
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」

全世界配信決定！
本日昼12時より配信チケット発売開始、

配信記念Twitterキャンペーン実施！

特設サイトにて物販情報を公開！！

【報道関係者各位】 2021年9月1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』を、

昨今の状況を踏まえ全世界配信を行うことを決定しました。配信チケットは本日9月1日昼12時より発売開

始となりました。併せて、配信記念Twitterキャンペーンの実施を決定！

また、20周年＆イベント記念グッズに関し、商品情報及び物販情報を公開いたしました。

皆様のご参加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

■価格 5,000円（税込）

■配信受付URL

https://stagecrowd.live/1251179432/

■販売期間

2021年9月1日(水)12:00 ～2021年9月18日(土)18:00

■見逃し配信期間

公演終了後、見逃し配信公開から2021年9月18日(土)23:59まで

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

【配信チケット受付情報】

9月1日（水）昼12時解禁情報

https://stagecrowd.live/1251179432/


素敵なプレゼントが当たるTwitterキャンペーン実施！

『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

■先着先行二次受付

08/30(月) 18:00 ～ 09/06(月) 23:59

■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/

【先着先行二次受付情報】

『メモリーズオフ20th 藤川市×澄空市 合同成人式＆同窓会 配信記念
Twitterキャンペーン』

イベントの配信を記念し、出演キャスト、アーティストのサイン入り缶バッジが14名様に当たるキャン

ペーンを実施します！参加方法は、イベントの感想をつぶやくだけでOK！

現地参加の方はもちろん！配信で参加する方も、ぜひ、ご参加ください♪

アーカイブもあるので、当日参加できない方でも大丈夫！

みんなでメモオフ成人式をお祝いしましょう！

期間：当日生配信スタートから9月18日（土） 23：59まで

①「@gdiv1_5pb」（シンメモ&メモオフ公式twitter）をフォロー

②公式発信のキャンペーンツイートを引用RT

③#メモオフ成人式 をつけて感想を追記し、投稿

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

現地イベントチケット・先着先行二次は9月6日まで！



会場では20周年記念グッズを販売！
新作グッズ＆抽選会も！！

【復刻・新柄追加】

トレーディング学生証 2枚セット（全29種）

各500円（税込）

シリーズに登場する「澄空」「浜咲」「藤川」「海陵」な

ど各校のキャラクタープロフィール入り学生証。ブ

ラインド仕様で、どのキャラクターの学生証が当た

るかはお楽しみ！

※2019年開催「澄空市・藤川市合同卒業式 謝恩

会」販売分の復刻＋新規キャラ11名
サイズ：55×85mm 
※絵柄はお選び頂けません。

※セット内でデザインが重複する場合がございます。

ビッグアクリルスタンド～振袖Ver.～
各1,500円（税込）
仕様：「メモオフ20th ラストメモリー総選挙」の上位

キャラがビッグサイズのアクリルスタンドになって登

場。成人式にふさわしい振袖バージョン！ （今坂唯

笑、双海詩音、白河ほたる）

サイズ：スタンディの高さ180mm程度／台紙付き

当日会場では新作グッズを含むメモオフ20周年記念グッズや、双海詩音プロデュースグッズ、9
月15日に発売される新作Since Memories等のグッズを販売！ここだけのレアグッズが当たる抽

選会も開催します。

当日会場物販：2021年9月11日 12:00～16:00
※価格は全て税込み・イベント価格です。

※感染症対策上、当日物販はイベントチケットをお持ちの方に限らせていただきます。

※数量には限りがあります。売り切れの際はご容赦ください。

※後日事後物販を予定しています。なお、会場にて売り切れの商品は事後通販の対象となりま

せんのでご容赦ください。



メモオフ20thトートバッグ

1,500円（税込）
お買い物にゆったり使えるほどよい大きさの布製トートバッグ。デザインは20周年を振り返るビジュアル！

サイズ： W460×H320×D140mm程度

原産国：バングラデシュ素材：綿100％

メモオフ20th トレーディングブロマイド

各500円（税込）
「メモオフ20th ラストメモリー総選挙」投票対象キャラにシークレットを加えた全55種のブロマイド。

ブラインド仕様でどのキャラクターが当たるかはお楽しみ！

サイズ：L判 ※絵柄はお選び頂けません。 ※セット内でデザインが重複する場合がございます。

メモオフ20thブロマイドホルダー（特典ブロマイド付き）

3,000円（税込）
トレーディングブロマイド全55種を格納できるブロマイドホルダー。

ホルダー購入者だけの特典ブロマイドも付属！

サイズ：W157×198mm程度（56ポケット）



メモオフ20thアクリルアート

7,000円（税込）
ささきむつみ先生描き下ろし。20周年イベントのキービジュアルを使用したアクリルアート。

サイズ：A4サイズ変形商品仕様：スタンド軸棒付き

メモオフ20th総選挙缶バッジAセット

2,500円（税込）
キャラクター5名セット双海詩音、今坂唯笑、白河ほたる、仙堂麻尋、嘉神川クロエ

サイズ：直径54mm程度

メモオフ20th総選挙缶バッジBセット

2,500円（税込）
キャラクター5体セット 春日結乃、嘉神川ノエル、花祭果凛、桧月彩花、陵いのり

サイズ：直径54mm程度

メモオフ20thタペストリー

3,000円（税込）
ささきむつみ先生描き下ろし。20周年イベントのキービジュアルを使用したB2タペストリー。



YuKuRuコーヒーお土産セット（3袋セット）

1,500円（税込）
メモオフ制作スタッフが厳選して味を作り上げた、YuKuRuのテイストのオリジナルブレンドコーヒー。セット内

容：ドリップコーヒー3点、コルクコースター1点

詩音オリジナルボイスめざまし時計

15,000円（税込）
本イベントのための録り下ろし目覚まし時計。双海詩音（cv.利田優子）があなたを優しく起こしてくれる！

サイズ：170mm×120mm程度

ペンライト

2,800円（税込）
「澄空市・藤川市合同成人式」の特製ペンライト！記念品としてもぜひ！

ブレードJ r 【フィルム】4C/ 1C 【グリップ】樹脂色替え可/１C 【台紙】4C/ 1C



シンスメモリーズ B2タペストリー

3,000円（税込）
9月16日発売「シンスメモリーズ星天の下で」の

キービジュアルを使用したタペストリーです。

シンスメモリーズ クリアファイル

500円（税込）
9月16日発売「シンスメモリーズ星天の下で」の

キービジュアルを使用したクリアファイルです。



ShionBlend オリジナルティー

1,800円（税込）

双海詩音プロデュースグッズ オリジナルイングリッシュブレックファースト。

双海詩音役・利田優子さん監修！！

ShionBlend
文庫サイズノート＋ブックカバーセット

1,500円（税込）

双海詩音プロデュースグッズ 文庫サイズノート＋ブックカバーセット。

デザインはあの「不思議の王国フォース」風。

双海詩音役・利田優子さん監修！

ShionBlend グッズ購入特典
詩音オリジナルしおり

ShionBlendグッズお買い上げの方に利田優子直筆ごきげんよう＆サイン入りしおりをプレゼント！
※数量には限りがありますので、なくなり次第終了となります。

Shion Blend HP: http://memoriesoff.jp/20th/shion



【メモオフ賞】

メモオフキャラクター手書き描き下ろし色紙

メモオフのキャラクターデザイナーが20周年を

記念して描き下ろした色紙。超貴重！

3,000円以上のお買い上げで
20周年記念ショッパープレゼント

さらに抽選も！

購入金額3,000円（税込）以上お買い上げの方にメモオフ20thオリジナルショッパーを1つプレゼ

ント！さらに、3,000円（税込）ごとに1回くじがひける抽選会も！

ファンの皆様のために、素敵な賞品をご用意しています。

※賞品はなくなり次第終了となります。

【購入特典】

メモオフ20thオリジナルショッパー

イベント物販の購入金額3,000円（税込）以上で1枚プ

レゼント！歴代キャラを配したオリジナルショッパー！

【A賞】

唯笑オリジナルボイス入りめざまし時計

本イベントのための録り下ろし目覚まし時計。

今坂唯笑（cv.那須めぐみ）があなたを優しく起こし

てくれる！

【B賞】

メモオフスタッフ MAGES.スタッフ本

メモオフを作ってきたMAGES.スタッフたちが、今回

のイベントのために制作した今回限りのスタッフ本で

す。

【C賞】

アクリルスタンド（8種）

3キャラセットのミニアクリルスタンド！どれが当たる

かはお楽しみ！

【D賞】
QUOカード（3種）
成人式、シンスメモリーズキービジュアル、YuKuRu同
窓会。どれが当たるかはお楽しみ！

【YuKuRu賞】コースター２枚セット
「メモオフ20th ラストメモリー総選挙」投票対象キャラに歴代稲穂信を加えたコースター。どれが当たるかはお楽しみ！



グッズセットの事前購入予約もスタート！

お得なグッズセットの事前購入予約をご準備いたしました。

パスマーケットにご登録頂き、下記URLから事前購入頂きますと、当日会場で現金のやり取りなしにスムーズな

お渡しができます。ぜひご利用ください！

※こちらは事前購入、会場での受け渡しとなります。通販ではございませんのでご注意ください。

※数量に限りがあります。品切れの場合はご容赦ください。

購入可能期間：9月1日（水）12:00～9月11日（土）16:00

購入URL：https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/021369d5ypv11.html

A：メモオフグッズ全部セット

44,300円（税込）

※くじ券14枚＋サービス1枚付き

＜セット内容＞

①トレーディング学生証 2枚セット（全29種のうち2枚をランダム封入）

②ビッグアクリルスタンド～振袖Ver.～ 双海詩音/今坂唯笑/白河ほたる 全3種

③メモオフ20th トートバッグ

④メモオフ20th トレーディングブロマイド

⑤メモオフ20th ブロマイドホルダー

⑥メモオフ20th アクリルアート

⑦メモオフ20th 総選挙缶バッジ Aセット/Bセット

⑧メモオフ20th タペストリー

⑨YuKuRuコーヒーお土産セット

⑩詩音オリジナルボイスめざまし時計

⑪メモオフ20th ペンライト

⑫【会場物販購入特典】メモオフ20th ショッパー

B：メモオフ20th トレーディングブロマイド＆ブロマイドホルダーコンプリートセット

17,000円（税込）

※くじ券5枚＋サービス1枚付き

＜セット内容＞

①メモオフ20th トレーディングブロマイド 全55種コンプリートセット

②メモオフ20th ブロマイドホルダー



『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14組15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

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。また、シリーズ最終作である第8作『メモリーズオフ -Innocent Fille-』からは志摩寿奈桜役徳井青空、日紫

喜瑞羽役矢作紗友里が決定。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。

徳井青空
志摩寿奈桜役

矢作紗友里
日紫喜瑞羽



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」

・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「どっちが本当？」

・PART3
徳井青空（志摩寿奈桜役）・矢作紗友里（日紫喜瑞羽役）

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「タイトル未定」「稲穂家の人々」

※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 稲穂信志摩寿奈桜 日紫喜瑞羽



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。

■出演者

［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）、徳井青空（志摩寿奈桜役）、矢作紗友里（日紫喜瑞羽役）、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



【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：メモリーズオフ 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./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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