
【報道関係者各位】 2022年6月3日

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、 2022

年7月28日発売のNintendo Switch™ / PlayStation®4 用 メタ科学アドベンチャー『ANONYMOUS;CODE』（アノ

ニマス・コード）の公式サイトにて、最新情報を公開しましたのでお知らせいたします。

Nintendo Switch™ / PlayStation®4 メタ科学アドベンチャー『ANONYMOUS;CODE』

プロローグムービー第1弾 及び
新キャラクター情報公開のお知らせ

ゲーム内プロローグムービー第1弾を公開！

本映像ではクラシカルな音楽ともに、「この世界は間違いなく数式でできている」という世界の構造を解き明かしていくよ
うなナレーションが流れます。まるでプレイヤーを、これから体験する「ANONYMUOS;CODE」の世界へといざなうかのよう
に……。

映像内には、作中に登場する世界的大災害《サッドモーニング》をはじめ、気になるキーワードが多数登場するので、こ
ちらもぜひ注目してご覧ください。
プロローグムービー第2弾をはじめ、作品に関する映像は今後も順次公開していきます。お見逃しなく！

Youtube内URL https://youtu.be/_98-d7lu8rs

※2022年6月3日17時解禁情報※

https://youtu.be/_98-d7lu8rs


田淵 亮一（ダブ）Tabuchi Ryoichi

CV:田渕将平

主人公・ポロンの愛車「グレイパー」を整備する

気の良い仲間たちを公開！

ポロンの友達の整備士。通称、ダブ。

チューナーショップ「田淵モータース」社長の息子。

グレイパーの草レース仲間でもある。

18歳。

ポロンの友達の整備士。通称、アンドゥ。

チューナーショップ「田淵モータース」で働いている。

グレイパーの草レースにも参加するが、それ以上にマシンい

じりが好き。

16歳。
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▲グレイパーの整備士であり、草レースの仲間でもある。

クロス、ウインドともつるんでおり、ポロンにとっても気を許せる友達だ。

安藤 大（アンドゥ）Ando Dai

CV:石川 翔



デジタル社会が行きつく2037年 東京都、中野が舞台
陰謀渦巻く世界を駆け抜ける、若きハッカーたちの物語！

『ANONYMOUS;CODE』公式サイト http://anonymouscode.jp/

些細な嘘と偶然の出会いから、主人公・ポロンは謎

の少女“モモ”を襲い来る追跡者から守ることになる。

その窮地の最中、彼にもたらされる「セーブ＆ロード」ア

プリ。それを使えば、まるでゲームのように時を記録しや

り直すことが出来る……。

無数に分岐する現実を「ハッキング」し、世界を救う結

末を“ロード”せよ！

これは、未来を書き換える“ハッカー”たちの物語。

ストーリー

実況プレイ動画編集版公開中

４月１日に原作者・志倉千代丸が実況配信した

映像を、ゲームの「第1章」と「第2章＋α」に分割した

編集版を、公式サイト及びYouTubeで公開中です。 Illustration 中田春彌

※各ムービーのYouTubeのURLは本書最終ページに記載しております。

『ANONYMOUS;CODE』（アノニマス・コード）とは？

シリーズ累計100万本を突破した『STEINS;GATE』に代表される科学アドベンチャーシリーズ。その企画・原作を手掛ける
志倉千代丸と「科学アドベンチャーシリーズ」制作スタッフ陣による最新作が、遂に幕を開ける！

デジタルの恩恵を受ける近未来、2037年の東京・中野を
拠点に活動する若きハッカーが、仲間達と共に様々な謎や
事件、そして、この世界の存在意義さえも揺るがす陰謀に立
ち向かう物語。

科学・オカルト・サスペンス・ミステリー・ロマンスが織りなす科
学アドベンチャーシリーズの集大成
『ANONYMOUS;CODE』が、アドベンチャーゲームの新たな
領域へと踏み出す！

以下、既出情報です。



プレイヤーと主人公が協力するゲームシステム

本作では、ADVゲームで主流の選択肢によるシナリオ分岐は無く「ハッキングトリガー」によって分岐します。そ

して、分岐した結果が「マンガトリガー」によって表現される場合があります。

「ハッキングトリガー」では、プレイヤーはポロンが持つ「セーブ＆ロード」アプリをいつ使うべきか提案することがで

きます。セーブ＆ロードを実行するか否かの判断はポロンの手に委ねられており、ポロンが同意したときのみ実行

されます。ポロン１人では考え付かなかった最適なタイミングを提案して、セーブ＆ロードを実行してもらう……。

そのプレイヤーとポロンの協力関係が、物語を進めるカギになります。

【セーブ＆ロード】― 未来を”ハッキング”できるポロンのアプリ

▲ポロンは「現在」をセーブできる。 ▲「ハッキングトリガー」を使うと、プレイヤーはポロ

ンに働きかけることができる。

【マンガトリガー】― “マンガナイズ”されたシナリオ分岐の表現

「マンガトリガー」では、激しいアクションシーンや難解な説明をマンガのコマを追うようにして、テンポ良く、かつ、

分かりやすく見せていきます。ハッキングトリガーによって分岐した結果を表現することもあります。

▲ロード前、モモを連れて逃げ出すことに失敗

するポロン。

▲ロード後、未来を知っていたポロンは、モモを

連れて逃げだすことに成功。

アニメや漫画、小説ではなく、ゲームだからこそできる
新システム「ハッキングトリガー」

ポロンが手に入れた「セーブ＆ロード」アプリは「現在」をセーブすることができます。そして、そのデータをロードするこ

とでセーブした時点からやり直しができます。「セーブ＆ロード」の主導権はポロンが握っていますが、データスロットは

プレイヤーも使用可能で、ポロンと共有します。



登場キャラクター

高岡ポロン
CV:千葉翔也

愛咲モモ
CV:夏川椎菜

弓川クロス
CV:杉田智和

牧ウインド
CV:高仲祐之

小津谷天弦（オズ）
CV:咲野俊介

宝生乃々花（ノンノ）
CV:木野日菜

澤衣 リコ
CV:岡木陽夏

京極 イロハ
CV:本多真梨子

倉科バンビ
CV:山本彩乃

鮫洲 カオル
CV:上田燿司

JUNO
CV:田村ゆかり

リディ・クマール
CV:久條楓

奥田ユアン
CV:津田健次郎

グレアム・キングリー
CV:楠大典

蘇我アスマ
CV:藤原夏海

ロザリオ・ロザリーニ
CV:石川由依

ローニン・デルシエロ
CV:藤原祐規

ダビデ・イエッセイ
CV:佐藤せつじ

フェリーノ・アルカナ
CV:永木さくら



限定版特典
限定版は、キャラクターデザインを担当する中
田春彌の描き下ろしイラストによる
豪華オリジナルボックスの装丁！

同梱特典として、『ANONYMOUS;CODE』の設
定や世界観を解説したビギナーズガイドとアー
トが詰まったB5サイズのガイドブック
『A BEGINNERS' GUIDE TO EARTH 
SIMULATOR』。そして、この世界を彩る音楽
を収録した2枚組のサウンドトラックCD『
ANONYMOUS;CODE SOUND DATA LOG』
。 サウンドトラックCDには、ミュージックコン
ポーザー阿保剛による全52曲のライナーノーツ
を掲載し、楽曲に込められた物語をより深く楽
しめる。

主題歌＆主題歌集

『ANONYMOUS;CODE』

OPテーマ

「GAME OVER」

歌：いとうかなこ

作詞・作曲：志倉千代丸

編曲：久下真音

「ANONYMOUS;CODE」

EDテーマ

『My Dearest』

歌：FRAM（フラン）

作詞・作曲／編曲：玉木千尋

「ANONYMOUS;CODE」

グランドEDテーマ

『Mob's  God‘s』

歌：亜咲花

作詞・作曲：志倉千代丸

編曲：本田光史郎

「ANONYMOUS;CODE」

挿入歌

『パスワードには大文字小文

字と記号を入れよう！ 』

歌：サイバーフォースドール

倉科バンビ（cv.山本彩乃）

澤衣リコ（cv.岡木陽夏）

京極イロハ（cv.本多真梨子）

作詞・作曲：志倉千代丸

編曲：Armin Van Tamzalian

タイトル：『ANONYMOUS;CODE』主題歌集
発売日：2022年7月29日（金） 品番：USSW-0355
価格：1,980円（税込） 発売元・販売元：MAGES.

【店舗特典情報】
MAGES.SOTRE https://axelstore.jp/mages にてご購入いただくと
『ANONYMOUS;CODE』の世界観を盛り込んだ、ここでしか手に入らない
限定特典「特製ステッカーシート」プレゼント！
特典はなくなり次第終了ですので、ご予約はお早めに！

CD情報

https://axelstore.jp/mages


商品情報

【会社概要】

会社名： 株式会社MAGES.（メージス）

所在地：〒108-0073 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

報道関係の皆様からのお問い合わせ先

株式会社MAGES. マーケティング部

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

タイトル ANONYMOUS;CODE

（アノニマス・コード）

ジャンル メタ科学アドベンチャー

発売日 2022年7月28日予定

価格 通常版 8,580円（税込）

限定版 11,880円（税込）

ダウンロード版 7,700円（税込）

機種 Nintendo Switch™ ／ PlayStation®4

CERO C （15才以上対象）

発売元 MAGES.

コピーライト ©MAGES./Chiyo St. Inc.

限定版特典

「A BEGINNERS' GUIDE TO EARTH SIMULATOR」
（ガイドブック兼アートブック B5サイズ 60ページ予定）

「ANONYMOUS;CODE SOUND DATA LOG」
（サウンドトラックCD 2枚組）

【オープニングムービー Youtube URL】

https://youtu.be/3W5vi0CLnIk

【原作者：志倉千代丸による実況プレイ配信 YouTube URL】

世界初公開ANONYMOUS;CODEゲーム配信（編集版）第1章

https://youtu.be/g7YaybyQ0ys

世界初公開ANONYMOUS;CODEゲーム配信（編集版）第2章＋α

https://youtu.be/vJi6Aqn3YgA

ANONYMOUS;CODE
公式サイト

http://anonymouscode.jp/

http://5pb.jp/games/contact
https://youtu.be/3W5vi0CLnIk
https://youtu.be/g7YaybyQ0ys
https://youtu.be/vJi6Aqn3YgA

