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『メトロ リダックス（ダブルパック）』本日発売 
ロシアの地下鉄を舞台にした 
ローンチトレーラー公開！ 
 

株式会社３goo（サングー）（本社：東京都渋谷区、代表取締役：ディ・コスタンゾ・ニコラ）は本日 4 月 23 日、

Nintendo Switch™専用ソフト『メトロ リダックス（ダブルパック）』を発売したことをお知らせいたします。同時にロシアの地下

鉄を舞台としたローンチトレーラーを公開いたしました。汚染された未来の世界で生き延びる人類をリアルに描くロシア発の FPS

２タイトルを、2 in 1 のバンドルパッケージでお楽しみいただける本作は、全国のゲームショップならびにオンラインショップにてお求

めいただけます。 

 

ローンチトレーラー 

先行プレイで２つのプレイスタイル徹底比較！【メトロ リダックス（ダブルパック）】 

https://youtu.be/FomNm6fzZj4 

 

 『メトロ リダックス（ダブルパック）』は、ロシアで 50 万部のセールスを誇る小説「Metro:2033」（作家：ドミトリー・グルホフ

スキー）を原作とするストーリードリブンタイプの FPS シリーズ「メトロ 2033」と「メトロ ラストライト」のオリジナル版に全 DLC を

バンドルした 2in1 パッケージです。 

 

ストーリー 

舞台は最終戦争後の汚染されたモスクワ。世界最大の核シェルターと言われる地下鉄がつなぐ世界で、人々は世界規模の核

戦争の影響で変異した生物“ミュータント”の襲撃に怯えながら生きていた。人類存亡の危機にある故郷を救うべく、青年「アル

チョム」が遠く離れた地下都市に助けを求める旅に出る。 

 

本作の特徴 

◆小説のように持ち歩ける FPS 

小説原作のシングルプレイ専用の本作。魅了的なストーリー展開とスリルに満ちた主人公の旅を時間と場所を選ばずにお楽し

みいただけます。 

https://youtu.be/FomNm6fzZj4


◆２つのゲームと全 DLC 収録のバンドル版パッケージが、￥5,400(税抜）！ 

「Metro 2033」と続編の「Metro Last Light」の２つのゲームがバンドルされた「メトロ リダックス ダブルパック」は、これまでに

リリースされた DLC も全て収録したパッケージ。プレイ時間トータル 30 時間相当のボリュームです。 

 

◆2 つのプレイスタイルと上級者向けプレイモードが選択できて、何度も楽しめる。 

プレイスタイルを「サバイバル」と「スパルタン」の 2 種類から選択可能。主人公・アルチョムが直面するシビアな旅路を楽しみた

い人は、「サバイバル」、シューターアクションの疾走感を存分に体験したい人は「スパルタン」がおすすめ。難易度も４段階から

選ぶことができ、プレイヤーのレベル感や好みに応じて遊ぶことができます。特に「レンジャーモード」では、HUD などのゲーム的な

表示（主人公の体力や武器の弾薬数）を排除し、緊張感の高い映画のような没入感を存分に味わうことができます。 

 

詳しい製品情報は、3goo の製品情報ページでご覧ください。 

https://bit.ly/2Vq64GC 

 
【商品概要】 

タイトル  ：メトロ リダックス （ダブルパック） 

発売日 ：2020 年 4 月 23 日（木） 

価格 ：5,400 円（税別） 

ジャンル  ：ファーストパーソンシューター 

対応機種：Nintendo Switch™ 

発売元：株式会社 3goo 

開発元: ４A Games 

CERO ：Z（18 才以上対象） 

 

※ダウンロード版『メトロ 2033 リダックス』『メトロ ラスト ライト リダックス』も同時発売 

 

© and published 2020 by Koch Media GmbH. Deep Silver is a division of Koch Media GmbH, Gewerbegebiet 1, 6604 Höfen, 

Austria. Developed by 4A Games®. 4A Games® is a registered trademark, and 4A Games Limited and their respective logo 

are trademarks of 4A Games Limited. "Metro 2033 Redux", "Metro: Last Light Redux", "Metro Redux" are inspired by the 

novels "Metro 2033" and "Metro 2035" by Dmitry Glukhovsky. All other trademarks, logos and copyrights are property of their 

respective owners. Published and distributed by 3goo K.K. in Japan. 

 

 

■会社概要 
会社名 ：株式会社３goo 代表取締役：ディ コスタンゾ ニコラ 
URL    ：http://www.3goo.co.jp/ 
Twitter ：https://twitter.com/3goo1 

 
 
■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 3goo  E-mail： media@3goo.jp 
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２つのプレイスタイル：「スパルタン」と「サバイバル」では弾薬やフィルターの出現状況も異なり、進行スピード、武器のチョイス、敵との間合いなど、同じステージも全く異なる体験がプ

レイヤーを待ち受けます。 

 

「サバイバル」敵のウラをかく隠密プレイはライトを消して粛々と…。が定石             「スパルタン」欲望に任せて撃ちまくる。火炎弾を見舞うド派手プレイも醍醐味のひとつ 

 

難易度「レンジャー・ハードコア」HUD の表示が一切なく、敵の接近は「気配」、ガスマスクのフィルターの枯渇は「視界のぼやけ」など、五感を頼りに判断する必要がある。で判断する

必要がある。 

 



 

プレイスタイル 

サバイバル 弾薬もフィルターも数が限られ、戦闘はより危険に、ステルスはより難しくなります。敵から見つかりやすく、ステルス行動で敵から気づかれない

位置取りをしてひとつひとつつぶしていく必要があるため、状況に応じてライトを消すなど進み方を考える必要があります。持っているアイテム

や環境を駆使して進行しないと手づまりを起こすためリソースの管理や戦略性が求められます。 

スパルタン 「スパルタン」モードを選択すると、楽な戦闘とステルス状態でメトロラストライトを楽しめます。サバイバルと比べて敵からも発見されにくいた

め、進行にあたり邪魔になる敵だけを倒して進んでいくことができます。ハイペースなアクション中心のゲームがお好みのプレイヤーにぴったりで

す。弾薬、フィルター、その他の装備も、より豊富になります。 

 

難易度（モード） 

ノーマル 一般的に FPS プレイヤーにおすすめの難易度。 

弾薬や装備のチョイスに気を使い、戦闘においては戦術に最新の注意を払う必要がある。 

ハードコア 敵は万全の体制であなたの襲来に備えており、貴方のスキルと戦略が試される。 

弾薬と物資は驚くほどすくなく、生きて帰れる保証はできない。 

レンジャー レンジャー・ノーマルでは、世界観に没頭できるように HUD、UI および全てのヒントは作動しない。 

戦闘はより緊迫し、戦略的で、敵も残忍になっている。物資は乏しく、弾薬は無駄にできない。 

レンジャー・ハードコア メトロ史上最高の没入間！ レンジャー・ハードコアは、HUD、UI、全てのヒントは作動せず、あらゆる面で難易度が上がっている。 

これはメトロの究極のチャレンジだ！ 

 

 

主な装備 

ガスマスク 核戦争後という環境上、地上は未だに汚染されており、そこに出るには当然ガスマスクが必要になる。また、これら

は戦闘で破損することがあり、それにより気密性が失われれば、命に関わる大問題となる。逆に言えば、人間と地

上で戦う場合は相手のガスマスクを破壊することで無力化することもできる。ガスマスクはフィルターにより機能してお

り、これは定期的に交換しなければやがて機能を失うこととなる。また、激しい運動などで息が荒れればマスクが曇る

こともある。 

ライターとクリップボード ライターは暗闇で光を得るために使用する。クリップボード（手板）には、自分がこれから何をすればいいかが記さ

れている。これには目的地の方角を示すコンパスも収録されている。 

ヘッドライト 頭部に装備されたフラッシュライト。使い続けると光が弱まるが充電をすればまた光が強くなる。 

ナイトビジョン 暗がりを照明無しで見る事が出来るゴーグル。ライトより電気の消費が激しく最終的には機能停止する。ただし充

電をすれば何度でも使える。 

万能充電器 上記のライトの照明強化や暗視ゴーグルの充電を行う機械。原作にも登場する。 

 

メトロリダックスはＦＰＳという特性から、武器が重要な役割を果たします。 プレイヤーは、いくつかのクラスに分類できるさまざまな武器を使用できます。  

 

【カスタマイズについて】 

ほとんどの武器に使用可能なアタッチメントシステムを導入しています。 ほとんどすべての武器は、ある種のサイト（赤い点サイト、スコープ、レーザーサイト）、および拡張マガジンを装

備できます。 さまざまな銃身の改造、マズルデバイス、ストックなど、特定の武器にはよりユニークなオプションもあります。 

 

主な武器 

ナイフ 対象物を切断、斬撃するための道具。ナックルダスターとナイフが一体になった様な形状をしており殴打も可能。ア

ルチョムの手製と言う設定だが、ゲーム版独自のもの。 

スローイング・ナイフ 手投げナイフ。音が非常に小さいため暗殺に適しているが、ターゲットがアーマー等で防護していると弾かれる。拾え

ば再利用可能。 



リボルバー 昔ながらの回転式拳銃。威力が高いため、ミュータント相手でも十分に通用する。ノーマルモデルの他にサイレンサ

ーを装備した消音型やロングバレルで精度を向上させたもの、そしてストックを装備した準カービン銃型、望遠スコー

プや以下のパーツを複合した狙撃銃型など、能力向上型のモデルが豊富である。 

バスタード・サブマシンガン アーモリー駅で製造された手製の機関銃。核戦争後という状況もあり資材の節約のためなのか、一般的なベルトリ

ンクや箱型弾倉などではなくホッチキス Mle1914 重機関銃のような保弾板によって装填を行うのが特徴。核戦

争による文明崩壊後の低いテクノロジーで作られているため精度は悪く、すぐにオーバーヒート（使いようにもよる

が）するため「バカマシンガン」と言われている。サイレンサーを装着したモデルも存在する。 

一発あたりの威力はリボルバーをかなり下回るため、敵によってはあまり有効でない場合もある。 

AK74 東側世界を代表していた名銃カラシニコフ。一種のロストテクノロジーであるため入手困難だとされているが、中盤

以降は大量に入手でき、むしろ上記のバスタードのほうが入手が困難になる。スコープを装備したカスタムモデルが

存在する。 

トンネルガイド（取り扱い説明書）では AK-47 とあるがこれは誤記で、使用する弾薬が 5.45 ㎜なので AK-74

である。 

VSV 大型のサイレンサーが組み込まれた自動小銃。レーザーサイトも備わっており精度の高いライフルであるが、装弾数

は 20 発と少なめ。スコープの付いたモデルも存在し、元々の高い精度と相まって狙撃銃としての運用が可能。 

KAHASH2012 カラシニコフ小銃の 2012 年モデルで取り回しが AK74 よりも改善されている。同年に開発された AK-12 というも

のが実在するが本銃はオリジナルのブルパップ方式のライフルであり関係はない。装弾数 40 発。スコープ、サイレン

サー付きのカスタム版あり。 

ダブルバレル・ショットガン 二つの銃身と引き金を持った散弾銃。至近距離では絶大な威力を発揮するが、二つの銃口から同時に放てば更

に強力な一撃を放てる。同時射撃ならばノサリス程度は一撃で仕留められるが、2 発しか装填できない短所があ

る 

オートマチック・ショットガン リボルバーのような 6 発装填のベルト式弾倉をもつ、より実戦的な散弾銃。独特なリロード方式が特徴。銃剣付き

モデルも存在する。かつてソビエト時代に開発されたベルト式弾倉をもつ銃を参考にしている可能性がある。 

弾倉の構造上、一回の装填で 6 発全てを装填できない場合もある。 

ヘビー・オートマチックショットガン 連続発射が可能なベルト給弾式のショットガン。外見は DShK に似ている。元々この武器は初回限定版を購入

したユーザーだけがダウンロードできるものだったが、日本語版では予め実装されている。なお、発売数ヶ月後に登

場した日本未配信のダウンロードコンテンツ"Ranger Pack（レンジャーパック）"にも収録されている。 

ティ ハール 圧縮空気で金属の弾を飛ばす空気銃。発射するたびに空気が減っていくため、レバーを使って空気を圧縮させる

必要がある。空気の残量は銃についた圧縮メーターで確認できる。一応フルオートでの発射も可能。スコープの付

いたモデルも存在し、圧縮メーターの残量に応じた大凡の射程距離を示す三色のレティクルが表示されている。 

ヘルシング 圧縮空気で矢を発射する連装式ボウガン。ティハール同様、レバーで空気を圧縮し、メーターで残量を確認でき

る。連射が効かず弾が高価であるのが欠点だが、矢は再利用が可能で威力も高い。スコープの付いたモデルも存

在する。 

ボルトドライバー 電気によって弾を発射するガウスガン。弾はティハールと共用。劇中ではミラーが使用しているだけの NPC 専用武

器であったが、"Ranger Pack（レンジャーパック）"でプレイヤーも使用可能となった。ティハールやヘルシングと同

様にレバーでバッテリーを充電して、発射用のエネルギーとする。またバッテリーを消費しての近接攻撃も可能。 

 

 


