2019年5月24日

【報道関係者各位】

6月8日（土） 「メモオフ謝恩会」続報
入場無料のシリーズ原画展開催、及び
物販グッズ追加のお知らせ
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、 2019年6月8日（土）に開催する『メモリーズオフ –Innocent Fille- for Dearest』の超限
定版と超超☆限定版購入者特典イベント「謝恩会」の続報をお知らせいたします。

入場無料で、シリーズ歴代作品の原画展を開催！
1999年の第1作目発売から20年。シリーズ歴代作品の原画展を開催します。原画展は、6月8日（
土）の謝恩会（『メモリーズオフ –Innocent Fille- for Dearest』の超限定版、超超☆限定版購入者
向けイベント）と隣接する会場にて当日11：00より行います。この原画展は入場無料で、イベント
の招待券または入場券をお持ちでない方でも観覧可能です。20年の軌跡が一挙に楽しめる１日
限りの原画展、この貴重な機会をお見逃しなく!!

▲最終作『メモリーズオフ –Innocent Fille-』より。
ファンディスク「for Dearest」からも原画出展。

▲第４作『メモリーズオフ ～
それから～』

▲第５作『メモリーズオフ#5
とぎれたフィルム』

▲第１作『メモリーズオフ』
第２作『メモリーズオフ2nd』

▲第６作『メモリーズオフ6
Next Relation』

▲第３作『想い出にかわる君
～メモリーズオフ～』

▲第７作『メモリーズオフ ゆ
びきりの記憶

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

イベント物販商品（更新）

※画像はすべてイメージです。

①歴代B2ポスターセット（令和カレンダー付） 全2種
イベント価格 各4,000円（税込）
仕様：B2サイズ 5枚セット（両面印刷 4枚＋令和カレンダー1枚）
▼Aセット
１・表／裏 令和カレンダーＡ ２・メモリーズオフ ／ メモリーズオフ After Rain
３・メモリーズオフ2nd ／ メモリーズオフ Duet
４・想い出にかわる君 ～メモリーズオフ～ ／ メモオフみっくす
５・メモリーズオフ それから ／ メモリーズオフ それからagain

▼Bセット
１・表／裏 令和カレンダーＢ
２・メモリーズオフ#5 ／ メモリーズオフ#5encore
３・メモリーズオフ6 ～T-wave～ ／ メモリーズオフ NextRelation
４・メモリーズオフ ゆびきりの記憶① ／ メモリーズオフ ゆびきりの記憶②
５・メモリーズオフ -Innocent Fille- ／ メモリーズオフ -Innocent Fille- for Dearest

② イベントパンフレット（チケットホルダー付き）
イベント価格 3,000円（税込）
ネックストラップ付のチケットホルダー（ダミーチケット入り）と
セットになっているイベントパンフレット。

▲チケットホルダー（ダミーチケット入り）

③ トレーディング学生証 2枚セット（全18種）
イベント価格 500円（税込）
シリーズに登場する「澄空」「浜咲」「藤川」「海陵」など各校の
キャラクタープロフィール入り学生証。ブラインド仕様で、その
キャラクターの学生証が当たるかはお楽しみ！

④歴代メモリーズオフシリーズ原画展図録
イベント価格 1,500円（税込）
仕様：A4サイズ（64ページ）
当日同時開催となる「歴代メモリーズオフシリーズ原画
展」に展示原画を１冊に収めた図録。

⑤ ＢＩＧアクリルスタンド 全5種
イベント価格 各1,500円（税込）
仕様：ビッグサイズのアクリルスタンド。
キャラクター：
嘉神川ノエル、三城柚莉、三城琴莉、日紫喜瑞羽、志摩寿奈桜
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⑥ 復刻

C94アクリルキーホルダーセット

イベント価格 3,000円（税込）
仕様：ミニキャラ６体セット
キャラクター：嘉神川ノエル、三城柚莉、三城琴莉、
志摩寿奈桜、楠瀬 累、日紫喜瑞羽

⑦ 復刻

C95アクリルスタンドセット

イベント価格 3,000円（税込）
仕様：キャラクター３体セット
約130mm × 30mm
キャラクター：嘉神川ノエル、三城柚莉、
日紫喜 瑞羽

⑧ 平成を懐かしむデスクトップアクセサリー集
イベント価格 1,000円（税込）
仕様：CD-ROM （Windows用）
大量の壁紙、数々のムービー、SNSアイコンなどPCを彩る
懐かしみ溢れるデスクトップアクセサリー集。

⑨ Ａ４クリアファイル３枚セット
イベント価格 1,500円（税込）
『メモリーズオフ –Innocent Fille-』と『メモリー
ズオフ –Innocent Fille- for Dearest』のパッケ
ージビジュアルをあしらった
A4サイズのクリアファイル3枚セット。

⓾ メモオフトートバッグ
イベント価格 1,500円（税込）
仕様：約470mm×340mm
お買い物にゆったり使えるほどよい大きさの布製トートバッグ。

NOW
PRINTING

スピードくじ実施！商品には当日のイベント入場券も！
※賞品追加！
A賞
B賞
C賞
D賞
E賞
F賞

柚莉のボイス入り目覚まし時計 ２名様
イベント入場券（または、イラストカードフルセット） 30名様
幻のQUOカード 50名様
QUOカード（ノエルA ver.） 50名様
QUOカード（ノエルB ver.） 50名様
イラストカード（全16種からランダムで1枚）

（※招待券及び入場券をお持ちの方が、B賞を引いた場合は、イラストカード全16種セットとなります）
税込購入金額3000円毎に1回、スピードくじを引くことができます。
A賞は、当イベントの為に録音した三城琴莉（CV.武石あゆ実）のボイス入り目覚まし時計。
B賞は、イベント入場券。既にイベント招待券、または入場券をお持ちの方には、イラストカード全16種セット。
C賞は、諸事情により実現しなかった店舗オリジナル特典を再現したQUOカード（300度数）です。
さらに、D賞、E賞として、ノエルAver.とBver.を追加。
F賞には全16種のイラストカードからランダムで1枚を進呈。

▲Ｃ賞 幻のQUOカード
（キャラクター：三城琴莉）

▲D賞 ノエルA ver.

▲E賞 ノエルB ver.

出演声優
イベントステージは、出演声優
及びゲーム開発スタッフによる
トークとアーティストによるミニラ
イブがあります。

千本木彩花
（嘉神川ノエル役）

※敬称略・順不同
※出演者は予告なく変更になる場合がございます。

武石あゆ実
（三城柚莉役）

平流エレン
（相葉詞乃役）

矢作紗友里
（日紫喜瑞羽役）

間島淳司
（稲穂 信役）

ライブパート出演アーティスト
彩音

Ｚｗｅｉ

『メモリーズオフ –Ｉｎ
ｎｏｃｅｎｔ Ｆｉｌｌｅ- ｆｏｒ
Ｄｅａｒｅｓｔ』
オープニングテーマ
アーティスト

『メモリーズオフ
–Ｉｎｎｏｃｅｎｔ Ｆｉｌ
ｌｅ- ｆｏｒ Ｄｅａｒｅ
ｓｔ』エンディング
テーマアーティス
ト

イベント概要
タイトル

第一回 澄空市・藤川市 合同卒業生 謝恩会

日時
場所

2019年6月8日(土) 開場 13：00 / 開演 14：00
多摩永山情報教育センター 多目的ホール
（住所：〒206-0024 東京都多摩市諏訪2-5-1）
http://www.tnjc.jpn.com/access.html

【当日のスケジュール】
9:30
物販待機列形成
10:00
物販開始
11:00
原画展開場
12:00
入場列形成
13:00
開場
14:00
開演
16:00
終演 ・原画展終了予定
17:00
物販終了予定
【注意事項】
※イベントへの参加は超限定版に付属する招待状か、超超☆限定版に付属するVIPパスをお持ちの方のみ
となります。ただし、物販のスピードくじによる入場券当選者はその限りではありません。
※入場は、先着順となります。座席指定はございません。
※物販は、12:00以降も行っておりますが、入場は先着順となっておりますので注意ください。
※物販は、イベント参加以外の方でも購入できます。
※商品がなくなり次第終了となります。
※商品の内容は予告なく変更となる可能性があります。予めご了承ください。

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

商品概要
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
相葉詞乃 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

