2019年2月14日

【報道関係者各位】

PlayStation®4 / PlayStation®Vita /Nintendo Switch™版

『メモリーズオフ -Innocent Fille- for Dearest』
超限定版 及び 限定10セットの超超☆限定版発売のお知らせ
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- for Dearest』の各機種
パッケージ版について超限定版と超超☆限定版の発売を決定、及びその予約開始についてお知らせい
たします。

限定版を超えた“超限定版”、限定10セットの “超超☆限定版”を発売！
1999年に始まったメモリーズオフシリーズ最終作『メモリーズオフ –Innocent Fille-』について、これ
までのナンバリングタイトルでも恒例のファンディスクを2019年3月28日に発売いたします。ファン
ディスク『メモリーズオフ –Ｉｎｎｏｃｅｎｔ Ｆｉｌｌｅ- ｆｏｒ Ｄｅａｒｅｓｔ』では、通常版、限定版の他、より深くファ
ン向けに特化した数量限定の「超限定版」、及び「超超☆限定版」をラインナップしました。この2商
品は『メモリーズオフ –Innocent Fille- for Dearest』限定版に5大特典を加えた超限定版（限定数・
全機種合計800セット）と、さらに体験型の特典などが付き、グレードアップした超超☆限定版（限
定数・全仕様合計10セット）が発売となります。これらはMAGES.onlineshopにて「超限定版」は現
在予約受付中、「超超☆限定版」は2月15日18時より予約受付を開始いたします。

超限定版

超超☆限定版

42,000円（税抜） / 45,360円（税込）

100,000円（税抜） / 108,000円（税込）

①：メモリーズオフ -Innocent Fille- for Dearest 限定版

①：メモリーズオフ -Innocent Fille- for Dearest 限定版
②：高精彩額装イラスト
(ノエルAver.、ノエルBver.から選択
イラストレーター：平つくね)
③：ノエル録り下ろしボイス入り目覚まし時計
④：メモリーズオフ 20th Anniversary Credit Book
⑤：第一回 澄空市・藤川市 合同卒業生 謝恩会
VIPパス
⑥：スタッフロール掲載権
⑦：開発スタッフ座談会 参加券
⑧：イラストレーター描き下ろしサイン色紙

②：高精彩額装イラスト
(ノエルAver.、ノエルBver から選択
. イラストレーター：平つくね)
③：ノエル録り下ろしボイス入り目覚まし時計
④：メモリーズオフ 20th Anniversary Credit Book
⑤：第一回 澄空市・藤川市 合同卒業生 謝恩会
参加券
⑥：スタッフロール掲載権

MAGES.onlineshopメモリーズオフシリーズ特集ページ
http://www.chara-ani.com/pickup.aspx?p=memoriesoff

超限定版
超超☆限定版特典内容

『メモリーズオフ –Innocent Fille- for Dearest』超限定版
は、①の限定版に加え②～⑥の特典が付きます。

① 『メモリーズオフ –Ｉｎｎｏｃｅｎｔ Ｆｉｌｌｅ- ｆｏｒ Ｄｅａｒｅｓｔ』限定版
② 高精彩額装イラスト
メインキャラクターデザインの平つくね氏による描き下ろ
しイラストを高精細印刷。さらに、平つくね氏直筆サイン
を記入し、額装したものになります。
Ａ：制服、Ｂ：私服の2種類からどちらかを選択できます。
（額装外形寸法：約270mm×約375mm）

▲ノエルA Ｖｅｒ.：制服

▲ノエルB Ｖｅｒ.：私服

③ ノエル録り下ろしボイス入り目覚まし時計
嘉神川ノエル（CV.千本木彩花）が優しく起こしてくれるボイス入りの目覚まし時計です。
ボイスは、アラーム時とアラームストップ時で合計6種類収録されています。
ボイス一例
「朝ですよー、起きてくださ～い。お寝坊さんには、えーと――こちょこちょの刑、ですよ？ あ！ 本当は起きてま
すよね？ ん～？ あれ？ ホントに、まだ寝てます？（……続く）」

④ メモリーズオフ 20th Anniversary Credit Book
本作クリエイター・スタッフ等によるシリーズ20年を振り返るコメントや座談会などを盛り込んだメモリアルブック。

⑤ 第一回 澄空市・藤川市 合同卒業生 謝恩会 参加券
「第一回 澄空市・藤川市 合同卒業生 謝恩会」は2019年5月末の開催を予定しております。
※詳細はご購入された方へ追ってご連絡申し上げます。

⑥ スタッフロール掲載権
発売後のアップデートにて掲載します。ご注文最終確認時のコメント欄に掲載を希望されるお名前（ハンドルネーム
可）をご記入いただきます。※この特典は【2019/2/28(木)】までの申し込み分までとなります。

以下、超超☆限定版のみ

『メモリーズオフ –Innocent Fille- for Dearest』超超☆限
定版は、超限定版に加え下記の特典が付きます。
⑤のVIPパスは参加券を兼ねています。

⑤ 第一回 澄空市・藤川市 合同卒業生 謝恩会 VIPパス
謝恩会への参加できるVIPパスです。詳細はご購入された方へ追ってご連絡申し上げます。

⑦ 開発スタッフ座談会 参加券
座談会の模様はメモリーズオフ 20th Anniversary Credit Bookに掲載予定です。詳細はご購入された方へ追って
ご連絡申し上げます。

⑧ イラストレーター描き下ろしサイン色紙
色紙には、イラストレーターによりご購入者のお名前を記入いたします。
イラストレーター：輿水隆之、ささきむつみ、平つくね、松尾ゆきひろ（五十音順）
イラストレーターのご希望はご注文時に選択していただきます。また、イラストレーター別の希望キャラ
クターと対応機種の選択は、ご注文されたことを確認できた後に、詳細をご案内するメールをお送りい
たします。そのメールへの返信にてご希望の機種をご連絡いただきます。

商品情報
タイトル
機種
発売日
価格

限定版内容

CERO
著作権表記
キャスト

メモリーズオフ –Innocent Fille- for Dearest
（読み：メモリーズオフ イノサン フィーユ フォー ディアレスト）
PlayStation®4 / PlayStation®Vita / Nintendo Switch™ / Windows
※Windows版はダウンロード専売
2019年3月28日予定
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）
超限定版 42,000円（税抜）
超超☆限定版 100,000円（税抜）
・サントラＣＤ
『メモリーズオフ -Innocent Fille- for Dearest Mini Sound Collection』
・ドラマＣＤ
『メモリーズオフ -Innocent Fille- Redio Drama Collection』
※ ラジオで放送したボイスドラマのアーカイブ
・特製アクリルイラストスタンド
C （15歳以上対象）
©MAGES./5pb./GloriaWorks
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
相葉詩乃 CV.平流エレン / 神崎美咲 CV.吉田仁美
双海詩音 CV.利田優子 / 音羽かおる CV.田村ゆかり

メモリーズオフ –Innocent Fille- for Dearest公式サイト
http://memoriesoff.jp/if/fd/
【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

