
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』

キャラクターソング第５弾 黄春玉（cv.渡辺千絢）試聴ムービー公開、

及び、ゲーマーズポップアップストア開催決定のお知らせ

【報道関係者各位】 2021年8月20日

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、2021年9月16日

発売の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）のキャラクターソング第5弾として、黄春玉（cv.渡辺千絢）が歌う「Advancer」の試聴

ムービーを公式サイトおよびYouTubeにて公開、また、ゲーマーズポップアップストアの開催が決定したことをお知ら

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/

2021年9月16日発売となる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』キャラクターソング第5弾として、メインヒロインの一人・

黄春玉［ホァン チュンユー］ （cv.渡辺千絢）が歌う「Advancer」の試聴ムービーを公開しま

した。黄春玉は、日本の民俗学を学ぶためやってきた留学生。古くから残る民家を調査す

るフィールドワークのサポートを、何でも屋である主人公・水元隼也に依頼します。そして、

隼也の仕事ぶりを信頼した春玉は、曾祖父が戦前に日本人に渡したという思い出の酒杯

の捜索を隼也に依頼することに……。ポジティブな春玉らしさに溢れたこの曲のフルバー

ジョンは、限定版同梱特典のCDに収録されます。また、彩音が歌うエンディング主題歌の

試聴ムービーを8月27日に公開予定です。

ヒロイン・黄春玉（cv.渡辺千絢）が歌う

キャラソン「Advancer」試聴ムービー公開！

「Advancer」試聴YouTube URL https://youtu.be/IRVi33_rEmQ

「Advancer」
黄春玉（cv.渡辺千絢） 作詞：鈴木裕明 作曲：鈴木裕明 編曲：鈴木裕明

渡辺千絢黄春玉
（ホァンチュンユー）



『メモリーズオフ』シリーズから『シンスメモリーズ』までの
豊富なオリジナルグッズを販売！

1999年から2019年まで新作をリリースし

てきた『メモリーズオフ』（以下、メモオフ）

シリーズのコンセプトを受け継ぎ、世界観

を共有した完全新作の恋愛アドベンチャ

ーゲーム『シンスメモリーズ 星天の下で』（

以下、シンメモ）の発売を記念して、メモオ

フシリーズとシンメモのオリジナルグッズ

を取り揃えたポップアップストアがゲーマ

ーズにて開催されます。

【開催スケジュール】

2021年9月12日(日) ～ 10月3日(日) AKIHABARAゲーマーズ本店 7Ｆ

2021年10月22日(金) ～ 11月7日(日) ゲーマーズ名古屋店

2021年11月19日(金) ～ 12月5日(日) ゲーマーズなんば店

2021年12月24日(金) ～ 2022年1月9日(日) ゲーマーズ横浜店

【開催内容】

『メモリーズオフ』『シンスメモリーズ』関連商品の販売

※ポップアップストア開催と共にゲーマーズオンラインショップにて受注販売を行います。

ゲーマーズ 「シンスメモリーズ星天の下で」発売記念

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=1862

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。新作グッズとして、シンメモの

キャラクターアクリルスタンドやミニアクリルアートの他、メモオフシリーズで、ま

だグッズ化されていないキャラクターたちのアクリルスタンドやシリーズ作品のグ

ッズが新規に登場し、既存のグッズと共にさらにコレクション性が増すラインナッ

プでお送りします。

そして、オンラインショップを含めた各店舗では、購入特典もあります。

また、メモオフシリーズの舞台のモデルになっている地域でもある横浜店では、

更に限定で特別キャンペーンを行います。

ゲーマーズ４店舗にて
『シンスメモリーズ 星天の下で』発売記念
ポップアップストアを順次開催決定！

2021年9月12日（日）～2022年1月まで全４店舗にて順次開催！

グッズの販売や会場特典などを用意！

▲新たに『シンスメモリーズ 星天の下
で』のオリジナルグッズを販売！



受注予約商品

キャラアートグラフ （全2種）

12,100円（税込）

第6作目の『メモリーズオフ6 ～T-wave～』と、メモリーズオフシリーズとしての最終作『メモリ

ーズオフ –Innocent Fille-』の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11月上旬発売予定

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

発売日：2022年2月中旬発売予定

ゲーマーズなんば店・ゲーマーズ名古屋店・ゲーマーズ横浜店

メモリーズオフ6 ～T-wave～ メモリーズオフ –Innocent Fille-



アクリルスタンド（５種） 各1,980円（税込）

『シンスメモリーズ星天の下で』ヒロイン5名のアクリルスタンドと、『メモリーズオフ』第1作目をオマ

ージュしたティザービジュアルのミニアクリルアートを新作グッズとして販売！

里美 英北條ちはや

伊勢陽詩 大山優梨子

黄 春玉 ミニアクリルアート

シンスメモリーズグッズ

ミニアクリルアート（１種） 各2,750円（税込）



アクリルスタンド（６種） 各1,980円（税込）

メモリーズオフシリーズ過去作品からの新規オリジナルグッズ。

寿々奈鷹乃伊吹みなも

荷嶋音緒 陵いのり

鼓堂詩名

メモリーズオフシリーズ

稲穂 鈴



ソフトジャケットマイクロファイバ―ミニタオル（全4種）
各660円（税込）

イラストとロゴをあしらったジャケット想定のマイクロファイバーミニタオル。

（サイズ：約200mm×200mm）

想い出にかわる君 ～Memories Off～ メモリーズオフ6 ～T-wave～

メモリーズオフ ゆびきりの記憶 Memories Off ～それから again～



Memories Off 2nd

ミニアクリルアート 2,750円（税込）

第２作『メモリーズオフ2nd』のヒロイン達が描かれたミニアクリルアート。

KID BEST OST Selection For GAMERS
音楽：阿保剛

3,300円（税込）

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の作品群のオリジナルサウンドトラ

ック。『infinity』シリーズ、『My Merry May』、 『My Merry Maybe』 『想いのかけら Close to
』、『夢のつばさ』、『てんたま2win』、[Iris ～イリス～』、そして、ボーナストラックとして 『メモ

リーズオフ』シリーズ全8作品から作曲者・阿保剛自ら選曲した選りすぐりのBGMを収録した

オリジナルサウンドトラック。ゲーマーズだけの特別盤！

（収録時間 約67分）

関連既存商品



ブロマイド （全10種）

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。

各店舗会場内にて期間中に『シンスメモリーズ』、『メモリーズオフ』関連商品もしくはKID対象商

品をご購入・ご予約内金 2,000円（税込）毎に、ブロマイド（全10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『シンスメモリーズ』、『メモリーズオフ』関連商品もしくはKID
対象商品をご購入・ 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12月24日(金)

～2022年1月9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。

『メモリーズオフ』第1作目をオマージュしたティザービジュアル

のブロマイドを進呈！

※ブロマイドはランダムで1枚のお渡しとなります。絵柄はお選びいただけません。

※特典はなくなり次第終了となります。

※ゲーマーズオンラインショップでは、

2021年9月12日（日）～ 10月3日（日）

の期間中に『シンスメモリーズ』、『メモ

リーズオフ』関連商品もしくはKID対象

商品をご購入2,000円毎に、このブロマ

イド（全10種）から1枚をランダムでプレ

ゼントいたします。

※当リリース全体でのコピーライト表記 ©MAGES. ©MAGES. ©GloroaWorks



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9月16日

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 C （15才以上対象）

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

【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） 他

【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）

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

http://memoriesoff.jp/since/
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