
Nintendo Switch™ / PlayStation®4 『シンスメモリーズ 星天の下で』

彩音が歌うエンディング主題歌試聴ムービー、及び
近藤玲奈、田所あずさ等出演声優陣、

亜咲花等アーティスト陣、全11名のコメント公開のお知らせ

【報道関係者各位】 2021年8月27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）のエンディング主題歌で彩音が歌う「星空オルゴール」の試聴ムービーを公式サイト

およびYouTubeにて公開、また、近藤玲奈、田所あずさ等出演声優と、亜咲花等歌唱アーティストのコメントを公開し

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/

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』のエンディング主題歌「星空オルゴール」の試聴ムービーを公開しまし

た。この曲は、本作の前身である「メモリーズオフ」シリーズの多くの作品に参加してきたアニソンシ

ンガー彩音が歌唱し、また、自ら作詞を手掛けています。メモオフシリーズからコンセプトを継承し

て描かれる本作のエンディングにふさわしく、過去を振り返るようでいて未来へと動き出す、さわや

かでアップテンポな楽曲となっています。

なお、このエンディング主題歌の他、亜咲花が歌うオープニング主題歌、岡本美歌（大山優梨子

役）が歌う挿入歌を収録した「シンスメモリーズ 星天の下で 主題歌集」が9月22日発売予定です。

メモリーズオフシリーズから歌い継いできた彩音が
自ら作詞し歌うエンディング主題歌

「星空オルゴール」試聴ムービー公開！

「星空オルゴール」試聴YouTube URL https://youtu.be/N3R299ohFpw

「星空オルゴール」
歌：彩音 作詞：彩音 作曲：永塚健登 編曲：永塚健登

彩音



キャストコメント（一部）

外見を観た時は、キャリアウーマンみたいな凛々しさがある、優等
生で大人っぽいクールな女性なのかなと思っていましたが、台本を
読んでからイメージがかなり変わりました。お嬢様ならではの天然
さや、嬉しいとすぐはしゃいだりするお茶目な仕草など、普段のち
はやは幼さを見せていてとても可愛らしかったです。政治家の娘な
らではの芯の強さも持ち合わせていて、一見完璧なちはやですが、
隼也の前で見せる心の弱さが、彼女を守りたくなる動機に繋がるの
ではないかと思っています。

●ご自身が演じられているキャラクターについての第一印象をお教えください。また、演じた後で第一印象

と変わった部分などはございますでしょうか？

コメント 近藤玲奈

まずキャラクターデザインがとても好みでした！！
透明感のあるグレーの髪色とショートヘアが抜群におしゃ
れ。一目見ただけだと、英ちゃんはクールで寡黙な子とい
う印象でした。でも実は野良猫みたいに警戒心が強くて攻
撃的な面もあり、子供のように感情を表に出す子でした。
て、いろんな感情を見せてくれるのでとても人間味のある
素敵な女の子だと思います！

以下のコメントは、「シンスメモリーズ 星天の下で」から公式サイトに掲載しているものから一部抜粋したものです。

北條 ちはや

主人公・隼也の幼なじみ。
隼也が一番気を使わない
で話せる相手。名家のお
嬢様。

良くも悪くも完全無欠の
お嬢様!?

里美 英

隼也の前に突然現れる謎
の少女。隼也に「鷹也が
死んだのはお前のせい
だ」と言い放つ。

誰も信じない。信じられ
ない。信じたくない。
……あの人以外。

さとみ あずさ

コメント 田所あずさ

第一印象は、ちはや第一のしっかり者の侍女。何でも
出来る上に可愛いなんて、完璧な女の子なんだと思い
ました。演じた後に印象が変わったところは、ギャッ
プの多いキャラクターなので詳しいことは言えないの
ですが…。演じる前よりも可愛さと愛しさが10倍に感
じられました！

伊勢 陽詩

ちはやのお付きで、隼也
のもうひとりの幼なじみ。
落ち着きがあり冷静。誰
にでも敬語を使う。

ちはや激ラブ腹黒侍女？

いせ ひなた

コメント 永木さくら

見た目がとにかく可愛い！でもちょっと弱いハートの持ち主？

と最初は思いました。

演じた後の印象は、落ち込んでいるときも人にそれを見せない

我慢強さがある子なんだという風に変わりました。

そんな優梨子ちゃんが、主人公や春ちゃんの前では心を開い

ていく様子が演じていてほっこりしました。

大山優梨子

地元出身で、現在は休業
中のアイドル。
PALSATEというグルー
プで活躍していた。

アイドルの素顔、
お見せします。

おおやま ゆりこ

コメント 岡本美歌

まず第一に顔が良い！！

個人的にショートヘアの女の子が好きなので、どストライクで

した！実際に演じてみると、考え方や内面的な部分で自分と

似ている部分が多々あって嬉しかったです。

ただ私は中々ズバッと言えない性格なので、素直に言えてし

まう裏表のない春玉ちゃんの性格が羨ましいなと思いました。

黄 春玉

隼也達と同じ大学に通
う中国人留学生。日本
の民俗学を学んでいる。

前進あるのみ！
天然トラブルメーカー

ほぁん ちゅんゆう

コメント 渡辺千絢

ほうじょう



キャストコメント（一部）

ピンク髪だ…！ギャルだ…！！しかも、すごいギャル語だ……！！！
というのがみそらに出会った時の感想です（笑）
演じていく毎にみそらの等身大な所、家族の為に色々なものを消化して
逞しくなった所などが見えてきて、本当に素敵な子だな、と思う様にな
りました！

コメント 夏吉ゆうこ水元 みそら
隼也の妹。
水元家の家事を一切取り
仕切る肝っ玉ギャル。

『メモリーズオフ』シリーズのコ
ンセプトを引き継いだ新作という
ことで、新しい歴史がはじまる瞬
間に携わることができて嬉しく思
います。そしてキャラデザが美し
く、どんなふうに物語が進んでい
くんだろうとドキドキします。

オープニング主題歌

「光と影のラプラス」

コメント

亜咲花

みずもと

優しくて気遣いのできるとてもいい子だなという印象でした。
演じてみて、第一印象はそのままに何事にも一生懸命な部分が可
愛らしいなと思いました！

コメント 渋谷彩乃プルシアイネン 藍乃
クールそうだが、明朗快
活。隼也を「憧れのお兄
さん」と思い、大いに
慕っている。

凛ちゃんは台本を初めて読んだ時から、元気いっぱいで、まっす
ぐ育っていて、年相応な所もあってとても愛らしい子だなぁと思
いました。その感じたままに自由に演じさせて頂きました！

コメント 木野日菜稲穂 凛
稲穂家の長女。母と妹が
里帰りしている為、家業
の喫茶店「YuKuRu」の
手伝いをしている。

いなほ りん

今回の信なら「だいぶ髪が伸びたなー」ってところでしょうか。
年齢を見ると（前作「メモリーズオフ -Innocent Fille-」から）
10年くらい経ってるはずなのにまだまだ見た目も若いなー、と。

コメント 間島淳司稲穂 信
店を開いて10年となる喫茶
店「YuKuRu」のマスター。
メモリーズオフ第1作目
（当時は高校生）から最終
作（作品内約10年前）まで
全作品に登場している。

いなほ しん

アーティストコメント（一部）

●『シンスメモリーズ』の曲を歌うことが決まった時の感想をお願いいたします。

嬉しかったです。
かけがえのない想い出を、またみ
なさんと一緒に作る事が出来る！
と嬉しく思います。
そして、稲穂信くんが登場する事
がわかった時は、心が躍りました。

エンディング主題歌

「星空オルゴール」

コメント

彩音

少し大人っぽくてメロディーが綺
麗で、そのシーンの優梨子ちゃん
にぴったりという印象でした。
色々な感情がぐるぐるしている歌
詞だったので表現するのが難しそ
うだなと！します。

挿入歌

「Long for you」

コメント

岡本美歌

あいの



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。（A4サイズ・全64ページ）

・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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