
『メモリーズオフ ヒストリア』発売記念
KIDポップアップストア開催のお知らせ

【報道関係者各位】 2021年3月24日

『メモリーズオフ』シリーズを生み出したゲームブランド

KID作品のオリジナルグッズを販売！

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、Nintendo 

Switch™、PlayStation®4用恋愛アドベンチャーゲーム『メモリーズオフ ヒストリア』の発売を記念して、ゲーマーズ一部

店舗にてポップアップストアを本作発売日の2021年3月25日（木）より開催することをお知らせいたします。

1999年に第1作目を発売し、長期シリーズとなった『メモ

リーズオフ』（当時発売元 KID・以下、メモオフ）。歴代ナ

ンバリングタイトルの7作品をNintendo Switch™と

PlayStation®4に移植した『メモリーズオフヒストリア』が、

2021年3月25日に発売となります。本作の発売を記念し、

2020年にゲーマーズ各店にて開催したKIDポップアップ

ストアが新商品を追加して再び開催します。KIDポップア

ップストアでは、メモオフシリーズを生み出した当時のゲ

ームブランドKID作品に関連するオリジナルグッズを販売

します。

【開催スケジュール】

3月25日（木）～4月11日（日） AKIHABARAゲーマーズ本店 3F

4月28日（水）～5月9日（日） ゲーマーズなんば店

5月21日（金）～6月6日（日） ゲーマーズ名古屋店

6月18日（金）～7月4日（日） ゲーマーズ横浜店

2021年3月25日（木）よりAKIHABARAゲーマーズ本店を皮切りに、

7月まで4店舗で順次開催！

メモオフシリーズを始めゲームブランド「KID」関連商品を販売！

2021年3月25日（木）～2021年7月まで全４店舗にて順次開催

ゲーマーズ KIDポップアップストアウェブサイト

https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=1376

ポップアップストアは、東京・秋葉原のAKIHABARAゲーマーズ本店を皮切りに、大阪、愛知、神奈川の全4店舗で順

次開催します。メモオフの額装イラストやアクリルスタンド、タイトル別のマイクロファイバーミニタオル、カプセルトイ

による全25種類の缶バッジコレクション、18タイトルのBGMから選り抜いた特別盤サントラCD他、各種グッズを販売

（一部商品は予約販売）を行います。また、メモオフシリーズに舞台にもなっている地域にある横浜店では、更に限

定で特別キャンペーンを行います。



『メモリーズオフ ヒストリア』発売記念商品（受注予約商品）

キャラアートグラフ （全2種）

12,100円（税込）

第4作目の『メモリーズオフ ～それから～』と、メモオフのバラエティソフトとして発売された

『メモオフみっくす』に使用されたイラストを高品質印刷し、高精細美麗な仕上がりとなったイ

ラストを額装。（サイズ：A4 仕様：額縁・シリアルナンバー記載プレート付き）

発売日：2021年5月下旬発売予定

販売店舗：AKIHABARAゲーマーズ本店・ゲーマーズオンラインショップ

メモリーズオフ ～それから～ メモオフみっくす



『メモリーズオフ ヒストリア』発売記念商品（新商品）

アクリルスタンド（全10種） 各1,980円（税込）

『メモリーズオフ』シリーズのヒロイン達をアクリルスタンド化！

音羽かおる桧月彩花

飛世 巴 花祭果凛

陵いのり 仙堂麻尋



メモリーズオフ ゆびきりの記憶

嘉神川クロエ

ミニアクリルアート 2,750円（税込）

第7作『メモリーズオフ ゆびきりの記憶』のヒロイン達が描かれたミニアクリルアート

春日結乃 星月織姫

神崎美咲



ソフトジャケットマイクロファイバ―ミニタオル（全3種）
各660円（税込）

第8作のファンディスクとして発売された『メモリーズオフ –Innocent Fille- for Dearest』、第5作
のファンディスク『メモリーズオフ#5 encore』、そして、和風の伝奇恋愛アドベンチャー『龍刻』

のジャケットイラストをデザインしたマイクロファイバーミニタオル。

（サイズ：約200mm×200mm）

モバイルバッテリー（全2種） 各4,400円（税込）

各タイトルのイラストあしらったモバイルバッテリー（容量：4000mAh）

メモリーズオフ ～それから～

メモリーズオフ

–Innocent Fille-

for Dearest

メモリーズオフ#5

encore

龍刻

メモリーズオフ6 Next Relation

この他、2020年に開催したKIDポップアップショップで販売した商品も販売します。

詳しくは、ゲーマーズ KIDポップアップストアウェブサイトをご覧ください。



ブロマイド （全16種）

※特典はなくなり次第終了となります。

※ブロマイドのお渡しはランダムとなり

ます。

会場購入特典

※イベント内容や、発売日、商品仕様は変更になる可能性がございます。
※本書の画像はすべてイメージです。

期間中に会場内にて『KID』関連商品、ゲーム『メモリーズオフ ヒストリア』をご購入・ご予約内金

税込み2,000円毎に、ブロマイド（全16種）をランダムで1枚プレゼントいたします。

ゲーマーズ横浜店限定 Memories Off キャンペーン

期間中にゲーマーズ横浜店会場内にて 『KID』 関連商品をご購入・ご予約のお客様に会場特

典のフェアに加え、横浜店限定ブロマイド（全1種）を1会計につき1枚プレゼントいたします。

開催店：ゲーマーズ横浜店
期間：2021年6月18日(金)

～2021年7月4日(日)

横浜店限定ブロマイド （全1種）

※特典はなくなり次第終了となります。

『想い出にかわる君 ～メモリーズオフ～』のイラスト

をブロマイド化！ 1会計毎にプレゼント！

『メモリーズオフ』シリーズ、ナンバリ

ングタイトル全8作品から、各作品

の場面イラストがブロマイドに！



コピーライト表記について

ご掲載にあたりまして、全商品の画像を掲載される場合は、個別のタイトル
表記はせず、下記表記でお願いいたします。

©MAGES.
©MAGES./GloriaWorks

タイトル別では『メモリーズオフ -Innocent Fille-』のみ下記表記となります。

©MAGES./GloriaWorks

『メモリーズオフ -Innocent Fille-』の該当商品は以下です。

・アクリルスタンド 神崎美咲、嘉神川クロエ

・特典ブロマイド（全16種）

尚、『メモリーズオフ –Innocent Fille- for Dearest』は該当しません。

【参加に際する注意】

■新型コロナウイルス感染拡大防止のため下記の注意事項をご了承ください。

・ご入店にはマスク着用の協力をお願いします。

※状況によっては入店をご遠慮いただく場合がございます。

・店内では他のお客様から距離をとるようにしてください。レジに並ぶ際は、距

離をあけてお並びください。

・店内でのおしゃべりもなるべくお控えください。

・当面の間、店舗スタッフ人数縮小での営業になります。

その為、店舗への電話でのお問い合わせに関しましてはつながりにくい場合も

ございます。



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 上巻 5,800円（税抜）

下巻 5,800円（税抜）

ダウンロード版 上・下巻 各5,000円（税抜）

限定版 23,800円（税抜）

超限定版 45,000円（税抜）（※）

限定版内容 ・メモリーズオフ ヒストリア 上・下巻

・1/8 白河ほたる 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)

CERO 上巻 B（12才以上対象）

下巻、限定版、超限定版 C（15才以上対象）

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での予約販売品です。

『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 推奨ハッシュタグ #メモヒス

【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/

■『メモリーズオフ ヒストリア 上巻』 収録タイトル（第1作～第4作）

『メモリーズオフ』、『メモリーズオフ 2nd』、『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 ヒストリア 下巻』 収録タイトル（第5作～第7作）

『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』

【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：本荘健吾

設立 2006年7月

URL http://mages.co.jp 

『メモリーズオフ ヒストリア』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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