
株式会社MAGES.（東京都港区、代表取締役社長：志倉千代丸.）は、PlayStation®Storeに
て2020年4月24（金）より5月7日（木）まで開催している『Game Week Sale 2020』に
MAGES.よりPlayStation®4用ゲーム17タイトルが参加していることをお知らせいたします。

PlayStation®Storeにて開催中の『Game Week Sale 2020』に

『STEINS;GATE ELITE』など17タイトル参加、

最大92%OFF、最安値550円（税込）で割引セール実施中のお知らせ

【報道関係者各位】 2020年4月24日

PlayStation®Storeにて2020年5月7日（木）まで開催している『Game Week Sale 2020』にて、

MAGES.のPlayStation™4用対象タイトルを割引価格にて販売中です。対象タイトルは17作あり、

最大92%OFF、最安値は税込み550円で購入可能となっています。

MAGES. ダウンロードゲームカタログ http://5pb.jp/games/dl/

PlayStation®4用ゲーム 17タイトルが最大92%OFF、最安値税込550円！

アニメ系タイトルを中心にお買い得のラインアップ！

『STEINS;GATE ELITE』、『STEINS;GATE 0』など科学アドベンチャーシリーズは7タイトルが対象。人気

アニメ『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。』をゲーム化し2作品を1本にまとめた“おまとめ

セット”もお買い得です。他、人気アニメのゲーム化タイトルやアニメ化されたゲーム、さらに好評の

オリジナルタイトルを加えた、計17タイトルがセールに参加しています。

『STEINS;GATE ELITE』

7,700円 → 3,850円【50%OFF】

『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』

8,580円 → 4,290円【50%OFF】

『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！-』

7,700円 → 3,300円【57%OFF】

『パンチライン』

7,700円 → 550円【92%OFF】

『メモリーズオフ -Innocent Fille-』

7,700円 → 3,850円【50%OFF】

『JUDGEMENT 7 俺達の世界わ終っている。』

7,700円 → 3,850円【50%OFF】

他、全17タイトル対象

最大92%OFF、すべて半額以下！

※下記サイトからは各ストアページへジャンプでき
ます。ご購入の際は価格をご確認ください。下記サ
イトでは、セール開始後に表記が反映されます。



タイトル 通常価格 セール価格 割引率

STEINS;GATE ELITE ¥7,700 → ¥3,850 50%

STEINS;GATE 0 ¥7,700 → ¥2,200 71%

ROBOTICS;NOTES ELITE ¥6,600 → ¥3,300 50%

ROBOTICS;NOTES DaSH ¥7,700 → ¥3,850 50%

CHAOS;CHILD ¥7,700 → ¥2,200 71%

CHAOS;CHILD らぶChu☆Chu!! ¥7,700 → ¥2,200 71%

OCCULTIC;NINE ¥7,700 → ¥3,300 50%

メモリーズオフ -Innocent Fille- ¥7,700 → ¥3,850 50%

メモリーズオフ -Innocent Fille- for Dearest ¥7,700 → ¥3,850 50%

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

¥8,580 → ¥4,290 50%

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！- ¥7,700 → ¥3,300 57%

Re:ゼロから始める異世界生活-DETH OR KISS- ¥7,700 → ¥2,750 64%

NEW GAME! -THE CHALLENGE STAGE!- ¥7,700 → ¥2,200 71%

PSYCHO-PASS サイコパス 選択なき幸福 ¥7,700 → ¥1,650 78%

パンチライン ¥7,700 → ¥550 92%

この世の果てで恋を唄う少女YU-NO ¥7,700 → ¥3,850 50%

JUDGEMENT 7 俺達の世界わ終っている。 ¥7,700 → ¥3,850 50%

対象タイトル一覧 4月24日（金）～5月7日（木）



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
代表取締役社長：志倉千代丸
設立 2011年6月
URL http://mages.co.jp 

【コピーライト表記】

『STEINS;GATE ELITE』 ©MAGES./5pb./Chiyo St. Inc. ©2009 MAGES./5pb./Nitroplus 協力 未来ガジェット研究所

『STEINS;GATE 0』 ©MAGES./Chiyo St. Inc. ©MAGES./Nitroplus
『ROBOTICS;NOTES ELITE』 ©MAGES./5pb./Chiyo St. Inc. ©2012-2014 MAGES./5pb./Nitroplus
『ROBOTICS;NOTES DaSH』 ©MAGES./Chiyo St. Inc.  ©2012-2014 MAGES./Nitroplus
『CHAOS;CHILD』 ©MAGES./5pb./RED FLAGSHIP/Chiyo St. Inc.©2008 5pb./Nitroplus/RED FLAGSHIP
『CHAOS;CHILD らぶchu☆chu!!』 ©MAGES./5pb./RED FLAGSHIP/Chiyo St. Inc ©2008 5pb./Nitroplus/RED FLAGSHIP
『OCCULTIC;NINE』 ©MAGES./5pb./Chiyo St. Inc.
『メモリーズオフ -Innocent Fille-』 ©MAGES./GloriaWorks
『メモリーズオフ -Innocent Fille- for Dearest』 ©MAGES.
『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』

©2013 渡 航、小学館／やはりこの製作委員会はまちがっている。 ©MAGES./5pb. ©Marvelous Inc. ©渡 航、小学館／

やはりこの製作委員会はまちがっている。続 ©MAGES./5pb.
『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！-』

©2017 暁なつめ・三嶋くろね／KADOKAWA／このすば2製作委員会

『Re:ゼロから始める異世界生活 -DEATH OR KISS-』
©長月達平・株式会社 KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活製作委員会 ©MAGES./5pb.

『NEW GAME! -THE CHALLENGE STAGE!-』 ©得能正太郎・芳文社／NEW GAME!製作委員会 ©MAGES./5pb.
『PSYCHO-PASS サイコパス 選択なき幸福』 ©サイコパス製作委員会 ©MAGES./5pb. ©フジテレビジョン

『パンチライン』 ©MAGES.
『この世の果てで恋を唄う少女YU-NO 』 ©MAGES.
『JUDGEMENT 7 俺達の世界わ終っている。』 ©RED

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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