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【報道関係者各位】
イ ノ サ ン フ ィ ー ユ

『メモリーズオフ -Innocent Fille-』
ファンディスク制作決定のお知らせ
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 -Innocent Fille-』の後日談を描くファン
ディスクの制作を決定したことをお知らせいたします。

各ヒロインエンド後の甘いひとときが描かれる
ファンディスク制作決定！
2018年3月にPlayStation®4 / PlayStation®Vita / Windows（DMM）版を発売し、Nintendo Switch™
版への移植や追加シナリオのDLC配信を発表した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）ですが、2019年春発売予定でファンディスクの制作が
決定いたしました。
機種は、2018年8月現在発売中の3機種での予定です。
今後移植される機種や、詳しいゲーム内容について
は続報をお待ちください。
ファンディスクでは、本編で苦難を乗り越えて迎えた各
ヒロインとのエンド後を描く物語となります。
お気に入りのヒロインと過ごすひたすら甘い時間を存
分にお楽しみいただけます。

▲ノエルとのストーリー。一緒に混浴!?

主人公＆ヒロイン達
（左から）主人公・楠瀬 累（CV:坂 泰斗） 嘉神川 ノエル（CV:千本木彩花）、日紫喜 瑞羽（CV:矢作紗友里）、
三城 柚莉（CV:武石あゆ実）、三城 琴莉（CV:本渡 楓）、志摩 寿奈桜（CV:徳井青空）、
メモリーズオフ -Innocent Fille- ファンディスク（仮称）
ジャンル
恋愛アドベンチャー
機種 PlayStation®4 / PlayStation®Vita / Windows（DMM）
発売日
2019年春予定
価格 未定
CERO
審査予定
著作権表記
©MAGES./5pb./GloriaWorks

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

『メモリーズオフ –Innocent Fille-』概要
明るく楽しいだけでは済まない、切なさ
や激しい心のぶつかり合いが特徴的な
「メモオフ」シリーズ。
1999年から続いた本シリーズの最終作
は、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展開します。
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）が紡がれ、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」
が描かれます。
▲右：キービジュアル 左：ヘヴィサイドキービジュアル
◆メインキャラクター＆キャスト
楠瀬 累 CV:坂 泰斗、嘉神川 ノエル CV:千本木彩花、三城 柚莉 CV:武石あゆ実、三城 琴莉 CV:本渡 楓、志
摩 寿奈桜 CV:徳井青空、日紫喜 瑞羽 CV:矢作紗友里、三城 莉一 CV:鈴木裕斗、稲穂 信 CV:間島淳司、汐
鐘 京子 CV:桜井みき
◆登場ゲストキャラクター（※シリーズ歴代ヒロインがゲストキャラとして登場します）
『メモリーズオフ』 今坂唯笑 CV:那須めぐみ ／ 双海詩音 CV:利田優子 『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

DLCとして、本編の柚莉エンド後を描く追加シナリオを
2017年7月31日より配信中です。ファンディスクに先駆
追加シナリオ
けて柚莉との物語をお楽しみください。

配信中！

機種 PlayStation®4 / PlayStation®Vita / Windows（DMM）
価格 600円（税抜）

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
相澤こたろー

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

商品情報
以下、発売中（本作DLC対象標品）
機種
PlayStation®4 / PlayStation®Vita / Windows（DMM）
発売日
2018年3月29日
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）
※Windows版は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」
CERO
C （15歳以上対象）

以下、発売予定
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
Nintendo Switch™
発売日
2018年10月25日予定
価格
通常版 7,800円（税抜） ダウンロード版 7,000円（税抜）
CERO
審査予定
Windows（Steam®）版 2018年発売予定
※ダウンロード専用
著作権表記

©MAGES./5pb./GloriaWorks

中国語版同時展開
中国語版公式サイト
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
【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。
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

