
Nintendo Switch™ / PlayStation®4 恋愛アドベンチャーゲーム

『シンスメモリーズ 星天の下で』
パッケージイラスト及び店舗特典一覧公開のお知らせ

【報道関係者各位】 2021年6月18日

限定版パッケージイラスト、及びヒロイン達が水着姿で登場

する描き下ろし店舗特典やオリジナル店舗特典を公開 !

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『シンスメモリーズ 星天の下で』（読み：シンスメモリーズ ほしの

そらのしたで）の公式サイトにて、パッケージイラスト、描き下ろし店舗特典（ラフ画）、新たにオリジナル店舗特

典一覧を公開したことをお知らせいたします。

『シンスメモリーズ 星天の下で』公式サイト http://memoriesoff.jp/since/

1999年より20年に渡り” 恋愛の痛み”、” 
切なさ”を描き続けた『メモリーズオフ』シ

リーズの後継作となる完全新作恋愛アドベ

ンチャーゲーム『シンスメモリーズ星天の

下で』（以下、シンメモ）の公式サイトにて、

新たにオリジナル店舗特典を公開しました。

また、キャラクターデザイナーとして活躍す

るU35（うみこ）氏による通常版、限定版各

パッケージイラスト、店舗特典用描き下ろし

イラスト（ラフ画）を公開中です。

公式サイトでは、午前0時から午前5時まで

にアクセスすると限定版パッケージ用イラ

ストが大きく表示されるようになっています。

（時間外でも切り替え可能）

▲メインビジュアルとして既報のイラスト
は通常版パッケージに使用。 ▲限定版パッケージは英（あずさ）とちはやの二人が星空を見上げるイラストを使用。



描き下ろし店舗特典（ 五 十 音 順 ）

アキバ☆ソフマップドットコム

【キャラクター】 里見英＆北條ちはや

【特典】 描き下ろしB2タペストリー

※特典対象：「限定版」をご購入ください。

キャラクターデザインを手がけたU35（うみこ）氏による描き下ろしイラストを使用した特典です。

イラストはラフ画です。完成版イラストは後日、シンメモ＆メモオフ公式ツイッター、及び、シンスメモリーズ公

式サイトにて公開いたします。

アニメイト

【キャラクター】 北條ちはや＆里見英

■アニメイト限定セット特典

・描き下ろしB2タペストリー

・描き下ろしマイクロファイバーバスタオル（サイズ 1,600×800mm）

・描き下ろしクッションカバー（サイズ 900×450mm）

※特典対象：「アニメイト限定版」をご購入ください。

https://a.sofmap.com/search_result.aspx?gid=&keyword=%83V%83%
93%83X%83%81%83%82%83%8A%81%5B%83Y+%90%AF%93V%82%
CC%89%BA%82%C5

https://www.animate-
onlineshop.jp/products/list.php?mode=search&smt=%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B9%E3
%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA+%E6%98%9F%E5%A4%A9%E3%8
1%AE%E4%B8%8B%E3%81%A7

ストアページ

ストアページ

■アニメイト特典

・描き下ろしB2タペストリー

※アニメイト限定版特典と同じものです。

※特典対象：「通常版」「限定版」をご購入ください。



描き下ろし店舗特典（ 五 十 音 順 ）

ゲーマーズ

【キャラクター】 北條ちはや＆伊勢陽詩

■ゲーマーズ限定版特典

・描き下ろしB2タペストリー

・描き下ろしアクリルクロック

・オリジナルアクリルフィギュア2個セット（稲穂信＆稲穂凛）

・オリジナルアクリルキーホルダー（YuKuRu）

※特典対象：「ゲーマーズ限定版」をご購入ください。

■ゲーマーズ特典

・描き下ろしB2タペストリー

※ゲーマーズ限定版特典と同じものです。

※特典対象：「通常版」「限定版」をご購入ください。

※オリジナルアクリルフィギュアとオリジナルアクリルキーホ

ルダーは、ゲーム内に登場するイラストを使用したものです。

※画像はイメージです。

ゲオ

【キャラクター】 黄春玉＆里見英

【特典】 オリジナル描き下ろしマウスパッド

※特典対象：「通常版」「限定版」をご購入ください。

ストアページ

https://geo-
online.co.jp/search/?keyword=%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B9
%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA+%E6
%98%9F%E5%A4%A9%E3%81%AE%E4%B8%8B%E3%81%A7#game

https://www.gamers.co.jp/products/list.php?mode=search&smt=%E3%82%B7%E3%83%B3%E
3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA+%E6%98%9F%E5%
A4%A9%E3%81%AE%E4%B8%8B%E3%81%A7

ストアページ



描き下ろし店舗特典（ 五 十 音 順 ）

上新電機

【キャラクター】 大山優梨子＆里見英

【特典】 描き下ろしマイクロファイバーミニタオル

※特典対象：「通常版」「限定版」をご購入ください。

https://joshinweb.jp/srhzs.html?KEYWORD=&KEY=ZS_ALL&KEY
_M=ALL&QS=&QK=%83V%83%93%83X%83%81%83%82%83%
8A%81%5B%83Y&category_id=&REQUEST_CODE=1

ストアページ

あみあみ

【キャラクター】 大山優梨子

【特典】 パスケース

※特典対象：通常版、限定版とも「あみあみ限定特典」

をご購入ください。

ゲーム中の登場するイラストなどを使用したオリジナル特典です。画像はすべてイメージです。

オリジナル店舗特典（ 五 十 音 順 ）

https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%A1%E
3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA+%E6%98%9F%E5%A4%A9%E3%81%AE%E4%B8%8B%E3
%81%A7&submit_btn=&pagemax=60

ストアページ

ネオ・ウィング

【キャラクター】 大山優梨子

【特典】 Ｌ判ブロマイド

※特典対象：「通常版」「限定版」をご購入ください。

https://www.neowing.co.jp/searches?term.media_format=game&f=major&q=%E3%82%B7%E3%
83%B3%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA+%E6%98%9
F%E5%A4%A9%E3%81%AE%E4%B8%8B%E3%81%A7&f=major&q=&f=major&q=&order=scorebo
ost&range.rel=&range.sale_price=

ストアページ



オリジナル店舗特典（ 五 十 音 順 ）

WonderGoo

【キャラクター】

北條ちはや＆伊勢陽詩

【特典】

アクリルスタンド

https://www.wonder.co.jp/benefit/game/detail/?id=25055ストアページ

【キャラクター】

プルシアイネン藍乃＆水元みそら

【特典】 ミニ色紙

【キャラクター】

北條ちはや

【特典】

クリーナークロス

※特典対象：「限定セット付」の他、「通常版」「限定版」にも付

属します。

【キャラクター】

プルシアイネン藍乃

【特典】

B2タペストリー

■WinderGoo限定セット ※特典対象：「限定セット付」と記載された商品をご購入ください。

■先着予約特典

【店舗特典に関するご注意】
※各特典は数量に限りがございます。無くなり次第終了ですので、お早めにご予約ください。

また、特典の有無はご予約時に各店舗にて必ずご確認ください。

※店舗によって、通常版、限定版、他店舗指定のセットなど、販売方法や対象商品が異なる場合がござ

いますので、ご予約の際にご確認ください。

※特典は、ご予約いただいた店舗にて商品お引き渡し時にお渡しいたします。

※ご不明点、詳細につきましては、各店舗へ直接お問い合わせください。



タイトル シンスメモリーズ 星天の下で

（読み：シンスメモリーズ ほしのそらのしたで）

ジャンル 恋愛アドベンチャー

機種 Nintendo Switch™ / PlayStation®4

発売日 2021年8月26日予定

価格 通常版：8,580円（税込）

限定版：11,880円（税込）

ダウンロード版：7,700円（税込）

CERO 審査予定

著作権表記 ©MAGES.

言語 音声：日本語のみ 表記：日本語、繁体字、簡体字

【限定版特典】

設定資料集 イラストやキャラクターデザイン画＆衣装設定、ラフ画や背景画のマップ解説など盛りだくさんの

内容で送る設定資料集。（全64ページ予定）

サントラCD（BGM＆ソング集）

ゲームBGMの他、ゲームサイズのOP・ED・挿入歌とメインヒロイン5人の各キャラクターソングを

収録。

『シンスメモリーズ 星天の下で』公式サイト http://memoriesoff.jp/since/

メモリーズオフ公式ツイッター シンメモ＆メモオフ公式 @gdiv1_5pb 推奨ハッシュタグ #シンメモ

【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 

『シンスメモリーズ 星天の下で』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

【キャスト】

水元 隼也（cv.菊地燎） 北條 ちはや（cv.近藤玲奈） 里美 英（cv.田所あずさ）

伊勢 陽詩（cv.永木さくら） 大山 優梨子（cv.岡本美歌） 黄 春玉（cv.渡辺千絢）

水元 みそら（cv.夏吉ゆうこ） プルシアイネン 藍乃（cv.渋谷彩乃） 稲穂 凛（cv.木野日菜）

稲穂 信（cv.間島淳司）

【アーティスト】

オープニング主題歌 亜咲花 ／ エンディング主題歌 彩音 ／ 挿入歌 岡本美歌（大山優梨子役）

http://memoriesoff.jp/since/
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