
PlayStation®4 / PlayStation®Vita / Windows

『メモリーズオフ –Innocent Fille- for Dearest』
オープニングムービー公開のお知らせ

【報道関係者各位】 2018年2月13日

ハッピーな未来しか見えない！いちゃラブがコンセプトの
ファンディスクオープニングムービー公開！

恋愛アドベンチャーゲーム『メモリーズオフ –Innocent Fille- for Dearest』 （読み：イノサンフィーユ

フォー ディアレスト）のオープニングムービーをゲーム公式サイトにて公開しました。

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

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、2019年3月28日発売予定の恋愛アドベンチャーゲーム『メモリーズオフ –Innocent 

Fille- for Dearest』のオープニングムービーをゲーム公式サイトにて公開したことをお知らせいたします。

各ヒロインとのハッピーエンド後を描くパラレルストーリー

本作は『メモリーズオフ –Innocent Fille-』のファンディスクとなっており、本編での各ヒロインとの

恋が実ったエンディング後の物語が描かれます。最初にどのヒロインとの物語を楽しむかを選択

します。各ストーリーは、各ヒロインとの甘い時間を存分にお楽しみいただけます。

▲前作をクリアしている必要はなく、本作ファンディスクのみで楽しめます。喫茶店メニューのような選択肢

から各シナリオに進みます。会話シーンの選択肢でもヒロインと親密な関係がうかがえます。



オープニングテーマは、メモオフに欠かせないアーティスト

彩音が作詞と歌唱を担当！

オープニングテーマ

「for Dearest」 彩音 作詞：彩音 作曲：Tatsh

オープニングテーマは、メモオフシリーズで数多くの楽曲を歌っている彩音が、作詞と歌唱を担当しています。また、エン
ディングテーマにはZweiが決定しています。

彩音15周年記念CD発売＆ワンマンライブ開催決定！！
2019年3月27日（水） 彩音15周年記念CD発売！
2019年5月25日（土） ワンマンライブ開催！

【CD情報】彩音 15th Anniversary CD『for Dearest』
最新作『メモリーズオフ -Innocent Fille- for Dearest』オープニングテーマ「for Dearest」が彩音15周年記念CD
として発売決定！
カップリング曲に、桃井はるこ作詞・作曲のラジオテーマソング＆15周年記念ソングを収録。
更に、ボーナストラックに『メモリーズオフ –Innocent Fille-』オープニングテーマ「レジリエンス」と、メモオフメド
レーのライブバージョンを収録！
メモオフファンにも嬉しいボリュームたっぷりの1枚です。

【収録内容】
01. for Dearest 「メモリーズオフ -Innocent Fille- for Dearest」オープニングテーマ

作詞：彩音 作曲：Tatsh
02. radio magic 「彩音のChoco-Bana Radio」テーマソング

作詞・作曲：桃井はるこ
03. A-nswer 15周年記念ソング
04. for Dearest - off vocal -
05. radio magic - off vocal -
06. A-nswer - off vocal -
＜ボーナストラック＞
07. レジリエンス 科学アドベンチャーライブ2018 -SINGULARITY- より
08. メモリーズオフメドレー 科学アドベンチャーライブ2018 -SINGULARITY- より

■Wジャケット仕様！「メモリーズオフイラスト＆彩音新規撮り下ろし写真」予定
■初回生産分限定封入特典：彩音デカ缶バッジ引換券
※5/25開催のライブ会場（吉祥寺CLUB SEATA）に引換券をお持ちいただくと会場にて缶バッジと引き換え

いたします。

【LIVE情報】 『彩音 15th Anniversary LIVE 〜for Dearest〜』
2019年5月25日(土)開催（昼夜2公演）
■場所：吉祥寺CLUB SEATA
■時間：昼公演 OPEN 14:15／START 15:00、夜公演 OPEN 17:45／START 18:30
■先行（先着）チケット発売期間：2月23日（土）10:00～3月17日（日）
■先行価格 4,860円（税込）＋1drink（600円）

詳しくは、下記の彩音公式サイトをご覧ください。
https://ayane-chocobana.amebaownd.com/posts/5581386



【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。

タイトル 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）

機種 PlayStation®4 / PlayStation®Vita / Nintendo Switch™ / Windows
※Windows版はダウンロード専売

発売日 2019年3月28日予定

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）

超限定版 42,000円（税抜）

超超☆限定版 100,000円（税抜）

限定版内容 ・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

CERO C （15歳以上対象）

著作権表記 ©MAGES./5pb./GloriaWorks

■超限定版・超超☆限定版

超限定版はMAGES.online shopでの専売商品です。

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

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

商品情報

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

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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