘健吾が就任し、これまで以上にクリエイティビティ
を強化する新体制となりました。

新規事業としてドール事業をスタート
MAGES.の新規事業として、ドール事業をスタート。羊
毛フェルトでドールを作成するクリエイターを育成する
スクールを開始する。ゲームや音楽、映像など、ソフト
ウェアやデジタル分野を中心に展開してきたMAGES.に
とって、クリエイトすることを共通点としながら、新たな
事業分野に挑戦します。

西川貴教、新規事業を始めとするMAGES.のビジネスに参画！
現在、弊社IP『B-PROJECT』の総合プロデューサーを務めている西川貴教が、 MAGES.の特別顧問として、
新規スタートしたドール事業をはじめ、関連する様々なIPに今後関わっていきます。
ドール事業に関しては、志倉千代丸のペットロス経験を、親交のある西川貴教に打ち明けたことからドー
ル事業立ち上げのきっかけとなりました。ペットロスのみならず、社会の高齢化によりペットを飼うことができ
ない層の増加や、コロナ禍により癒しを求める人々が増えていることなども、心のケアを念頭に置いている
この羊毛フェルトを使ったクリエイティブの事業化実現の為の一因となっています。
また、オンラインスクールとしての事業化は、地方にいながら活躍できるクリエイターの育成も企図してい
ます。

Nintendo Switch™ / PlayStation®4

『ANONYMOUS;CODE』 2021年秋発売
科学アドベンチャーシリーズ最新作『ANONYMOUS;CODE』の発売時期を発表いたしました。
『ANONYMOUS;CODE』とは？
舞台は2037年 東京中野―アノニマス・コードは、2037年の日本の中野を舞台に、ハッカーである主人公「
高岡歩論」（たかおか・ぽろん、通称：ポロン）が、謎の少女「愛咲もも」（あいざき・もも 通称：モモ）との出会
いをきっかけに、世界の巨大な謎に迫っていく、少年マンガテイストのボーイミーツガールSFストーリー。

【タイトル】
ANONYMOUS;CODE （読み：アノニマス・コード）
【機種】
Nintendo Switch™ ／ PlayStation®4
【発売日】
2021年秋予定
【価格】
未定
【CERO】
審査予定
【コピーライト】 ©MAGES./Chiyo St. Inc.
【公式サイト】 http://anonymouscode.jp/
発表会では、ゲストに、主人公・ポロンと出会う謎の少女、愛咲もも役夏川椎菜さんと、警視庁サイバー
対策室に所属する倉科小鹿（バンビ）役山本彩乃さんをお迎えし、トークを繰り広げました。
また、ポロン役の千葉翔也さんが動画コメントで出演。以前に開催された発表会で、松原プロデューサ
ーから直接説明を受けた『ANONYMOUS;CODE』の世界観や設定にゲームファンとしてもワクワクしたとコ
メント。いよいよ動き出す『ANONYMOUS;CODE』への期待感と高岡歩論役としての意気込みを寄せてい
ただきました。
また、ゲームシステムについてポロンの能力「セーブ＆ロード」とプレイヤーがゲームに対して行うセー
ブやロードが作品世界でも密接に関わることや、「MANAGAトリガー」という新たなゲームシステムを公開
しました。マンガの表現をインタラクティブなゲームならではのシステムに取り込み、アドベンチャーゲー
ムの可能性を広げていきます。
さらに、夏川さんと山本さんからアニメ化への期待が寄せられると、志倉からアニメ化も進行していると
の話が飛び出し、大きなサプライズとなりました。
※発売日未定のご案内をしておりました本作『ANONYMOUS;CODE』のPlayStation®Vita版につきまして、発売
を目指し開発を進めてまいりましたが、同機種に於ける昨今の市場と製造環境を鑑み、発売を中止させてい
ただくことといたしました。発売をお待ちいただいておりますユーザーの皆様、販売店様、並びに関係各所の
皆様には大変ご迷惑をお掛け致しますことを心よりお詫び申し上げます。
今後とも弊社作品につきまして、これまで通りのご厚情を賜りたく切にお願い申し上げます。

▲SAVE&LOADの能力を持つハ
ッカー。主人公・高岡歩論。

▲ポロンと出会う謎に包まれた
少女。ヒロイン・愛咲もも。

▲警視庁サイバー対策室の広告塔
「サイバーフォースドール」

■ストーリーを進める会話シーンとは別に、今回PVの中で公開となった「MANGAトリガー」部分

▲①追われるポロン。

▲④ロード後は、モモを連れて、
状況を変えて逃走する。

▲②しかし、追い詰められてしま
う。

▲⑤迫りくる追手。

▲③ポロン自身の能力で、デー
タをロードする。

▲⑥クラクションが鳴り、車のラ
イトが入り込む。

▲⑦車が追手を遮る。

▲⑧ポロンは「ロード」するこ
とで、仲間の車が到着する展
開に”やり直した“のだ。

▲高岡歩論
（通称 ポロン）
CV.千葉翔也

▲愛咲もも
（通称 モモ）
CV.夏川椎菜

▲倉科小鹿
（通称 バンビ）
CV.山本彩乃

科学アドベンチャー新企画が始動！
STEINS;GATE 10周年プロジェクトで、未公開であった最後のプロジェクトProject No.009に該
当する科学アドベンチャーシリーズの新企画。

『STEINS;GATE』のパートでは、おなじみの主人公・岡部倫太郎の高笑いからスタート。メインキャラクタ
ー3人の掛け合いによる影ナレーションから始まり、本作のメインキャストである宮野真守さん（岡部倫太
郎役）、関智一さん（橋田至役）、今井麻美さん（牧瀬紅莉栖役）の3人をゲストが登壇。
続いて、原作者・志倉千代丸から『STEINS;GATE』にまつわる発表を行いました。
まずは、今年1月のライブイベントで発表したハリウッド版『STEINS;GATE』について、極秘事項ながらも
着々と進展しているとの報告を行いました。
そして、同じく1月に発表した『STEINS;GATE 0 ELITE』。これは、2015年に発売された『STEINS;GATE 0』に
ついて、テレビアニメ化された素材を使い、“フルアニADV”（フルアニアドベンチャー）と銘打って、全編を
アニメーションで再構築したゲームとなります。
本作は『STEINS;GATE ELITE』に続く、フルアニADV第2弾作品としてリリースいたします。
ゲームのシーンをアニメシーンに置き換えてゆくPVが公開され、志倉千代丸からは順調に開発が進行
しているとの報告がされました。
さらに、今回初公開となる情報として、スライドに映し出されたのが、後半部分にデジタル的な白黒2階
調のモザイクがかけられた『STEINS;???』。
志倉千代丸から、科学アドベンチャーシリーズの新企画が新作であるのか続編であるのか謎を含ませ
ながら、『STEINS;GATE』と共通点について語られていきます。
そして、出演声優陣にとって気になるところは、岡部たちがこの物語に登場するのかどうかというところ
。宮野さん、関さん、今井さんに問われて、「出ます」と明言した志倉千代丸ですが、『ANONYMOUS;CODE
』とのかかわりも匂わせるように説明をし、さらに謎を膨らませていきます。新企画について興味は尽きな
いといった様子のお三方ですが、ここで時間いっぱいとなりました。
最後に、関さん、今井さん、宮野さんの順で、10年前の『STEINS;GATE』との出会いの想い出や応援して
くださった皆様への感謝、そして、今後の展開への期待感が述べられました。
そして、岡部倫太郎のおなじみのセリフ『エル・プサイ・コングルゥ』を、宮野さんから外連味たっぷりに
言っていただき、締め括りとなりました。

ハリウッド実写ドラマ版『STEINS;GATE』、及び
フルアニADV『STEINS;GATE 0 ELITE』
2020年1月に開催した『科学ADVライブ S;G 1010th ANNIVERSARY』にて発表をしましたハリウッド実写テ
レビドラマ制作の状況、そして、全編をアニメーションで作成した新しいスタイルのアドベンチャーゲーム“
フルアニADV”。第1弾作品『STEINS;GATE ELITE』に続く、第2弾として『STEINS;GATE』の正統続編で、2018年
にアニメ化もされた『STEINS;GATE 0』を、『STEINS;GATE 0 ELITE』として制作中。
発表会では、その開発状況を発表しました。

STEINS;GATE 0 ELITE PV スクリーンショット

【タイトル】
【機種】
【発売日】
【価格】

STEINS;GATE 0 ELITE
未定
未定
未定

■参考情報（前作）
フルアニADV 第1弾
『STEINS;GATE ELITE』
【機種】
Nintendo Switchtm / PlayStation®4 / PlayStation®Vita
【発売日】 2018年9月20日
【価格】
通常版 7,800円（税抜） / 6,240円（税込）
DL版 7,000円（税抜）
【CERO】
C （15才以上対象）

コピーライト表記
『ANONYMOUS;CODE』 ⒸMAGES./Chiyo St. Inc.
『STEINS;GATE』 ©MAGES./Nitroplus
『STEINS;GATE 0 ELITE』
©MAGES./Chiyo St. Inc. ©MAGES./Nitroplus 協力 未来ガジェット研究所

『STEINS;GATE』（シュタインズ・ゲート）とは？
『STEINS;GATE』は、志倉千代丸企画・原作による「99%の科学と1％のファンタジー」をコンセプトと
したシリーズ科学アドベンチャーシリーズの第2弾として2009年10月15日に発売されたゲーム。秋
葉原を舞台に描かれた、科学的な考察に基くタイムリープを主軸にした濃密なストーリーや、宮野
真守を始めとする豪華声優陣の起用でも話題を集め、続編ゲームの発売、テレビアニメ化、劇場
アニメ化、舞台化など、さまざまなメディアミックス展開をしています。
2019年～2020年は10周年となり、10周年を記念した10のプロジェクトを始動中です。
『シュタインズ・ゲートSTEINS;GATE』10周年プロジェクト公式サイト
http://steinsgate.jp/10th/
■ストーリー 舞台は2010年の秋葉原。ヘンテコ発明サークルを主宰する大学生、岡部倫太郎（
通称オカリン）が主人公。オカリン達が作った発明品の最新作 「電話レンジ（仮）」には偶然にも携
帯電話を通じて過去へメールを送れる機能が備えられていた。彼らがおもしろ半分に行った小さ
な過去への干渉 が、やがて世界を巻き込む大きな悲劇を生み出す。複雑に絡み合った因果関係
を紐解くため時間の壁を越えて奔走するオカリンだったが、悲劇は 果てしなく繰り返される。絶望
に見舞われ葛藤する。悲劇は食い止められるのか？
科学アドベンチャーシリーズ とは？
（略称表記 科学ADVシリーズ）
企画・原作の志倉千代丸によるアドベンチャーゲームシリーズ。 「99%の科学と1％のファンタジ
ー」をコンセプトとしたシリーズ。 科学的に検証されていることや、検証には至らずとも論じられ
ていること、そして、現実の社会や世相の出来事や流行などを取り入れ、 プレイヤーにリアリテ
ィを感じてもらう一方で、（現実に流布している）都市伝説やオカルト要素を交え、独特の世界観
を作り上げているシリー ズ。現在までの3作品には、物語の連続性はないので、それぞれ独立
した物語として楽しめる。その一方では、世界観を共有しているため、 一つの作品を知っている
と他の作品もより深く楽しめるようになっている。

▲ 2009年10月15日発売。
Xbox 360版ゲームとして『
STEINS;GATE』が最初に発表さ
れた当時のゲームパッケージ
。

▲岡部倫太郎
CV.宮野真守

▲橋田至
CV.関智一

▲牧瀬紅莉栖
CV.今井麻美

「MAGES. 事業戦略発表会」概要
開催日時：2020年10月25日（日） 17:00～
配信：ニコニコ生放送、YouTube Live、Periscope

第1部 「MAGES.事業戦略発表会」本編
17:00開始 18:00終了
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
※YouTube Live／ニコニコ生放送は11月24日(火) 23:59までアーカイブ配信を予定しております。

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」
19:00開始 20:00終了
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
・YouTube Live https://youtu.be/Nkvg0CKdovY
・ニコ生
https://live.nicovideo.jp/watch/lv328460938
・Periscope Twitterアカウント
株式会社MAGES.公式Twitter @PR_MAGES https://twitter.com/PR_MAGES
科学ADV公式Twitter @kagakuadv https://twitter.com/kagakuadv
※アーカイブ配信は後日改めて予定しております。
【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
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株式会社MAGES.
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広報宣伝部
森田 E-mail:morita_yasuji@mages.co.jp
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

