
株式会社MAGES.（東京都港区 、代表取締役社長：志倉千代丸.）は、ダウンロードタイトルを対象に

PlayStation®Storeにて2019年8月6日（火）～9月2日（月）、My Nintendo Storeにて8月8日（木）～9月2日

（月）の期間、「MAGES.サマーセール2019」を実施いたします。

『STEINS;GATE ELITE』がセール初登場！

TVアニメ好評放送中『この世の果てで恋を唄う少女YU-NO』をはじめ

全88タイトルが最大95%OFF、最安値108円（税込）となる

≪ MAGES.サマーセール2019 ≫
PlayStation®Store/My Nintendo Storeにて実施のお知らせ

【報道関係者各位】 2019年8月5日

PlayStation®Storeにて2019年8月6日（火）～9月2日（月）、My Nintendo Storeにて8月8日（木）～9
月2日（月）の期間、ダウンロード版ソフトの割引セールを行います。セール対象商品88タイトルが

最大95%OFF、最安値108円（税込）となります。

今年シリーズ10周年を迎える“シュタゲ”こと『STEINS;GATE』を、アニメ素材を使用し新たな手法で

再構築した『STEINS;GATE ELITE』。TVアニメ化され、物語はいよいよ異世界編へ突入し、一層の盛

り上がりを見せる『この世の果てで恋を唄う少女YU-NO』 。そして、人気アニメのゲーム化タイトル

では、劇場アニメが今月公開となる『この素晴らしい世界に祝福を！』や、 『やはり俺の青春ラブコ

メはまちがっている。』等々、多数のタイトルが大幅割引。20年の歴史を持つ『メモリーズオフ』シリ

ーズは最安値108円（税込）、最大95%OFFとなります。昨年発売された最終作『メモリーズオフ -
Innocent Fille-』もお買い求めやすくなります。その他多数のラインナップを用意しています。ぜひ

この機会に各タイトルをプレイしてみてください。

5pb.Gamesダウンロードゲームカタログ http://5pb.jp/games/dl/

▲『STEINS;GATE ELITE』

※Nintendo Switch™対象タイトルは『STEINS;GATE ELITE』『この世の果てで恋を唄う少女YU-NO』の2タイト
ルです。 ※ PSP®用ソフト（ダウンロード版）は、PS Vitaでプレイ可能です。 ※セール対象全タイトルは
下記サイトをご参照下さい。 サイトからは各ストアページへジャンプできます。

シリーズ10周年 『STEINS;GATE ELITE』が43％OFF！

TVアニメ異世界編突入記念として『YU-NO』Nintendo Switch™版も対象に！
『この素晴らしい世界に祝福を！』 など人気アニメのゲーム化作品も多数対象！

『STEINS;GATE ELITE』 PS4、PS Vita、Switch 43%OFF
定価7,560円（税込）→セール価格4,320円（税込）

『この世の果てで恋を唄う少女YU-NO』
PS4、PS Vita 36%OFF 定価7,560円（税込）→セール価格4,860円（税込）

Switch 25%OFF 定価6,480円（税込）→セール価格4,860円（税込）

『この素晴らしい世界に祝福を！ -この欲深いゲームに審判を！-』 PS4/PS Vita 57%OFF
定価 7,560円（税込）→セール価格3,240円（税込）

『やはりゲームでも俺の青春ラブコメはまちがっている。＆続おまとめセット』 PS4 49%OFF
定価 8,424円（税込）→セール価格4,320円（税込）

『メモリーズオフ -Innocent Fille-』 PS4/PS Vita 43%OFF
定価 7,560円（税込）→セール価格4,320円（税込）

▲『この世の果てで
恋を唄う少女YU-NO』



◆『STEINS;GATE ELITE』 『ROBOTICS;NOTES ELITE』を始め、

世界観を共有する科学アドベンチャーシリーズをラインアップ！

TOPICS

◆『YU-NO』『このすば』『冴えカノ』『PSYCHO-PASS』『俺ガイル』など

人気アニメの関連タイトルも充実！

TVアニメ化され現在好評放送中の『この世の果てで恋を唄う少女YU-NO』や、今月劇場版公開の『この素晴ら

しい世界に祝福を！』（通称このすば）や『冴えない彼女の育てかた』（通称冴えカノ） 『PSYCHO-PASS サイコパ

ス』に加え、『NEW GAME!』『Re:ゼロから始める異世界生活』（通称リゼロ）や『やはり俺の青春ラブコメはまち

がっている。』（通称俺ガイル）など、これまでに発売した人気アニメのゲーム化作品も多数用意しています。

今年シリーズ10周年を迎える『STEINS;GATE ELITE』、1月に発売された『ROBOTICS;NOTES DaSH』
の前作『ROBOTICS;NOTES ELITE』を始め、科学アドベンチャーシリーズナンバリングタイトルと派生
作品を網羅。

【科学ADVシリーズ】画像左上から

『CHAOS;HEAD NOAH』
『STEINS;GATE』
『STEINS;GATE 0』
『STEINS;GATE ELITE』（Switch版有り）

『ROBOTICS;NOTES ELITE』
『CHAOS;CHILD』
『OCCULTIC;NINE』

【科学ADVシリーズ派生作品】画像左から

ラブコメ色の強い

『CHAOS;HEAD らぶChu☆Chu！』

『STEINS;GATE 比翼恋理のだーりん』

『CHAOS;CHILD らぶchu☆chu!!』
シリアスにキャラクターを掘り下げる

『STEINS;GATE 線形拘束のフェノグラム』

画像左から

『この世の果てで恋を唄う少女YU-NO』（Switch版有り）

『この素晴らしい世界に祝福を！-この欲深いゲームに審判を！-』
『冴えない彼女の育てかた - blessing flowers - 』、 『PSYCHO-PASS サイコパス選択なき幸福』

『NEW GAME! –THE CHALLENGE STAGE!-』、『Re:ゼロから始める異世界生活 –DEATH OR KISS-』
『やはりゲームでも俺の青春ラブコメはまちがっている。＆続おまとめセット』



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
代表取締役社長：志倉千代丸
設立 2011年6月
URL http://mages.co.jp 

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.（5pb.）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

【コピーライト表記】
『STEINS;GATE ELITE』©MAGES./5pb./Chiyo St. Inc. ©2009 MAGES./5pb./Nitroplus 協力未来ガジェット研究所 『この世の果てで恋を
唄う少女YU-NO 』©MAGES./5pb. 『CHAOS;HEAD NOAH』 ©2008 MAGES./5pb./Nitroplus/RED FLAGSHIP 『STEINS;GATE』
©MAGES./Nitroplus 『STEINS;GATE 0』 ©MAGES./5pb./Chiyo St. Inc.©2009 MAGES./5pb./Nitroplus 『ROBOTICS;NOTES ELITE』
©2012-2014 MAGES./5pb./Nitroplus 『CHAOS;CHILD』 ©MAGES./5pb./RED FLAGSHIP/Chiyo St. Inc.©2008 5pb./Nitroplus/RED 
FLAGSHIP 『OCCULTIC;NINE』©MAGES./5pb./Chiyo St. Inc. 『CHAOS;HEAD らぶChu☆Chu！』 ©2010-2012 5pb./Nitroplus/RED 
FLAGSHIP 『STEINS;GATE 比翼恋理のだーりん』 ©2009-2013 MAGES./5pb./Nitroplus 『CHAOS;CHILD らぶchu☆chu!!』
©MAGES./5pb./RED FLAGSHIP/Chiyo St. Inc ©2008 5pb./Nitroplus/RED FLAGSHIP 『STEINS;GATE 線形拘束のフェノグラム』
©MAGES./5pb./Chiyo St. Inc. ©2009-2013 MAGES./5pb./Nitroplus 『この素晴らしい世界に祝福を！-この欲深いゲームに審判を！-
』 ©2017 暁なつめ・三嶋くろね／KADOKAWA／このすば2製作委員会 ©MAGES./5pb. 『冴えない彼女の育てかた - blessing flowers
- 』 ©2015 丸戸史明・深崎暮人・KADOKAWA 富士見書房／冴えない製作委員会 ©2015 MAGES. /5pb. 『PSYCHO-PASS サイコパス
選択なき幸福』 ©サイコパス製作委員会 ©MAGES./5pb. ©フジテレビジョン 『NEW GAME! -THE CHALLENGE STAGE!-』 ©得能正太
郎・芳文社／NEW GAME!製作委員会 ©MAGES./5pb. 『Re:ゼロから始める異世界生活 -DEATH OR KISS-』 ©長月達平・株式会社
KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活製作委員会 ©MAGES./5pb. 『やはりゲームでも俺の青春ラブコメはまちがっている。
＆続おまとめセット』 ©2013 渡航、小学館／やはりこの製作委員会はまちがっている。 ©MAGES./5pb. ©Marvelous Inc. ©渡航、
小学館／やはりこの製作委員会はまちがっている。続 ©MAGES./5pb. 『メモリーズオフ』シリーズ ©MAGES./5pb.  『メモリーズオフ -
Innocent Fille-』 ©MAGES./5pb./GloriaWorks

◆『メモオフ』シリーズが最大95%OFF！ 最安値108円（税込）

シリーズ最終作『メモリーズオフ -Innocent Fille-』（読み：イノサンフィーユ）が昨年発売された『メモオ

フ』シリーズ。1999年から始まった歴史ある当シリーズを第1作目からお得にプレイするチャンスです。

ナンバリングタイトルは独立した物語の為、どこからプレイしてもお楽しみいただけます。この機会に

メモオフを丸ごとお楽しみください。

画像左上から

シリーズ第１作目『メモリーズオフ』 、第２作

目『メモリーズオフ 2nd』、第３作目『想い出に

かわる君～メモリーズオフ～』、第４作目『メ

モリーズオフ～それから～』、第５作目『メモ

リーズオフ#5 とぎれたフィルム』、第６作目と

ファンディスクのセット商品『メモリーズオフ6 
Complete』、第７作目『メモリーズオフゆびき

りの記憶』 、最終作『メモリーズオフ -
Innocent Fille- 』

◆WebCM情報
セールの開催にあたり、『STEINS;GATE』の牧瀬紅莉栖(CV:今井麻美) が出演するWebCM を公開いたし

ました。下記URLにて公開中です。

https://youtu.be/8TR9lMWGSOU
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