2019年2月13日

【報道関係者各位】

PlayStation®Storeにて、5pb.ウィンターセール開催！
シリーズ10周年を迎える『STEINS;GATE 0』
セール初登場『メモリーズオフ –Innocent Fille-』など
全82タイトルが最大95%OFF、最安値108円（税込）となるセール実施のお知らせ
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、ダウンロードタイトルを対象に、2019年2月14日より3月14日までの期間、
5pb.ウィンターセールを実施いたします。

シリーズ10周年を迎える『STEINS;GATE 0』が71％OFF！
『この素晴らしい世界に祝福を！』 、『やはり俺の青春ラブコメはまちがっ
ている。』など人気アニメ原作のゲームも多数対象！
2019年2月14日（木）～3月14日（木）の期間、PlayStation®Storeにて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82本が最大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『STEINS;GATE 0』や、 『この素晴らしい世界に祝
福を！』 、 『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 』など人気アニメ原
作のタイトルが50%以上OFF。『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。また、昨年発売された新作『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。

▲『STEINS;GATE 0』

『STEINS;GATE 0』 PS4/PS3 71%OFF
定価 7,560円（税込） →セール価格2,160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 50%OFF
定価 8,424円（税込） →セール価格4,212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）

▲『この素晴らしい
世界に祝福を！ -こ
の欲深いゲームに
審判を！-』

※ PSP®用ソフト（ダウンロード版）は、PS Vitaでプレイ可能です。
※『この世の果てで恋を唄う少女YU-NO』 については、アニメ化記念セールを別途実施予定です。
※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。

セール期間 2019/2/14（木）～ 2019/3/14（木）
5pb.Gamesダウンロードゲームカタログ http://5pb.jp/games/dl/

TOPICS
◆『STEINS;GATE 0』 『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！
今年シリーズ10周年を迎える『STEINS;GATE 0』、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』
『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!!』
シリアスに描く
『STEINS;GATE 線形拘束のフェノグラム』

◆『このすば』『冴えカノ』『PSYCHO-PASS』『俺ガイル』など
人気アニメのゲーム化作品も充実！
今年劇場版公開の『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
5pb.より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。

画像左から
『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』

◆『メモリーズオフ -Innocent Fille- for Dearest』 発売直前！
『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、2019年3
月28日にはファンディスク『メモリーズオフ -Innocent Fille- for Dearest』発売も控える『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。また、それぞれのアフ
ターストーリーもセール対象になっています。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
『メモリーズオフ6 ～T-wave～』、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)と天王寺綯(CV:山本彩乃)が出演
するWebCM を公開いたしました。
https://www.youtube.com/watch?v=liHgEc6pq6k&feature=youtu.be
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