
【報道関係者各位】 2020年11月13日

ささきむつみ描き下ろしキャンバスアートや

イベント招待券などのプレミアム特典が付属する
『メモリーズオフ ヒストリア』超限定版

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：本荘健吾）は、恋愛ア

ドベンチャーゲーム『メモリーズオフ』シリーズの過去作をNintendo Switch™及びPlayStation®4に移植し、

2021年3月25日（木）発売を予定している『メモリーズオフヒストリア』の超限定版を数量限定500個先着で、

11月16日（月）正午より、MAGES. ONLINE SHOPにて予約受付を開始することをお知らせいたします。

“かけがえのない想い”をテーマに、切なさや痛みを伴う

恋愛模様を描いてきた恋愛アドベンチャーゲーム『メモリ

ーズオフ』シリーズの第1作目から第7作目までを上・下巻

に分け、Nintendo Switch™とPlayStation®4に移植する『メ

モリーズオフヒストリア』。本商品として発売予定をしてい

る上巻・下巻・限定版に加え、超限定版の情報を『メモリ

ーズオフヒストリア』公式サイトにて公開しました。

Nintendo Switch™、PlayStation®4『メモリーズオフ ヒストリア』

超限定版を数量限定500個先着で

2020年11月16日（月）正午より
MAGES. ONLINE SHOPにて予約受付開始のお知らせ

超限定版では、限定版にさらに４つの特典が追加となります。

特典は、ささきむつみ描き下ろしキャンバスアート、イベント参加券、そのイベントを収録したDVD。そして、

過去に発売したOVAを収録したDVDとなります。

MAGES. ONLINE SHOPにて数量限定500個先着で
11月16日（月）正午より予約受付開始！

超限定版は、MAGES. ONLINE SHOPでの予約販売となります。

予約受付は、2020年11月16日（月）正午となります、また、数量限定500個で先着での受付となります。

MAGES. ONLINE SHOP 『メモリーズオフヒストリア超限定版』予約受付ページ
URL https://www.chara-ani.com/list.aspx?search=k:memoriesoffhistoria

『メモリーズオフヒストリア』公式サイト http://memoriesoff.jp/historia/



『メモリーズオフ ヒストリア』商品構成①

『メモリーズオフヒストリア上巻』
パッケージ版価格：5,800円（税抜） / 6,380円（税込）

ダウンロード版価格：5,000円（税抜） / 5,500円（税込）

■収録タイトル

・『メモリーズオフ』

・『メモリーズオフ 2nd』
・『想い出に変わる君 ～メモリーズオフ～』

・『メモリーズオフ ～それから～』

『メモリーズオフヒストリア下巻』
パッケージ版価格：5,800円（税抜） / 6,380円（税込）

ダウンロード版価格：5,000円（税抜） / 5,500円（税込）

■収録タイトル

・『メモリーズオフ#5 とぎれたフィルム』

・『メモリーズオフ6 ～T-wave～』

・『メモリーズオフゆびきりの記憶』

メモリーズオフ メモリーズオフ 2nd
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想い出に変わる君

～メモリーズオフ～

メモリーズオフ#5
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『メモリーズオフ ヒストリア』商品構成②

『メモリーズオフヒストリア限定版』
価格：23,800円（税抜） / 26,180円（税込）

■商品内容

・メモリーズオフヒストリア上巻

・メモリーズオフヒストリア下巻

・白河ほたる 1/8フィギュア

・『メモリーズオフ -Innocent Fille-』エクストラシナリオDLC
～ノエル Fullbloom～

（ゲーム本編が無くてもプレイできます）

・「Memories Off Vocal Sound Selection」（DVD-ROM）

『メモリーズオフ 2nd』のヒロイン・白河

ほたるを1/8スケールで立体化。

『メモリーズオフ-Innocent Fille-
for Dearest』ノエルルート・エピロ

ーグ前の林鐘寺女子高校を舞台

に、ノエル、寿奈桜、美咲たちの

日常を描く。仕様：フルボイス

■「Memories Off Vocal Sound Selection」（DVD-ROM）
DVD-ROMにロスレス音源で収録。

シリーズ21年の歴史を彩った数々の歌曲から110曲を収録。ナンバリングタイトルのオープニング、エンディ

ングはもちろんキャラクターソングや移植版、ファンディスク収録曲からもセレクト！

【収録作品】

「メモリーズオフ」、「メモリーズオフ 2nd」 、「メモリーズオフ After Rain」、
「想い出にかわる君～メモリーズオフ～」、 「メモリーズオフ～それから～」、

「メモリーズオフ～それからagain～」、 「メモリーズオフ#5 とぎれたフィルム」、

「メモリーズオフ#5 とぎれたフィルム THE ANIMATION」 、
「メモリーズオフ#5 encore」 、 「メモリーズオフ6 ～T-wave～」、

「メモリーズオフ6 Next Relation」 、 「メモリーズオフゆびきりの記憶」、

「メモリーズオフ -Innocent Fille-」 、 「メモリーズオフ -Innocent Fille- for Dearest」、
「みんなでつくるメモオフCD」、「ユア・メモリーズオフ～Girls Style～」

以上、各作品から合計110曲を収録。



『メモリーズオフ ヒストリア』商品構成③

『メモリーズオフヒストリア超限定版』

2006年に発売されたオリジナルアニメ『メモリーズオフ#5 とぎれた

フィルム THE ANIMATION』の映像DVDです。（本編26分）

※画像はすべてイメージです。

■商品内容

・メモリーズオフヒストリア限定版

・ささきむつみ描き下ろしキャンバスアート（額装付き）

・イベント招待券（都内近郊、春開催予定、事前発送）

・イベント収録DVD（後日発送）

・OVA「メモリーズオフ#5 とぎれたフィルム THE ANIMATION」（DVD）

ささきむつみ描き下ろしキャンバスアート（額装付き）

『メモリーズオフ』、『メモリーズオフ 2nd』のキャラクターデザインを

手がけたささきむつみが『メモリーズオフ』のヒロイン桧月彩花を新
たに描き下ろします。

イラストは、キャンバス地に額装を施した状態でお届けとなります。

また、額装にはシリアルナンバーが付きます。

【仕様】

キャンバスサイズ F3
額装サイズ およそ323×380×37 mm

イベント招待券

「イベント招待券」は、都内近郊、春開催予定のイベントへの招
待券です。

※無料入場券となります。会場までの交通費は自己負担となり
ます。

イベント開催日は、発売日近辺を予定しており、商品発売前に
発送となります。

「イベント収録DVD」は、上記イベントを記録した映像DVDです。
商品発売後にDVDの製造が完了次第の発送となります。

イベント収録DVD

OVA「メモリーズオフ#5 とぎれたフィルム

THE ANIMATION」（DVD）

価格：45,000円（税抜） / 49,500円（税込）

超限定版は限定版に加え、特典が追加となります。

『メモリーズオフ#5 とぎれたフィルム

THE ANIMATION』キービジュアル

キャンバスを組み込める額装でプレ

ートにはシリアルナンバーを記載。



【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

代表取締役社長：志倉千代丸

設立 2006年7月

URL http://mages.co.jp 

タイトル メモリーズオフヒストリア

ジャンﾙ 恋愛アドベンチャー

機種 Nintendo Switch™ / PlayStation®4
発売日 2021年3月25日予定

価格 『メモリーズオフヒストリア上巻』 5,800円（税抜） / 6,380円（税込）

『メモリーズオフヒストリア下巻』 5,800円（税抜） / 6,380円（税込）

ダウンロード版上・下巻各5,000円（税抜） / 5,500円（税込）

限定版 23,800円（税抜） / 26,180円（税込）

超限定版 45,000円（税抜） / 49,500円（税込）

限定版内容 ・メモリーズオフヒストリア上・下巻

・白河ほたる 1/8フィギュア

・『メモリーズオフ -Innocent Fille-』エクストラシナリオDLC
・ 「Memories Off Vocal Sound Selection」（DVD-ROM）

超限定版内容 ・メモリーズオフヒストリア限定版

・ささきむつみ描き下ろしキャンバスアート（額装付き）

・イベント招待券（都内近郊、春開催予定、事前発送）

・イベント収録DVD（後日発送）

・OVA「メモリーズオフ#5 とぎれたフィルム THE ANIMATION」（DVD）
CERO 審査予定

著作権表記 ©MAGES.
早期購入特典 A4クリアポスター

※超限定版は、MAGES. ONLINE SHOPでの予約販売となります。

『メモリーズオフ ヒストリア』ティザーサイト

http://memoriesoff.jp/historia/

メモリーズオフ公式ツイッター
メモオフ公式 @gdiv1_5pb

【関連サイト】
メモリーズオフシリーズ 一覧（ナンバリングタイトル及ファンディスク）
http://memoriesoff.jp/series/

商品情報

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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