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報道関係各位 2017 年 4 月 12 日 

「オトメイト」“春の描き下ろし”が限定ストアに登場 

端午の節句をイメージした“薄桜鬼”などグッズ全 13種 
 

季節タイトルは“悠久のティアブレイド”＆“数乱 digit” 

 

全国で約 220 店舗のアミューズメント施設を運営する株式会社ナムコは、女性向け恋愛ゲームブランド「オ

トメイト」の期間限定イベントショップである『オトメイト キャラポップストア』にて、2017 年 4 月 21 日

(金)から名古屋 PARCO および namco 池袋サンシャインシティで、春のリニューアルを実施し、年間取り扱い

タイトルの「薄桜鬼 真改」に加え、「悠久のティアブレイド -Lost Chronicle-」、「数乱 digit」を新タイトルと

して取り扱います。なお、6 月には namco イオンモール KYOTO 店でも取り扱いを開始いたします。 

 

※詳細ページ： http://www.namco.co.jp/chara_shop/otomate/ 
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■『オトメイト キャラポップストア』について 

当ストアは、「薄桜鬼(はくおうき)」や「AMNESIA(アムネシア)」などの女性向け恋愛ゲームを展開するアイ

ディアファクトリーのゲームブランド「オトメイト」のイベントショップです(入場無料)。描き下ろしイラス

トを使用したオリジナルグッズを物販やミニゲームで提供しています。 

2017 年度の『オトメイト キャラポップストア』は、「四季で楽しむオトメイト」をテーマに、「冬・春・夏・

秋」と、時期ごとに販売されるシーズナルグッズで季節の移り変わりを感じていただけます。 

新選組をモチーフにした「薄桜鬼」シリーズのリメイク作品である「薄桜鬼 真改(しんかい)」をメインタイ

トルに据えて年間を通じて展開し、その他のシーズンタイトルは季節ごとに入れ替わります。さらに、各季節

のイベントをテーマにした新しいデザインの描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズも続々登場。ま

たゲームの結果に応じて限定オリジナルグッズがもらえるミニゲーム(1回500円/税込)もご用意しています。 

 
※ニュースリリースの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。 

 

 

 

 

 

http://www.namco.co.jp/


「オトメイト」“春の描き下ろし”が限定ストアに登場 

端午の節句をイメージした“薄桜鬼”などグッズ全 13種 
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■キャラポップストア限定「春の描き下ろし」 

春のイベントをテーマにしたイラストがキャラポップストア限定描き下ろしとして初お目見えです。 

 

＜「薄桜鬼 真改」描き下ろしテーマ＞ 

「薄桜鬼 真改」の描き下ろしのテーマは、春のイベントである「端午の節句」。武家の間で盛んに行われた日

本の伝統的な行事の一つで、各家庭で「兜(かぶと)」などを飾ります。これにちなみ「薄桜鬼 真改」に登場

する隊士達のさらなる活躍を祈願し、鎧兜を着た 12 名のイラストを展開。土方が織田信長、沖田が徳川家康

など、有名な「戦国武将達」の鎧兜を身につけたちびキャラ姿をお楽しみいただけます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

＜「悠久のティアブレイド -Lost Chronicle-」描き下ろしテーマ＞ 

描き下ろしのテーマは「イースターパーティー」。燕尾服風にかっこよく正装したシュドやアタルヴァなど 5

人が登場。さらにイースターのシンボルである「ウサギ」をイメージしたウサ耳と、まんまるフサフサのシッ

ポを付けています。イラストの中には他にもたくさんのウサギが隠れており、いくつ見つけることができるの

かも楽しみの一つとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜「数乱 digit」描き下ろしテーマ＞ 

「春の遠足」がテーマの「数乱 digit」は、ジャージ姿で遠足を満喫している６人の姿が描かれています。キャップ

帽には、それぞれが持つ“刻印数”と呼ばれる証と同じ数字のバッジを装着。旗を持ってリーダーシップを発揮し

ている央助(おうすけ)は、遠足でも歩くのは先頭。自作のぬいぐるみ同伴の光(みつ)など、それぞれの個性が表れた

イラストになっています。 
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■キャラポップストア限定 オリジナルグッズについて 

物販コーナーやミニゲームコーナーでは、描き下ろしイラストを使用した限定グッズを販売します。 

 

＜「薄桜鬼 真改」春の新グッズ一例＞ 

・アクリルスタンド(物販コーナーグッズ) 

隊士達のアクリルスタンドを飾ることができるアイテム。 

さらに別売りの金屏風デザインのアクリルスタンドジオラマには土台に差込口が 4 ヶ所あり、お好きな組み合わせ

で飾り付けが可能です。金屏風とセットで、五月飾り風のディスプレイを楽しむことができます。 

種類 ：全 12 種 

(土方歳三、沖田総司、斎藤一、藤堂平助、原田左之助、風間千景、永倉新八、山南敬助、 

山崎烝、伊庭八郎、相馬主計、坂本龍馬) 

価格 ：各 980 円/税込 ※アクリルスタンド ジオラマ(980 円/税込)は別売りです。 

サイズ：キャラクター部分 約 45×60ｍｍ ※サイズはキャラクターによって異なります。 

    台座部分 直径 35ｍｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜「悠久のティアブレイド -Lost Chronicle-」春の新グッズ一例＞ 

・ダイカットクッションストラップ(ミニゲーム賞品 王子賞) 

イースターの卵をイメージした卵型のダイカットクッションを 

ストラップにしました。 

クッションには描き下ろしイラストが描かれています。 

種類 ：全 5 種 

(シュド、アタルヴァ、ヤジュル、ロウ、クレイドル) 

価格 ：500 円/税込 ※ミニゲーム一回料金 

サイズ：W80×H130mm 

 

・楕円缶バッジ(ミニゲーム賞品 騎士賞) 

描き下ろしイラストを使用した「卵型」の缶バッジ。 

イースターの卵をイメージしています。 

種類 ：全 5 種 

(シュド、アタルヴァ、ヤジュル、ロウ、クレイドル) 

価格 ：500 円/税込 ※ミニゲーム一回料金 

サイズ：W45×H70mm 
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＜「数乱 digit」春の新グッズ一例＞ 
・トートバッグ(物販コーナーグッズ) 
遠足をはじめ、学校や職場でも活用できるランチトートバッグです。
お弁当箱の他、500ml のペットボトルが入るサイズのため、外でお昼
ご飯を楽しむのにもぴったりのアイテムです。 
種類 ：全 1 種 
価格 ：1,500 円/税込 
サイズ：W300×Ｈ200ｍｍ（持ち手部分は含みません） 
 
 
 
 
 
 
・アクリルキーホルダー(物販コーナーグッズ) 
描き下ろしイラストに各キャラクターのモチーフである数字を大きく
デザインしたアクリルキーホルダー。 
種類 ：全 6 種 
価格 ：各 980 円/税込 
サイズ：W53×Ｈ68ｍｍ  

※サイズはキャラクターによって異なります。 
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※画像は全てイメージです。実際と異なる場合があります。 

※商品は数に限りがございます。品切れの際はご了承ください。 

※ニュースリリースの情報は発表日現在のものです。 

※イベント内容は予告なく変更または終了となる場合があります。 

 

 

■『オトメイト キャラポップストア』 開催概要【入場無料】 

開催名称：「オトメイト キャラポップストア」名古屋パルコ店 

開催場所：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 3-29-1 東館 4 階 

開催期間：2017 年 3 月 15 日(水)～5 月 14 日(日) 

営業時間：10:00～21:00 

 

開催名称：「オトメイト キャラポップストア」 namco 池袋サンシャインシティアルタ店 

開催場所：〒170-8630 東京都豊島区東池袋 3-1-3 サンシャインシティ内 ALTA 1 階 

開催期間：2017 年 4 月 21 日(金)～6 月 25 日(日) 

営業時間：11:00～20:00 

 

開催名称：「オトメイト キャラポップストア」 namco イオンモール KYOTO 店 

開催場所：〒601-8417 京都府京都市南区西九条鳥居口町 1 番地 

イオンモール KYOTO Sakura 館 4 階 

開催期間：2017 年 6 月 10 日(土)～8 月 27 日(日) 

営業時間：10:00～21:00 
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■「薄桜鬼(はくおうき)」とは 

「薄桜鬼」は 2008 年に 1 作目が発売された、「オトメイト」を代表する女性向け恋愛アドベンチャーゲー

ム。“新選組”をモチーフとしながらも鬼や吸血鬼などのファンタジー要素を巧みに組み込み、多くの女性フ

ァンに支持されている。1 作目の発売から 9 年目に突入し、2016 年 9 月末にはシリーズ累計出荷本数 100 万

本を突破した。またゲームのみならず、TV アニメ、舞台、ミュージカル、イベント、コミック、そしてバラ

エティ豊かなグッズ展開など多彩な展開でも注目を集めており、2013 年夏と 2014 年春には劇場版アニメー

ション 2 部作が公開され、大きな話題となった。そして、2014 年 3 月には現代学園を舞台にしたスピンオフ

作品、PlayStation®Vita 専用ゲーム「薄桜鬼 SSL ～sweet school life～」が発売され、さらなる広がりを見せ

ると共に、2015 年からはシリーズの集大成とも言える最新作「薄桜鬼 真改」の展開を開始し、2017 年、

PlayStation®4「薄桜鬼 真改 風華伝」が発表された。 

 

「薄桜鬼総合サイト」 http://www.hakuoki.jp/ 

 

 

■「悠久のティアブレイド -Lost Chronicle-」とは 

2016 年 9 月に発売された、女性向け恋愛アドベンチャーゲーム。対応機種は PlayStation®Vita。 

 

ストーリー： 

最終戦争で大地が荒廃した遥かな未来。大気汚染により、人類の寿命は半分以下となっていた。……そんな

時代、スラムで暮らす少年シュドは謎の逃亡者アタルヴァと出会い、彼から１人の少女の話を聞かされる。そ

の少女の名は【イヴ】。古代人が遺した巨大地下シェルター【ネオスフィア】で、管理 AI【クレイドル】と共

に 3000 年もの時を生きるその少女は、とある禁忌の力をその身に秘めているのだという。それを知ったシュ

ドはその力で地上を浄化すべく、アタルヴァと共に地下のネオスフィアへ向かうのだが、少女との邂逅を果た

した直後、軍の襲撃を受けてしまう。……軍の巨大な人型兵器の力に、為す術ないシュド達。しかしその時、

少女の危機に呼応するかのように、純白の人型兵器【ティアブレイド】が少年達の前に姿を現した……。 

 

「悠久のティアブレイド -Lost Chronicle-」公式サイト http://www.otomate.jp/tierblade/ 

 

■「数乱 dijit」とは 

2016 年 10 月に発売された、女性向け恋愛アドベンチャーゲーム。対応機種は PlayStation®Vita。 

 

ストーリー： 

私立梵(そよぎ)学園。この学園には数家(すうけ)と呼ばれる九つの名家の子息・息女が在籍しており、学園

内では一目置かれる存在だった。彼らには秘密があり、この学園で彼らにしか行えないある戦いがあった。そ

れは【数乱戦(すうらんせん)】と呼ばれるもので、数家の中にある序列及び数家を統べる頭首【梵(そよぎ)】

はこの戦いによって遠い昔から定期的に決められていた。ただこの戦いは、一つの数字が欠けたことによって

もう二度と行うことはできないとされてきた。しかし、突如彼らの前に現れた【存在するはずのない数字】に

より、数乱戦の条件は満たされることに……。 

ジャンル：女性向け恋愛 ADV、対応機種：PlayStation®Vita。 

 

「数乱 dijit」公式サイト http://www.otomate.jp/suran/ 

 

 

■「キャラポップストア」とは 

アニメ・ゲームなどの作品を題材にした期間限定・体験型キャラクターショップです。作品の世界観を演出し

た店内には、キャラクターパネルなどフォトスポットを設置し、お気に入りのキャラクターと写真撮影がお楽

しみいただけます。他にも、ここでしか手に入らない限定オリジナルグッズの販売や、作品をモチーフにした

ミニゲームなどキャラクターファンが作品の世界観を体感することができる施設です。 


