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『リマザード：ブロークン ポーセリン』
開発チームによるゲームプレイの進化のポイント解説と
ゲームプレイトレーラーを公開
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 10 月 15 日、
12 月 3 日に発売となる『リマザード ダブルパック』に収録の『リマザード』シリーズ第二弾『リマザード：ブロークン ポーセリ
ン』のゲームプレイトレーラーを公開いたしました。また前作『リマザード：トーメンテッド ファーザーズ』からの進化について、
開発プロデューサーによるポイント解説を公開いたしました。
ゲームプレイトレーラー https://youtu.be/jdjIyyUV9DA

トリロジーで展開されるサバイバルホラー『リマザード』シリーズ。第一弾『リマザード：トーメンテッド ファーザーズ』は、限ら
れた防御アイテムと少ない情報をもとに繰り広げられる極限の脱出劇が特徴でした。五感を頼りに隠密行動で逃げ切る
ステルス要素の色濃いプレイフィールは、続く第二弾『リマザード：ブロークン ポーセリン』でも健在。前作よりも登場キャラ
クターの人数やアクション性が増強され、よりアップテンポなゲーム体験をお楽しみいただけます。本作での進化について、
開発を手掛ける Stormind Games のプロデューサー、アントニオ・カトロナから日本のファンのみなさんへ、メッセージが届
きましたのでご案内いたします。ゲームプレイトレーラーとともにお楽しみください。
ゲームプレイに見る『リマザード：ブロークン ポーセリン』での進化
Stormind Games プロデューサー アントニオ・カトロナ

『リマザード：ブロークン ポーセリン』のゲームプレイを特徴づけているのが、複数の追
跡者の存在です。それぞれの追跡者の行動には特徴があり、あの手この手を使って
あなたを倒そうとするでしょう。追跡者は目視できない状態でも音によりあなたの気配
を察知します。視界に入ることなく、あらゆる危険なシチュエーションを想定して敵の
存在を警戒しましょう。その他にも、前作から進化した特徴的な要素をシェアいたし
ます。発売をぜひお楽しみに。
Crafting クラフティング
さまざまなアイテムを組み合わせて、敵を倒すためのより強力な道具を作り出しましょう。攻撃は
最大の防御です！
Moth Eye 蛾の目
主人公のジェニファーは、「蛾の目」と呼ばれる特殊な力のおかげで蛾を操ることになります。この
能力を駆使して追跡者の輪郭を察知したり、探知範囲を拡大したり、一部の敵をイラつかせた
りして追っ手を翻弄するチャンスをつかむことができます。なぜジェニファーにそんな力が？それはプ
レイするまでのお楽しみに！

Stealth Attacking ステルス攻撃
ゲームを手にしたあなたは、追跡者に対してステルス攻撃を行う可能性を持っています!偉大な
ステルススキルには非常に高い報酬が付属しています。追跡者を気絶させ、スタンさせましょう。
ただし、残念ながら敵を殺す方法はありません。
シリーズをフル体験するなら断然『リマザード ダブルパック』
『リマザード：トーメンテッド ファーザーズ』と『リマザード：ブロークン ポーセリン』は単体でもお楽しみいただけますが、２つ
の作品をプレイすることで初めてつながるストーリーやキャラクターの連環関係をフル体験することで、本作の真の魅力に到
達することができます。その世界観をフルに体験できるのが、『リマザード ダブルパック』となります。
本作は現在、全国のゲームショップならびにオンラインストアにて好評予約受け付け中です。
ダウンロード版のご案内
好評配信中
『リマザード：トーメンテッド ファーザーズ リマスター』 ニンテンドーe ショップ 3,520 円（税込）
『リマザード：トーメンテッド ファーザーズ』 PlayStation®ストア 3,520 円（税込）
2020 年 12 月 3 日配信開始
『リマザード：ブロークン ポーセリン』
ニンテンドーe ショップ 3,520 円（税込）
PlayStation®ストア 3,520 円（税込）
【商品概要】
タイトル ：リマザード ダブルパック（PlayStation®4 版／Nintendo Switch™版）
発売日 ：2020 年 12 月 3 日（木）
価格
：5,600 円（税別）
ジャンル ：サバイバルホラー
対応機種：Nintendo Switch™/PlayStation🄬4
対応言語（Language):
日本語、英語(English)、繁体字（Traditional Chinese）
※リマザード：トーメンテッド ファーザーズには簡体字（Simplified Chinese)も収録
発売元：株式会社 3goo
開発元: Stormind Games
CERO：D（17 才以上対象）
商品情報：
リマザード：トーメンテッド ファーザーズ: https://bit.ly/33R2kk3
リマザード：ブロークン ポーセリン: https://bit.ly/2FJWKHA
Created by Chris Darril | a Darril Arts game | Remothered: Tormented Fathers and Broken Porcelain Double Pack © 2020
Darril Arts. All rights reserved | Remothered, the game, the franchise and its derivatives, is licensed by and belongs to Darril
Arts s.r.l. | Developed by Stormind Games® | Stormind Games® is a registered trademark of Stormind s.r.l. All rights reserved
| Published by Modus Games™. Modus Games™ and the Modus™ logo are trademarks of Modus Games, LLC. All rights
reserved. | All other trademarks or registered trademarks belong to their respective owners. | Published and distributed by
3goo K.K. in Japan.
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添付資料
リマザード ダブルパックについて

世界中のサバイバルホラーファンが注目する王道ホラー・アドベンチャーに 2 in 1 パッケージが登場！
『リマザード』は感覚と洞察力をたよりに危険を回避しながら真実を突き
止めていくサバイバルホラー。人間の深層心理をえぐり出す練りこまれたシ
ナリオと、プレイヤーを魅了する映像＆音楽表現。まるでホラー映画の真
っただ中に居るような恐怖を存分に体験いただけるシングルプレイ専用タ
イトルとして、Rely on Horror（GOTY2018）、Eurogamer
（Best Indie, Best Italian Game）ほか、複数のアワード受賞歴
を誇ります。『リマザード ダブルパック』はトリロジーで展開するシリーズ第
１弾『リマザード：トーメンテッドファーザーズ』と第 2 弾『リマザード：ブロ
ークン ポーセリン』を収録した 2in1 バンドル。時代を行き交いながら２
つの物語を遊び尽くすことのできるパッケージ商品となります。
収録コンテンツ紹介
「リマザード：トーメンテッドファーザーズ」の前日譚であり、続編にもあたる「リマザード：ブロークン・ポーセリン」。登場人物
たちが味わった辛い過去の出来事を強烈なフラッシュバックで追体験し、「ブロークン・ポーセリン」の舞台であるアシュマン・
インで言いようのない不安に耐え、恐怖にかられながら、危険に満ちた多くの秘密を解き明かしていく様を、ゲームプレイと
シネマティックでお楽しみください。
リマザード：トーメンテッド ファーザーズ：命がけの脱出。その先にある真実とは…？
行方不明となった少女・セレステを探すため、自らを医師と偽り奇病に悩まされるフェル
トン博士の館に家に足を踏み入れたローズマリー。しかし彼女の目的は博士の治療で
はなく、ほかにあった。屋敷で見てはいけない光景を目の当たりにした彼女は、錯乱す
るフェルトン博士に追われながら命がけで真実を解明していくこととなる。
リマザード：ブロークン ポーセリン：狂気の館を舞台に恐怖と悲劇、濃厚な愛がエモーショナルに交錯

素行の悪さで寄宿学校を追放された 15 歳の少女・ジェニファーは、まもなくオープンを
迎えるアシュマン・インに住み込みスタッフとして身を寄せる。屋敷に巣食う不穏な存在
から逃れるため、屋敷で出会った少女・リンゼーと二人して脱出を試みようとするが…。
時は過ぎ、ローズマリー・リード（リマザード：トーメンテッド ファーザーズの主人公）は、
失踪した少女セレステの捜索を続けるためにアシュマン・インを訪れていた。

【ゲームの特徴】
◆手に汗握る心理プロットで描かれるサイコホラー
カルト的な人間の狂気を描いたストーリーがほの暗い屋敷で展開。思いがけない恐怖に自分を見失いそうになっても、冷
静な判断力を失ってはなりません。物語に隠された謎をひとつひとつ解明し、脱出への糸口をつかめるかどうかは、あなた
次第。
◆ステルスで探索：影の中に身をひそめ、敵の注意をそらしていざ脱出！
すべては自身の「五感」が頼り。屋敷の構造を把握し、追っ手の「気配」を耳で、目視で察知しながら謎解きを遂行し、
逃げて、逃げて、逃げまくれ！
◆最小限の画面表示とストーリーテリングの要素で圧倒的没入感を演出
作品世界に深く入り込めるようにとの配慮から、体力ゲージや経験値の表示はありません。「リマザード：ブロークン ポー
セリン」では新たなゲームプレイとストーリーテリングの要素が導入され、これまでにないレベルの没入感をお楽しみいただけ
ます。
◆手ごわい謎解きと練りこまれた世界観設定
外部から得られる情報が限られている環境下で、プレイヤーは感覚だけをたよりに物語を紐解いていくことになります。閉
ざされた屋敷を舞台に繰り広げられる歪んだ人間の愛憎劇を心ゆくまでお楽しみください。
◆第三の主役ともいえるサウンドにも注目
数多くのヒットゲームを手掛けた音楽プロデューサーが手掛けるオリジナルサウンドにも注目。恐怖と悲哀が表現された一
流作曲家によるサウンドが、本作の狂気と戦慄にさらなるリアリティをもたらします。「リマザード：トーメンテッド ファーザー
ズ」には戸田信子氏も参加。

