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Nintendo Switch™用の対象ダウンロードゲームが最大64％OFF！

『MAGES. サマーセール2022』
ニンテンドーeショップにて開始のお知らせ

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、
本日2022年7月21日(木)～8月15日(月) の期間限定で、Nintendo Switch™用ダウンロードゲーム
17タイトルが最大64%OFFとなる『MAGES.サマーセール2022』をニンテンドーeショップにて開始
したことをお知らせいたします。

フルアニADV『シュタゲ』や、今年で10周年を迎えた
『ROBOTICS;NOTES』2作品などが対象！

ニンテンドーeショップで開催する「MAGES. サマーセール」には、MAGES.の代表作である

シュタゲこと『STEINS;GATE』関連作などがラインアップ。全編をアニメーション映像でプレ

イできるフルアニADV『STEINS;GATE ELITE』、『STEINS;GATE』派生作品2タイトルと

続編『STEINS;GATE 0』の3作品を1本で遊べる『STEINS;GATE ダイバージェンシズ アソー

ト』がセール対象となっており、合わせて4作のシュタゲがお得にプレイ可能です。

また、TVアニメ化・舞台化など様々なメディアミックスも展開した『ROBOTICS;NOTES』は

、今年ついに10周年を迎えました！今回のセールでは、ゲームのオリジナル版からアニメ演出

を加え、シナリオもアップデートした『ROBOTICS;NOTES ELITE』と、シュタゲの人気キャ

ラクター・ダル（CV:関智一）が登場し、科学ADVシリーズの未来へとつながるストーリーが展

開される『ROBOTICS;NOTES DaSH』が対象となっています。

種子島の夏を舞台に繰り広げられる本シリーズは、夏休みにぴったりな作品となっています！

劇場版アニメが大好評の『五等分の花嫁』、新作アニメが予定されている『このすば』など

のアニメ関連タイトル、また夏休みの勉強にぴったりな『賢くなるパズル 大全』などバラエ

ティに富んだタイトルがセール対象に！

▲全編をアニメでプレイできる“フルアニADV”

▲科学ADVシリーズの未来へとつながる
『ROBOTICS;NOTES DaSH』

アニメ関連タイトルからは、5月に放映された映画が大好評の『五等分の花嫁∬ ～夏の思い出も五等分～』、新作アニメの制作が決定してい

る『この素晴らしい世界に祝福を！ -この欲深いゲームに審判を！-』『この素晴らしい世界に祝福を！ この欲望の衣装に寵愛を！』、そしてダ

ンジョン探索型アクションRPG 『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか インフィニト・コンバーテ』が対象に。

また、「世界一受けたい授業」（日本テレビ系）で話題沸騰の宮本哲也先生考案の学力アップメゾット『宮本算数教室 賢くなるパズル 大全

』もセールの対象に！

そして、20年以上の歴史を持つ恋愛アドベンチャーゲームシリーズから『メモリーズオフ -Innocent Fille-』とそのファンディスク『メモリー

ズオフ -Innocent Fille- for Dearest』、ホラーADVシリーズから『コープスパーティー ブラッドカバー リピーティッドフィアー』と『コー

プスパーティー BLOOD DRIVE』のそれぞれ2作が登場。

そして、往年の名作をフルリメイクした『この世の果てで恋を唄う少女YU-NO』、レッド・エンタテインメント開発の『JUDGEMENT 7 俺

達の世界わ終っている。』、女性向けADV『幻想マネージュ』、異色のリズムゲーム『たいみんぐぅ～』と、バラエティ豊かな全17タイトルで

お届けします。

▲アニメ演出を加えてパワーアップした
『ROBOTICS;NOTES ELITE』

▲五つ子のヒロインたちとひと夏のストーリ

ーを楽しめる『五等分の花嫁∬ ～夏の思い

出も五等分～』

』

▲ゲームしながら賢くなれる！『宮本算

数教室 賢くなるパズル 大全』



※価格はすべて税込み。
※セール対象全タイトルは下記サイトから各ストアページへジャンプできます。

MAGES. ダウンロードゲームカタログ http://5pb.jp/games/dl/

【コピーライト表記】

『五等分の花嫁∬ ～夏の思い出も五等分～』 ©春場ねぎ・講談社／「五等分の花嫁∬」製作委員会 ©MAGES.
『STEINS;GATE ELITE』 ©MAGES./5pb./Chiyo St. Inc. ©2009 MAGES./5pb./Nitroplus 協力 未来ガジェット研究所
『STEINS;GATE ダイバージェンシズ アソート』 ©MAGES./5pb./Chiyo St. Inc. ©2009 MAGES./5pb./Nitroplus
『ROBOTICS;NOTES ELITE』 ©2012-2014 MAGES./5pb./Nitroplus
『ROBOTICS;NOTES DaSH』 ©MAGES./Chiyo St. Inc. ©2012-2014 MAGES./Nitroplus
『メモリーズオフ -Innocent Fille-』 ©MAGES./GloriaWorks
『メモリーズオフ -Innocent Fille- for Dearest』 ©MAGES.
『コープスパーティー ブラッドカバー リピーティッドフィアー』 ©Team GrisGris/MAGES. 
『コープスパーティー BLOOD DRIVE』 ©Team GrisGris/MAGES.
『この素晴らしい世界に祝福を！ -この欲深いゲームに審判を！-』

©2017 暁なつめ・三嶋くろね／KADOKAWA／このすば2製作委員会 ©MAGES.
『この素晴らしい世界に祝福を！ ～この欲望の衣装に寵愛を！～』

©2019 暁なつめ・三嶋くろね／KADOKAWA／映画このすば製作委員会 ©MAGES. 
『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか インフィニト・コンバーテ』

©大森藤ノ・SBクリエイティブ/ソード・オラトリア製作委員会 ©MAGES.
『この世の果てで恋を唄う少女YU-NO 』 ©MAGES.
『JUDGEMENT 7 俺達の世界わ終っている。』 ©RED
『幻想マネージュ』 ©MAGES./LOVE&ART
『たいみんぐぅ～』 ©MAGES.
『宮本算数教室 賢くなるパズル 大全』 ©2021 Tetsuya Miyamoto / Gakken / MAGES.

タイトル 通常価格 セール価格 割引率

『五等分の花嫁∬ ～夏の思い出も五等分～』 ¥7,700 ¥5,775 25%OFF

『STEINS;GATE ELITE』 ¥7,700 ¥3,300 57%OFF

『STEINS;GATE ダイバージェンシズ アソート』 ¥8,580 ¥3,850 55%OFF

『ROBOTICS;NOTES ELITE』 ¥6,600 ¥2,750 58%OFF

『ROBOTICS;NOTES DaSH』 ¥7,700 ¥2,750 64%OFF

『メモリーズオフ -Innocent Fille-』 ¥6,600 ¥2,750 58%OFF

『メモリーズオフ-Innocent Fille- for Dearest』 ¥7,700 ¥2,750 64%OFF

『コープスパーティー ブラッドカバー リピーティッドフィアー』 ¥2,970 ¥1,980 33%OFF

『コープスパーティー BLOOD DRIVE』 ¥2,970 ¥1,980 33%OFF

『この世の果てで恋を唄う少女YU-NO』 ¥6,600 ¥2,750 58%OFF

『この素晴らしい世界に祝福を！-この欲深いゲームに審判を！-』 ¥3,960 ¥2,200 44%OFF

『この素晴らしい世界に祝福を！ この欲望の衣装に寵愛を！』 ¥7,700 ¥3,080 60%OFF

『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかインフィニト・
コンバーテ』

¥7,700 ¥2,750 64%OFF

『JUDGEMENT 7 俺達の世界わ終っている。』 ¥7,700 ¥3,080 60%OFF

『幻想マネージュ』 ¥6,600 ¥3,300 50%OFF

『たいみんぐぅ～』 ¥1,496 ¥990 33%OFF

『宮本算数教室 賢くなるパズル 大全』 ¥3,300 ¥2,310 30%OFF

【対象タイトル一覧】※すべて税込み



▲サスペンスフルに展開し、ライトサイドとヘ
ヴィーサイドに大きく分岐する中で“かけがえ

のない想い”を描く恋愛ADV

▲本編での各ヒロインとのエンディング後がパ
ラレルに描かれ、結ばれた後のイチャイチャを

存分に楽しめるファンディスク

▲呪われた廃校から脱出する為、恐怖心と戦い
ながら探索してゆくホラーADV

▲「コープスパーティーBR」の呪われた廃校の
謎に立ち向かう天神小学校シリーズ最終章

▲キーワードは「パンツ裁判」。人気アニメ

“このすば”のADVゲーム第1弾

▲欲望が真逆になってしまう呪いに掛かったヒロ
インたちを救う為、いろんな服を着せちゃう

ADV

▲ 3作品がこの1本でプレイ可能でお得！
「ダイバージェンスアソート」

▲ベルとアイズ、それぞれの視点で楽しめ
るダンジョン探索型アクションRPG



【会社概要】

会社名： 株式会社MAGES.（メージス）

所在地：〒108-0073 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

報道関係の皆様からのお問い合わせ先

株式会社MAGES. マーケティング部

右記 メールフォームよりお問い合わせください https://game.mages.co.jp/contact

▲シナリオとシステムが巧みに融合した伝説
の名作ADVゲームをフルリメイク

▲弱小ゲーム開発会社「ジャッジメント７」が開
発したのは、ARが現実を侵食する悪魔のプログ

ラムだった

▲移動遊園地に隠された秘密とは？ 豪華男性声優
陣で贈る女性向け恋愛ADV

▲シュールでコミカルな異色のリズムゲーム

http://mages.co.jp/

