
PlayStation®4 / PlayStation®Vita / PC 『メモリーズオフ -Innocent Fille-』
シリーズ歴代ヒロインたちが登場、

水樹奈々らによるキャストコメント、

及び、オープニングムービー公開のお知らせ

【報道関係者各位】 2018年2月9日

シリーズ最終作となる本作では

歴代ヒロインたちがゲストキャラクターとして登場！

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）には、過去

のシリーズ各作品から一部のヒロインたちがゲストキャラクターとして登場します。

ゲーム本編ではシリーズ過去作品からそれぞれ時間が経過しており、新たなシナリオと新規収

録したボイスにより、ヒロインたちのその後の姿を見ることができます。

公式サイトでは、登場するゲストキャラクターとキャストコメントを公開いたしました。

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、2018年3月29日発売予定の恋愛アドベンチャーゲーム『メモリーズオフ -Innocent 

Fille-』のゲストキャラクター、キャストコメント、及びオープニングムービーをゲーム公式サイトにて公開い

たしました。この他、本日より開始となったDMM.comでの無料配信情報、シリーズゼネラルプロデューサー

市川和弘のコメントを掲載しましたので、公式サイト更新情報として併せてお知らせいたします。

彩音が歌うオープニングムービー公開！

彩音が歌う主題歌&EDの曲名を発表、同時にゲームのオープニングムービーを公開しました。

◆登場ゲストキャラクター

『メモリーズオフ』

今坂唯笑 CV:那須めぐみ

『メモリーズオフ2nd』
白河ほたる CV:水樹奈々

『想い出にかわる君～Memoreis Off～』

荷嶋音緒 CV:清水愛

『メモリーズオフ～それから～』

陵いのり CV:小林沙苗

『メモリーズオフ#5 とぎれたフィルム』

仙堂麻尋 CV:井ノ上奈々

『メモリーズオフ6 ～T-wave～』

稲穂鈴 CV:田中理恵／嘉神川クロエ CV:後藤邑子

『メモリーズオフゆびきりの記憶』

天川ちなつ CV:鹿野優以／星月織姫 CV:野中藍

オープニングムービーより

▲本作ヒロイン 嘉神川ノエル

▲歴代ヒロインも登場



今坂唯笑 （いまさかゆえ）

キャラクターデザイン：ささきむつみ

総合病院勤務の看護師。智也とは同棲中……とのこと。相変わらず騒がしい日常のようだ。信がマス

ターを務めるカフェ「YuKuRu」によく顔を出す。

ゲストキャラクター 及び キャストコメント（一部）

素敵な女性に成長している、唯笑。こんなセリフいうようになったんだな… って。

セリフチェックしているうちに、嬉しくて涙出ました。

※以下のコメント内容は一部を抜粋し編集したものです。全文は公式サイトにて公開しています。

Comment 那須めぐみさん

10年以上の時を経て、再びほたるを演じる機会をいただけるなんて！

本当にビックリ＆幸せでした！

水樹奈々さん

『あの口癖』も当時のままで、十数年ぶりのセリフ収録はとても懐かしかったです！

清水 愛さん

※キャラクターデザインは、『メモリーズオフ –Innocent Fille-』における表記です。デザイン原案は初出の各タイトルに準拠しています。

再び、いのりを演じる事ができて嬉しいです。

当時歌わせていただいたED曲は、今でも口ずさむほど気に入ってます。

小林沙苗さん

『メモリーズオフ』

白河ほたる （しらかわほたる）

キャラクターデザイン：ささきむつみ

オーストリアの国立音楽大学へ通った後、ロンドンへ渡り管弦楽団に所属。イギリスを中心にピアニス

トとして活動中。恋人の伊波健からのプロポーズを今か今かと待っている。

『メモリーズオフ2nd』

荷嶋音緒 （かしまねお）

キャラクターデザイン：松尾ゆきひろ

ファッション系や街歩き系の雑誌/WEB媒体でライターとして奮闘中。

近頃はプロレス関係の記事もなぜか書くことになり、方向性がどこで変わったのか悩み中。

『想い出にかわる君～Memoreis Off～』

陵いのり （みささぎいのり）

キャラクターデザイン：松尾ゆきひろ

なぞなぞターイムは子供相手の時だけ恥ずかしがらずに言えるようになったらしい。

ピアノは趣味で続けていて、あの教会でピアノを奏でることもあるようだ。

『メモリーズオフ～それから～』

サイトでは、キャラクターを演じている皆様より、以下の質問に対するコメントをいただき掲載しています。

【質問１】 『メモリーズオフ』という作品について、どのような印象を受けましたか？

【質問２】 ご自身が演じられているキャラクターについての印象をお教えください。 また、第一印象と演じた後で印象が

変わった部分などはございますでしょうか？

【質問３】 ファンの皆様へメッセージをお願いいたします。

Comment

Comment

Comment



ほんの少し大人になったちなつは…あんまり変わらないかな！本来の彼女らしさが素直に出てい

たように感じました。

鹿野優以さん

「鈴代黎音」をペンネームとして活動する少女向け小説家。故あって恩人が手放したカフェを譲り受

けて再開したが、一計を案じて弟の信に全て任せている。

稲穂 鈴 （いなほすず）

キャラクターデザイン：平つくね

私も久しぶりに姫ちゃん先生に会えて、とっても懐かしかったです。 ぜひぜひ当時のファンの方も、

初めましての方も、プレイしてみてくださいね！

野中 藍さん

クロエがさらに綺麗になって現れた！って感じで嬉しかったです。

妹をねこ可愛がりするのも変わらずです。

後藤邑子さん

待ちに待ったメモオフシリーズ最新作です。そして、私が何度も言ってきたメモオフ#5の名台詞「願

いは、想い続けていればきっと叶う。」が実現します。

井ノ上奈々さん

仙堂麻尋 （せんどうまひろ）

キャラクターデザイン：松尾ゆきひろ

新米カメラマンとして奮闘中。不器用なりに自立した女になっていっている。

一時期なんとなく信に惹かれたこともあったようなないような。いやない。

『メモリーズオフ#5 とぎれたフィルム』

金髪・翠瞳の日仏ハーフ。「ノエル」の姉。

青峯学院大学を休学してフランス留学中だが、年末年始は帰国しているようである。

田中理恵さん

嘉神川クロエ （かがみがわくろえ）

キャラクターデザイン：相澤こたろー

『メモリーズオフ6 ～T-wave～』

『メモリーズオフ6 ～T-wave～』

大学に進学。今も風流庵でのバイトは続けているが、お京さんの抜けた穴を埋められず苦労して

いる。柚莉曰く、風流庵の「なのですさん」

『メモリーズオフゆびきりの記憶』天川ちなつ （あまかわちなつ）

キャラクターデザイン：森井しづき

高校の教師を続けている。見た目の幼さは全く変わっておらず、「澄空の座敷童」と言われてたり

言われてなかったり。

『メモリーズオフゆびきりの記憶』

鈴は、綺麗でカッコいい大人の女性な印象だが彼女自身が大人であろうとしているだけで中身は

乙女。義理堅く、純情で節を曲げないために結構損もしている。酔っ払うと面倒くさい？！（笑）

星月織姫 （ほしつきおりひめ）

キャラクターデザイン：森井しづき
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彩音が歌うオープニングムービー公開！

主題歌
「レジリエンス」彩音
作詞・作曲：志倉千代丸 編曲：悠木真一

エンディングテーマ
「あがらない雨はないんだよ」彩音
作詞・作曲：志倉千代丸 編曲：悠木真一

彩音が歌う主題歌&EDの曲名を発表、同時にゲームのオープ

ニングムービーを公開しました。

DMM.comにてシリーズ無料配信開始！

DMM.comでは、新作『メモリーズオフ –Innocent Fille-』（PC版 DL
専用）の予約受付を開始し、新作発売記念のシリーズ振り返り企

画として、下記タイトルの無料配信を開始しました。

【無料配信開始日】

2018/2/9（金） 『メモリーズオフデュエット～1st＆2nd stories～』

2018/2/15（木）『メモリーズオフ After Rain』
2018/2/22（木）『想い出にかわる君～メモリーズオフ～』

2018/3/1（木） 『メモリーズオフ～それから～』

2018/3/8（木） 『メモリーズオフ～それからagain～』

2018/3/15（木）『メモリーズオフ＃5 とぎれたフィルム』

【無料配信終了日】

2018/3/28（水） 23:59 全タイトル終了

※配信予定は、予告なく変更になる場合があります。

詳しくは、DMM.com内特設ページをご覧ください。

DMM.com内5pb.特設ページ http://dlsoft.dmm.com/5pb/

メモリーズオフシリーズ公式サイトでは、本作シリーズのゼネラルプロデューサー 市川和弘のコメン

ト「メモリーズオフシリーズ最終章に寄せて」を公開いたしました。

メモリーズオフシリーズゼネラルプロデューサー
市川和弘からのコメントを掲載

【本日より無料配信中！】
『メモリーズオフ デュエット～1st＆2nd stories～』商品ページ

http://dlsoft.dmm.com/detail/images_0015/

※ムービーの記事掲載用コードは
下記URLよりご取得ください。
https://youtu.be/bupsdyv8xCA

オープニングムービーより



【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

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（PS4® / PS Vita / DMM）

2018年発売予定（Steam®）
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。

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

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
シナリオライター：日暮茶坊（Elephante） 下村健（Qualia） 白木原怜次 高瀬 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
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

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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