
 

 

 

 

報道関係者各位 
 

そして、２つの妄想は１つになる――― 

ファン待望の移植！妄想科学アドベンチャー 

『CHAOS;HEAD NOAH / CHAOS;CHILD DOUBLE PACK』 

2022 年 2 月 24 日（木）発売決定！予約受付開始！ 

さらに PV 公開＆公式サイトオープン！ 
 

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、Nintendo Switch™専用ソフ

ト妄想科学アドベンチャー『CHAOS;HEAD NOAH / CHAOS;CHILD DOUBLE PACK』を 2022 年 2 月 24 日（木）に発売

することを発表しました。 

当商品に収録されるのは、志倉千代丸企画・原作による科学アドベンチャーシリーズの原点となる PC 用ソフト

「CHAOS;HEAD」にキャラクター個別ルートを追加し 2009 年 2 月にコンシューマーゲームとして発売された

「CHAOS;HEAD NOAH」、2014 年 12 月に完全新作として発売された「CHAOS;CHILD」。両作とも渋谷で起きた『ニュー

ジェネレーションの狂気』と呼ばれる連続猟奇殺人事件を軸にした物語で、 「CHAOS;HEAD NOAH」は Xbox 360 での発

売を皮切りに PlayStation®3、PlayStation®Vita、やスマートフォン版へと移植されていますが、Nintendo Switch™でプ

レイできるのは今回が初となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、ゲームのパッケージイラストは、「カオス」シリーズのメインキャラクターデザインを手掛けた、ささきむつみ氏の描

き下ろしが決定！※絵柄は後日公開となります。 

そして本日より公式サイト、最新 PV も公開いたしました。今後のゲームの最新情報や、ジャケットイラストなどの公開は

公式サイトでの発表となりますので、お見逃しなく！ 

 

■公式サイト：http://5pb.jp/games/chaosdouble/ 

2021 年 11 月 25 日 

http://5pb.jp/games/chaosdouble/


■最新 PV：https://youtu.be/-qEpx_UghtA 

妄想がより鮮明に⁉『CHAOS;HEAD NOAH』初の HD リマスター化！ 
さらに歴代全ての OP ムービーの HD リマスター版も収録！ 

 

『CHAOS;HEAD NOAH / CHAOS;CHILD DOUBLE PACK』に収録される「CHAOS;HEAD NOAH」は「CHAOS;HEAD シ

リーズ」初の HD リマスタータイトルとなっており、過去に発売された移植版からさらにパワーアップ！ 

全てのオープニングムービーの HD リマスター版も収録されております。 

より鮮明になった映像で、あの妄想を、あの狂気をお楽しみください。 

 

※MAGES.エンジン…操作の軽さやスキップのスピードなどに定評がある MAGES.内製の ADV ゲーム用エンジン。 

『CHAOS;HEAD NOAH / CHAOS;CHILD DOUBLE PACK』予約受付開始！ 

初回製造分特典には、あの「セクシーパッチ」が付属！店舗別特典も！ 

 

CHAOS;HEAD NOAH / CHAOS;CHILD DOUBLE PACK の初回製造分には、拓巳の妄想が爆発⁉「CHAOS;HEAD」

のヒロインたちがムフフ♡な姿になる、ファンにはお馴染み(⁉)の「セクシーパッチ」を収録！PC 版「CHAOS;HEAD」・

PlayStation®Vita 版「CHAOS;HEAD DUAL」発売時に話題となった、あの伝説の特典が帰ってきます！ 

※初回製造分付属のセクシーパッチは CHAOS;HEAD NOAH にのみ適用されます。CHAOS;CHILD には適用されませ

んのでご注意ください。 

 

▲従来の CHAOS;HEAD NOAH(720p) ▲HD リマスター版 

https://youtu.be/-qEpx_UghtA


さらに店舗別特典では、「CHAOS;CHILD」2014 年発売当時の店舗別特典の絵柄を新アイテムに再構築！ 

MAGES.ONLINE SHOP 限定版では、ささきむつみ氏新規描きおろしパッケージイラストを使用したタペストリーが

付属。ここでしか手に入らない限定グッズをお見逃しなく！※絵柄は後日公開となります※ 

詳細は公式サイト、各店舗商品ページをご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製品概要  

タイトル：CHAOS;HEAD NOAH / CHAOS;CHILD DOUBLE PACK 

(カオスヘッドノア / カオスチャイルド ダブルパック) 

ジャンル：妄想科学アドベンチャー 

機種：Nintendo Switch™ 

発売日：2022 年 2 月 24 日（木） 

ＣＥＲＯ：Z（18 才以上のみ対象） 

価格：通常版：7,480 円(税込) 

ダウンロード版：6,380 円(税込) 

ダウンロード版単品：各 3,300 円(税込) 

 

発売元：MAGES.  

公式サイト URL：http://5pb.jp/games/chaosdouble/ 

最新 PV：https://youtu.be/-qEpx_UghtA 

科学アドベンチャー公式ツイッター（@kagakuadv） 

コピーライト：©MAGES. /NITRO PLUS/RED FLAGSHIP  

©MAGES./RED FLAGSHIP/Chiyo St Inc. 

©MAGES. /NITRO PLUS/RED FLAGSHIP 

 

 

※画面は開発中のものです。実際の商品とは異なります。  

アニメイト 
来栖乃々(CHAOS;CHILD) 
マイクロファイバータオル 

Amazon.co.jp 
山添うき(CHAOS;CHILD) 

A4 クリアファイル 

あみあみ 
香月華(CHAOS;CHILD) 

パスケース 

アキバ☆ソフマップドットコム 
尾上世莉架(CHAOS;CHILD) 

B2 タペストリー 

ワンダーグー 
有村雛絵(CHAOS;CHILD) 

A3 タペストリー 

MAGES.ONLINE SHOP 限定版 
ささきむつみ 

新規描き下ろしビジュアル 
B1 タペストリー 

http://5pb.jp/games/chaosdouble/
https://youtu.be/-qEpx_UghtA
https://twitter.com/kagakuadv


※Nintendo Switch™のロゴ・Nintendo Switch™は任天堂の登録商標です。 

 

■妄想科学アドベンチャーとは？ 
脳科学と量子論を基に、妄想の現実化を科学的に考証し、世界観が設定された物語。 
 

■CHAOS;HEAD NOAH STORY 

西條拓巳は、引きこもり一歩手前の高校 2 年生。 
「三次元に興味はないよ」と言い切り、部屋で大量の美少女フィギュアに囲まれて生活している。 
彼が住む渋谷では、『ニュージェネレーションの狂気（通称ニュージェネ）』と呼ばれる 
連続猟奇殺人事件が起きていた。 
その犯人はいまだ捕まっておらず、ネットやテレビを騒がせている。 
ある日チャットをしていると、『将軍』と呼ばれる謎の存在から、 
次のニュージェネ事件を予言するようなグロ画像が送られてきた。 
翌日、拓巳は学校帰りに、まさに予言された通りの殺され方をした、凄惨な事件現場に遭遇する。 
そしてその遺体の前には、血まみれの少女——咲畑梨深が立ち尽くしていた。 
 

 

■CHAOS;CHILD STORY 

“渋谷地震“と呼称される震災から 6 年後の西暦 2015 年 10 月—— 
復興中の渋谷で奇妙な事件が続発する。 
ネット生放送中に視聴者の前で謎の死を遂げる者。 
ストリートライブ中に歌いながら死にゆく者。 
ラブホテルの天井から吊られ回っている死体。 
人々は気づき始めた。 
事件の発生日は 6 年前の渋谷を騒がせたとある事件の日付と一致する。 
——そう、これはニュージェネレーションの狂気の再来なのだと。 
ただ——ひとつだけ。ひとつだけ違う事がある。事件の現場に残されている謎のシール。 
不気味な力士を模したような謎のシールが新たなニュージェネ事件を解決する鍵になることを、まだ人々は誰も知らな
い。 
暗躍する３００人委員会。 
覚醒しつつある妄想具現者たち。 
彼らの“胎動“により妄想の扉が再び解き放たれる…… 
 

 

■CAST 
CHAOS;HEAD NOAH 
西條拓巳(CV:吉野裕行) 
咲畑梨深(CV:喜多村英梨) 
蒼井セナ(CV:生田目仁美) 
楠優愛(CV:たかはし智秋) 
折原梢(CV:辻あゆみ) 
岸本あやせ(CV:榊原ゆい) 
西条七海(CV:宮崎羽衣) 
星来オルジェル(CV:友永朱音) 
 
CHAOS;CHILD 
宮代拓留(CV:松岡禎丞) 
尾上世莉架(CV:上坂すみれ) 
来栖乃々(CV:ブリドカットセーラ恵美) 
有村雛絵(CV:三森すずこ) 
久野里澪(CV:種田梨沙) 
山添うき(CV:水瀬いのり） 
香月華(CV:仲谷明香) 
 
 
■STAFF 
CHAOS;HEAD NOAH 
企画・原作：志倉千代丸 
ディレクター：松原達也 
キャラクターデザイン：ささきむつみ 
プロダクトデザイン：CHOCO 
原画：松尾ゆきひろ 
脚本：林直孝 
音楽：阿保剛 
 
CHAOS;CHILD 
企画・原作：志倉千代丸 



プロデューサー松原達也 
メインキャラクターデザイン：ささきむつみ 
サブキャラクターデザイン・制服デザイン：松尾ゆきひろ 
メインシナリオライター：梅原英司 
サブシナリオライター：たきもとまさし 安本亨 谷崎央佳 林直孝 
シナリオ監修：林直孝 
演出：若林漢二 
ディソードデザイン：麦谷興一（CHOCO） 
音楽：阿保剛 
 
 

報道関係の皆様からのお問い合わせ先 

株式会社 MAGES. 

〒108-0073 東京都港区三田 3-13-16 三田 43MT ビル 6F 

宣伝担当：IP ビジネス本部 広報宣伝部  

E-mail: dp-ip-pr@mages.co.jp  TEL：03-6822-9381 
 


