
『メモリーズオフ -Innocent Fille-』発売記念企画

メモリーズオフ総選挙開催 及び主題歌CD発売決定のお知らせ

【報道関係者各位】 2018年1月19日

2位までのキャラクターには
新規ショートストーリーを制作！

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）発売に向けて、2018年1月22日～2月2日まで

本作シリーズに登場するヒロイン達を対象にした投票企画「メモオ

フ総選挙」を開催します。得票数１位と２位のキャラクターには、

ウェブ上で読める新規書き下ろしのショートストーリーを制作します。

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-』の発売記念企画としてシリーズ第1作目から今作までのヒロインをエントリーした総選挙

企画を2018年1月22日（月）から開始します。また、主題歌CDの発売が決定したことをお知らせいたします。

総勢52名をエントリー！

イ ノ サ ン フ ィ ー ユ

第一作目『メモリーズオフ』から発売前の最新作『メモリーズオフ

–Innocent Fille-』のヒロイン達も含めて、全52名をエントリー。

投票は、開催期間内に規定のハッシュタグを付けたツイートが

有効となります。但し、投票は1日1度までが有効となります。

メモリーズオフ公式サイトでは、投票ページを設けエントリーキャ

ラクター一覧を公開しています。ここでは、キャラクター名も含めて

規定のハッシュタグ付きのツイートを自動で作成できるようになっ

ています。

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

【投票期間】 2018年1月22日（月）～2018年2月2日（金）
【ハッシュタグ】 #メモオフ総選挙 #（キャラクター名） #メモオフ

※ハッシュタグを３つとも全て付けてください。
【不在投票】 投票所サイトの外からでも、ツイッターでの投票

は可能です。既定のハッシュタグを付けて投票し
てください。ハッシュタグに誤りがあると無効とな
ります。また、開催期間内のみ有効です。

【ご注意】 サイトには投票時のご注意が記載されています。
ご確認の上、投票してください。

▲ツイッターでオープンに
総勢52名から投票。



オープニング＆エンディングの2曲を彩音が
歌唱！さらに、CD発売も決定!!

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。

『メモリーズオフ –Innocent Fille-』概要

2018.3.21 0N SALE
「曲タイトル未定」／彩音
CD通常盤：USSW-0086／1,200円（税抜）
CD限定盤：USSW-0085／2,800円（税抜）
発売元：5pb. 販売元：MAGES.

【通常盤】「メモリーズオフ－Innocent Fille－」主題歌＆EDとして新曲が2曲とそのカラオケを収録。
エンハンスドCD仕様にて主題歌ショートMV収録。

【限定盤】主題歌＆EDとして２曲の新曲と、彩音が歌うメモオフシリーズの名曲を多数収録した、
Memories Off ベストアルバム的1枚！

彩音が歌う主題歌はOP＆EDの2曲。作詞作曲は、シリーズ歴代
楽曲を数々手掛けた、志倉千代丸が担当。

彩音＆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。
さらに、2曲をカップリングしたCDも、通常盤と限定盤の2アイテム
の発売が決定！

彩音
公式HP  http://5pb.jp/ayane/ 
Twitter @ayane_peace

▲プレイヤーの行動が、二面性のあるシナリオへと誘う。 ▲キービジュアル

背景には過去作品の登場人物
たちの現在の姿が垣間見える



「ラストメモリーズセット」は、下記サイト「MAGES. オンラインショップ」でのみ予約を受け
付けています。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。

「ラストメモリースセット」締め切り迫る！

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

予約受付締め切り 2018年1月31日（水） 23:59

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

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

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

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。

ラストメモリーズセット 50,000円（税抜）

※PS4® / PS Vita版のみ。通販専用。（受注受付締め切り 2018/1/31）
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

【ラストメモリーズセット内容】
①各機種限定版
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直筆サイン入り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 イラストＢ ver. イラストレーター：松尾ゆきひろ
⑤スタッフロール登場権
※「ラストメモリーズセット」は、MAGES.オンラインショップのみでの予約販売となります。
予約時にイラストＡ ver. or Ｂ ver.の2種類より選択していただきます。
予約受付締め切り 2018年1月31日（水） 23:59



【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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