
7年ぶりのシリーズ最新作『メモリーズオフ -Innocent Fille-』

数量限定の豪華特典付き

『ラストメモリーズセット』予約受付開始のお知らせ

【報道関係者各位】
2017年12月7日

数量限定の豪華特典付き『ラストメモリーズセット』も発売！

予約受付 12月7日（木） 19：00 開始！

恋愛アドベンチャーゲーム『メモリーズオフ -Innocent Fille-』 （読み：イノサンフィーユ）の商品ラ

インナップとして PlayStation®4 / PlayStation®Vitaの2機種に、通常版、限定版、ダウンロード

版、および限定版にさらに特典を追加した数量限定商品「ラストメモリーズセット」を用意しまし

た。「ラストメモリーズセット」はMAGES.オンラインショップにて、本日12月7日19時より予約受付

を開始いたします。

メモリーズオフシリーズ公式サイト http://memoriesoff.jp/ 

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、恋愛アドベンチャーゲーム『メモリーズオフ』シリーズの最新作『メモリーズオフ -

Innocent Fille-』のスペシャルパッケージとして、数量限定の豪華特典付き「ラストメモリーズセット」の発

売と、「ラストメモリーズセット」予約受付を本日12月7日19時より開始することをお知らせいたします。

特典内容

イ ノ サ ン フ ィ ー ユ

『メモリーズオフ -Innocent Fille-』ラストメモリーズセット
機種 PlayStation®4 / PlayStation®Vita
発売日 2018年3月29日予定
価格 50,000円（税抜）/ 54,000円（税込）
【セット内容】
①各機種限定版

※限定版同梱特典
・サントラＣＤ「メモリーズオフ -Innocent Fille- Sound Collection」
・設定資料集「メモリーズオフ -Innocent Fille- 設定集」

②メモオフ1999-2018イラストコレクション
（250ページ予定、A4フルカラー）

③コンプリートサウンドトラック
（メモオフシリーズ作品全BGM収録、DVD3枚組）

④直筆サイン入り額装イラスト引換券
（予約時にイラストＡ ver. or Ｂ ver.の2種類より選択）
イラストＡ ver. イラストレーター：ささきむつみ
イラストＢ ver. イラストレーター：松尾ゆきひろ

※④の「直筆サイン入り額装イラスト」は、高精細印刷によるイラストに担当イラストレーターの直筆サイン
を入れ、額装したものとなります。

※この引換券は、後日開催するイベントの参加券にもなっており、イベント会場にて引換券を額装イラスト
と交換いたします。イベントに参加できない方には郵送させていただきます。
詳細は後日メモリーズオフ公式サイトにてご案内いたします。



「ラストメモリーズセット」は、下記サイトのみで予約を受け付けます。機種ごとにイラスト
が2種類あり、個別のページからの予約となります。ページは13：00にオープンし、
予約開始は19：00からとなります。

予約サイトについての詳細

PlayStation®4版 Ａ ver. （イラストレーター：ささきむつみ） 限定150セット
商品ページURL http://www.chara-ani.com/details.aspx?prdid=B17C00889

商品ページオープン 12月7日（木） 13：00
予約受付 12月7日（木） 19：00開始

『メモリーズオフ -Innocent Fille-』ラストメモリーズセット イラストＡ ver. （イラストレーター：ささきむつみ）
機種 PlayStation®4 発売日 2018年3月29日予定 価格 50,000円（税抜）／54,000円（税込）
【セット内容】
① PS4限定版 ②メモオフ1999-2018イラストコレクション（250ページ予定、A4フルカラー）
③コンプリートサウンドトラック（メモオフシリーズ作品全BGM収録、DVD3枚組）
④額装イラスト引換券（イラストＡ ver. イラストレーター：ささきむつみ）

PlayStation®4版 Ｂ ver. （イラストレーター：松尾ゆきひろ） 限定150セット
商品ページURL http://www.chara-ani.com/details.aspx?prdid=B17C00890
『メモリーズオフ -Innocent Fille-』ラストメモリーズセット イラストB ver. （イラストレーター：松尾ゆきひろ）
機種 PlayStation®4 発売日 2018年3月29日予定 価格 50,000円（税抜）／54,000円（税込）
【セット内容】
① PS4限定版 ②メモオフ1999-2018イラストコレクション（250ページ予定、A4フルカラー）
③コンプリートサウンドトラック（メモオフシリーズ作品全BGM収録、DVD3枚組）
④額装イラスト引換券（イラストＢ ver. イラストレーター：松尾ゆきひろ）

PlayStation®Vita版 Ａ ver. （イラストレーター：ささきむつみ） 限定150セット
商品ページURL http://www.chara-ani.com/details.aspx?prdid=B17C00891
『メモリーズオフ -Innocent Fille-』ラストメモリーズセット イラストＡ ver. （イラストレーター：ささきむつみ）
機種 PlayStation®Vita 発売日 2018年3月29日予定 価格 50,000円（税抜）／54,000円（税込）
【セット内容】
① PS Vita限定版 ②メモオフ1999-2018イラストコレクション（250ページ予定、A4フルカラー）
③コンプリートサウンドトラック（メモオフシリーズ作品全BGM収録、DVD3枚組）
④額装イラスト引換券（イラストＡ ver. イラストレーター：ささきむつみ）

PlayStation®Vita版 Ｂ ver. （イラストレーター：松尾ゆきひろ） 限定150セット
商品ページURL http://www.chara-ani.com/details.aspx?prdid=B17C00892
『メモリーズオフ -Innocent Fille-』ラストメモリーズセット イラストＢ ver.（イラストレーター：松尾ゆきひろ
機種 PlayStation®Vita 発売日 2018年3月29日予定 価格 50,000円（税抜）／54,000円（税込）
【セット内容】
① PS Vita限定版 ②メモオフ1999-2018イラストコレクション（250ページ予定、A4フルカラー）
③コンプリートサウンドトラック（メモオフシリーズ作品全BGM収録、DVD3枚組）
④額装イラスト引換券（イラストＢ ver. イラストレーター：松尾ゆきひろ）



タイトル メモリーズオフ -Innocent Fille- （読み：イノサンフィーユ）

ジャンル 恋愛アドベンチャー

機種 PlayStation®4 / PlayStation®Vita / PC（Steam®/DMM）

発売日 2018年3月29日予定

価格 通常版 7,800円（税抜） 限定版 9,800円（税抜） ダウンロード版 7,000円（税抜）

※PC版は、Steam®/DMMでのダウンロード版のみとなります。

限定版内容 ・サントラＣＤ

「メモリーズオフ -Innocent Fille- Sound Collection」
・設定資料集「メモリーズオフ -Innocent Fille- 設定集」

著作権表記 ©MAGES./5pb./GloriaWorks

商品情報（通常版／限定版／ダウンロード版）

主題歌は彩音が担当

主題歌を歌うのは、メモリーズオフシリーズのOP＆EDを数多く担当した彩音に決定！
作詞・作曲志倉千代丸とのコンビで『メモリーズオフ』の新たなテーマ曲が誕生する。

前作「ゆびきりの記憶」から7年の時を経て、メモリーズオフ再始動！

シリーズ史上、最もライトで最もシリアスな二面性のあるシナリオが、切なくて儚い、ただ一つの想い
を選ぶ“二者択一の恋物語”（オルタナティブ・ラヴストーリー）へとプレイヤーを誘います。
最後に行きつくのは、メモオフシリーズ共通のキーワード「かけがえのない想い」。
冬の湘南を舞台に「最後のメモリーズ」が今、始まります。

主題歌は彩音が担当



【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。

メモリーズオフシリーズ公式サイト（簡体字版） http://memoriesoff.jp/cn

メモリーズオフシリーズ公式サイト（繁体字版） http://memoriesoff.jp/tw

本作は中国語版も制作中で、公式サイトもそれぞれ用意しています。

中国語版同時展開

スタッフ

プロデューサー
柴田太郎
市川和弘
楊若昕（GloriaWorks）
劉逹峰（GloriaWorks）

企画・原案・ディレクター
相澤こたろー（ixtl）

主題歌
彩音
作詞・作曲：志倉千代丸

ゲストキャラクターデザイナー
ささきむつみ
松尾ゆきひろ

and more

サウンドコンポーザー
阿保剛

著作権表記
©MAGES./5pb./GloriaWorks

シナリオライター
日暮茶坊（Elephante）
下村健（Qualia）
白木原怜次
高瀬しんじ
たきもとまさし
川嶋一洋

キャラクターデザイナー
平つくね
安正まこと

相澤こたろー
池田靖宏

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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