
9月11日（土）開催 ライブ＆トークイベント

「メモリーズオフ20th 成人式＆同窓会」
本日10時より先着先行受付開始！

20周年を記念した新作グッズも発売決定！！

【報道関係者各位】 2021年8月13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、9月11

日（土）開催予定のライブ＆トークイベント『メモリーズオフ20th 藤川市×澄空市合同成人式＆同窓会』の

一般向けチケットの先着先行受付を、本日10時よりe＋(イープラス) にて開始することをお知らせいたしま

す。

シリーズを振り返る想い出の曲、あの人気キャラのキャラソンや、「メモオフ20th ラストメモリー総選挙」で

上位にランクインしたキャラクターの新規書き下ろし朗読劇、キャストと制作スタッフで語るあのときの想い

出等、20周年をお祝いするにふさわしい盛りだくさんのイベントとなります。

皆様のご来場をお待ちしております！

※新型感染症の状況や国・自治体の指導により中止もしくは順延となる可能性もございます。予めご了承

ください。

『メモリーズオフ20th 藤川市×澄空市合同成人式＆同窓会』

■日程 2021年9月11日(土)

■会場 TACHIKAWA STAGE GARDEN

■開場 16時00分 開演 17時00分

■先着先行受付

8月13日(金)10時～22日(日)23時59分まで

■枚数制限

お１人様１申込みあたり2枚まで

■先着先行受付URL

https://eplus.jp/memoriesoff20th/

イベント特設サイト http://memoriesoff.jp/20th/ceremony/

【先着先行受付情報】



20周年を記念したグッズを発売！
新作グッズ＆抽選会有り！！

イベントを記念し、新作グッズを含む記念グッズを、当日会場にて販売いたします。

また、購入金額ごとにオリジナルグッズが当たる抽選会も開催！

詳細は後日お伝えいたします。

※新型感染症の状況を踏まえ、会場販売はチケットをお持ちの方対象となります。

※イベント後に事後通販も予定しています。

※新型感染症の状況や国・自治体の指導により中止もしくは順延となる可能性もございます。

予めご了承ください。



『メモリーズオフ』シリーズ＆『シンスメモリーズ』
声優＋アーティスト 総勢12組13名出演！

【メモリーズオフシリーズ】

【アーティスト】【シンスメモリーズ】

那須めぐみ
今坂唯笑役

利田優子
双海詩音役

新名彩乃
遠峯りりす役

後藤邑子
嘉神川クロエ役

田中理恵
稲穂鈴役

間島淳司
稲穂信役

近藤玲奈
北條ちはや役

岡本美歌
大山優梨子役

木野日菜
稲穂凛役

彩音 Zwei 亜咲花

［メモリーズオフシリーズ］

那須めぐみ（今坂唯笑役）、利田優子（双海詩音役）、新名彩乃（遠峯りりす役）、後藤邑子（嘉神川クロエ

役）、田中理恵（稲穂鈴役）、間島淳司（稲穂信役）

［シンスメモリーズ］

近藤玲奈（北條ちはや役）、岡本美歌（大山優梨子役）、木野日菜（稲穂凛役）

［アーティスト］

彩音、Zwei、亜咲花

イベントには、メモリーズオフシリーズ第1作『メモリーズオフ』から今坂唯笑役那須めぐみ、双海詩音役利田

優子、第6作『メモリーズオフ6 ～Ｔ-wave～』から遠峯りりす役新名彩乃、嘉神川クロエ役後藤邑子、稲穂鈴

役田中理恵と、いずれも個別エンドのあるヒロインを演じたキャストが出演。そして、全作品で主人公の悪友、

よきアドバイザーなど時代とともに役割を変えて登場し、ミスター・メモオフとまで言われる稲穂信を演じる間

島淳司が出演。稲穂信は後継作の『シンスメモリーズ星天の下で』にも登場します。その最新作『シンスメモ

リーズ』からは、メインヒロインから二人、北條ちはや役近藤玲奈、大山優梨子役岡本美歌、そして、本作の

マスコット的なキャラクターで稲穂信の9歳の娘、稲穂凛を演じる木野日菜が出演します。

アーティスト陣は、第5作め以降の全作に歌唱や作詞で参加している彩音、第6作移植版のオープニング

テーマや第7作オープニングテーマを担当するZwei。更に、シンスメモリーズのオープニングテーマを歌う亜

咲花が出演し、ライブで盛り上げます。



20周年を振り返る！あの想い出の曲が続々！
ファン投票上位のあのキャラの新作朗読劇も！

【OP/ED曲（一部）】

・君の描片（メモリーズオフ～それから～）

・想い出はゆびきりの記憶へ（メモリーズオフゆびきりの記憶）

・レジリエンス（メモリーズオフ -Innocent ）
他多数！ ※順不同 ※曲目は変更になる場合があります。予めご了承ください。

【キャラソン】

今坂唯笑 （cv.那須めぐみ）

遠峯りりす （cv.新名彩乃）

嘉神川クロエ （cv.後藤邑子）

※順不同

【バラエティパート・朗読劇】

・PART1
那須めぐみ（今坂唯笑役）・利田優子（双海詩音役）・間島淳司（稲穂信役）

朗読劇「（20年経っても）変わらない日常（仮）」

・PART2
新名彩乃（遠峯りりす役）・後藤邑子（嘉神川クロエ役）・間島淳司（稲穂信役）

朗読劇「どっちが正解？（仮）」

・PART3
田中理恵（稲穂鈴役）・木野日菜（稲穂凛役）・間島淳司（稲穂信役）

朗読劇「稲穂家の人々（仮）」

※ゲスト 柴田太郎（メモリーズオフシリーズ／シンスメモリーズプロデューサー）

ライブパートではファンの皆様に思い出深いシリーズのOP/ED曲、そして出演キャラのキャラソンを歌唱！
また、バラエティパートでは、人気キャラによる新規書き下ろし朗読劇も！ ぜひお楽しみに。

今坂唯笑 双海詩音 遠峯りりす 嘉神川クロエ

稲穂鈴 稲穂凛 稲穂信



イベントコンセプト
当イベントは、コロナ禍により昨年開催中止となった「メモリーズオフ20周年記念イベント」を改めて開催す

るものです。メモリーズオフ（以下、メモオフ）シリーズ20周年をライブとトークで振り返り、また、後継作の『シ

ンスメモリーズ星天の下で』（以下、シンメモ）へ向けて歩みを進めるイベントです。

イベントタイトルにある藤川市と澄空市は、作品に共

通する舞台で、神奈川県の藤沢市、鎌倉市をモデル

にした街です。シリーズ各タイトルのキャラクターたち

が過ごした高校などがあり、楽しんでいただいたファ

ンの皆様とともに「成人式」「同窓会」と題して、シリー

ズ出演声優と主題歌を担当してきたアーティストらが

出演し、ライブとトークを交えてお届けいたします。

イベント特設サイトでは、2020年初頭に行われた「メモオフ

20th ラストメモリー総選挙」第1位の双海詩音と第2位の今坂

唯笑がトップページを飾る。イラストはキャラクターデザインを

担当したささきむつみ氏によるもの。

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
価格 上巻 6,380円（税込）

下巻 6,380円（税込）

ダウンロード版上・下巻各5,500円（税込）

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）

上巻：第1～4作収録／下巻：第5～7作収録

著作権表記 ©MAGES.

商品情報（第１作～第7作）

「メモリーズオフ」シリーズ 歴代ナンバリングタイトルは、

Nintendo Switch™ / PlayStation®4でプレイ可能です。



【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 

タイトル メモリーズオフ -Innocent Fille- （読み：イノサンフィーユ）

ジャンル 恋愛アドベンチャー

機種 PlayStation®4 / PlayStation®Vita / PC（Steam®/DMM）

Nintendo Switch™

発売日 2018年3月29日（PS4® / PS Vita / DMM）

2018年10月25日（Switch）
価格 【PS4® / PS Vita / DMM】

通常版 8,580円（税込）

ダウンロード版 7,700円（税込）

※PC版は、Steam®/DMMでのダウンロード版のみ。

【Switch】
通常版 7,480円（税込） ダウンロード版 6,600円（税込）

CERO 「C」（15歳以上対象）

著作権表記 ©MAGES./5pb./GloriaWorks

商品情報（第８作）

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

『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

商品情報（後継作「シンスメモリーズ 星天の下で」）

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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