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Dead by Daylight 最新アーカイブ・学術書 V『解放』本日配信開始
ハロウィンイベント絶賛開催中
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 22 日、全世界
3000 万人以上を震撼させるサバイバルホラー『Dead by Daylight』の最新アーカイブ・学術書Ⅴ『解放』の配信開始とハロウ
ィン限定のゲーム内イベントが開始されたことをご案内いたします。最新トレーラーとともにお楽しみください。
Dead by Daylight | 学術書 V『解放』
初公開トレーラー（英語版） https://youtu.be/2_d4nIjyqjI

DBD 最新アーカイブ 学術書Ⅴ『解放』好評配信中！
最新アーカイブ 学術書Ⅴ『解放』をプレイするためには Dead by Daylight のゲーム本編が必要です。家庭用ゲーム機でご
利用の方は、PlayStationr®4/ Nintendo Switch™専用ソフトをお求めの上、ゲームを最新の状態にアップデートして、新
コンテンツやイベントをお楽しみください。以下は Behaviour Interactive™による公式アナウンス情報の和訳となります。
Dead by Daylight™ 学術書Ⅴ『解放』配信スタート
アーカイブに新たな記憶や新しいタイプのチャレンジが追加
ハロウィン限定のゲーム内イベントもスタート
キーポイント
⚫ Behaviour™ Interactive がアーカイブの新書『解放』を発表
⚫ ゲーム内ストアで販売中の「枯れたゴーストフェイス」セットなどを含む「神聖なる呪い」コレクション
⚫ 期間限定ハロウィンイベント『終わりなき破滅』は、テーマに沿った限定コンテンツやアドオン、報酬などが含まれる
⚫ 『彼方への降下』チャプターの大規模なグラフィックのアップデートは、マクミランエステートの再構築と合わせて続行中
最新学術書『解放』
学術書 V『解放』 紹介トレーラー（英語版） https://youtu.be/ijlc-AIfVAE
この学術書では、プレイヤーはヒルビリー、ネア・カールソン、ザ・ブライトの記憶をアンロックすることができます。また 2018 年に開催されたオリジ
ナルイベント『The Hallowed Blight（神聖なる疫病）』の結末や、過去の同イベントで公開されていた手記にアクセスすることができ、ブラ
イトの物語を深く掘り下げることができます。またアーカイブが登場して以来初めてとなるハロウィンをテーマにした新しいチャレンジタイプを導入。
チャレンジを選択した状態でマッチを開始すると、プレイヤーはチャレンジを完了するために花蜜を回収しなければなりません。学術書内では、
プレイヤーは 4 つのレベルで徐々に成長するパチュラの魔よけを獲得することができます。 また、新たな学術書のリリースを祝して、10 月 21
日から 10 月 28 日までの間、キャラクターのアダムフランシスとクラウンのオーリックセルの価格が 30％オフになります。

ゲーム内ストア 新コレクション 神聖なる呪い
『神聖なる呪い』コレクション トレーラー（英語版） https://youtu.be/HysV58P1iAM
ゲーム内ストアでは、"枯れたゴーストフェイス"などのアイコニックなセットを含む "神聖なる呪い"と呼ばれる新しいエキサイティングなコレクション
をご用意しています。ハロウィンをテーマにしたこのコレクションの中から、リフトでしか入手できないデヴィッド・キングの衣装「The Ruffian」をご
紹介します。また、プレイヤーはリフトに参加することで、コミュニティにインスパイヤされたリージョンの衣装 "Never Stop Slashing "を無料ト
ラックで、"Unleashed Collection "をプレミアムトラックで入手することができます。

ハロウィン イベント 終わりなき破滅
現在、11 月 4 日までの期間限定で、ハロウィンの新ゲーム内イベント『終わりなき破滅』が開催されています。このイベントでは、初の殺人鬼
共通アドオンをはじめ、新たな生存者用アドオンや殺人鬼アドオンが登場します。殺人鬼は生存者をフックした後、危険な化学物質 "ブライ
トの血清 "を使用することで、"破滅の突進"を使用することができます。また、ハロウィンをテーマにした 4 種類の魔よけを手に入れることがで
きたり、ゲーム内ストアでは、ハロウィンをテーマにした大規模な衣装のセールが開催されています。

『彼方への降下』チャプターのグラフィックアップデート第二弾
Dead by Daylight では、すべてのプラットフォームのすべてのプレイヤーが無料でプレイできる大規模なグラフィックアップデートを実施していま
す。今回のパッチでは、マクミランエステートの 5 つのマップが全面的に再構築されました。工業団地の無機質な機会たちを取り囲む暗く冷た
い森は、さらに陰鬱な雰囲気となり、これまで以上に深く、没入感のあるものとなっています。
Dead by Daylight™について
デッド バイ デイライトは、Behaviour™ Interactiveの大ヒット4対1非対称マルチプレイヤーホラーゲームで、1人の狂った殺人者が4人の
友人を追いかけて恐ろしい悪夢を体験します。プレイヤーはキラーとサバイバーの両方の役割を担い、鬼ごっこを繰り広げます。全世界で
3000万人以上のプレイヤーがプレイしており、PC、コンソール、モバイルのいずれのプラットフォームでも、日に100万人のプレイヤーが霧の中
に足を踏み入れています。2016年の発売開始以来、テレビや映画、ビデオゲーム界のレジェンドたちをゲーム内に迎え入れ、カルト的クラシッ
クホラーが生き残り、反映する場にもなっています。チームは定期的にチャプターやアーカイブの学術書などの形で常に新しいコンテンツをお届け
しています。詳細はdeadbydaylight.comをご覧ください。
Behaviour™ Interactive について
カナダのモントリオールで1992年に設立されたBehaviour Interactiveは国内最大の独立系ゲーム開発スタジオおよびパブリッシャーで、モ
ントリオールのスタジオでは700名を超える優秀な人材が活躍しています。オリジナルIPの受賞作『Dead by Daylight™』や、開発中の戦
略RPG『Game of Thrones Beyond the Wall™』を手掛ける同社は、Activision, Microsoft, Nintendo, Sony, Ubisoftほか
数々の世界トップレベルのブランドや企業と提携し、世界をリードする開発スタジオとして成長し続けています。詳しくは bhvr.com をご覧下
さい。
© 2015–2020 and BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour
Interactive Inc. All rights reserved.
Ghost Face is a registered trademark of Fun World Div., Easter Unlimited, Inc. All Rights Reserved. Ghost Face is
protected under worldwide copyright registration and the exclusive property of Fun World Div., Easter Unlimited, Inc. All
Rights Reserved.

【商品概要】
『Dead by Daylight サイレントヒルエディション 公式日本版』まもなく発売！
Nintendo Switch™版：2020年11月19日（木）発売
価格 ： 4,900円（税別）
※オンラインマルチプレイを楽しむには Nintendo Switch Online への加入（有料）が必要です
Play Station®4版：2020年11月26日発売
価格 ： 4,600円（税別）
※オンラインマルチプレイを楽しむには PlayStation®Plus への加入（有料）が必要です
ジャンル ：ホラー・アクション
プレイ人数：2 人～5 人（オンライン専用）
対応機種：Nintendo Switch™／PlayStation®4
発売元 ：株式会社 3goo / Behaviour Interactive,Inc.
CERO ：Z（18 歳以上対象）
製品情報：https://bit.ly/2EMTo6d
3goo について
2009 年設立。海外ゲームを中心とした家庭用ゲームソフトのパブリッシング事業を展開し、PlayStation®4 版『マインクラフト ストーリーモ
ード シーズン２』、『Dead by Daylight』、『ヴィクター・ヴラン オーバーキルエディション』、『RUGBY20』、Nintendo Switch 版『ギア・クラ
ブ アンリミテッド』および『ギア・クラブ アンリミテッド 2』ほか多数のタイトルをリリース。
©2015-2020 and BEHAVIOUR,DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour
Interactive Inc. All rights reserved.
©2020 Konami Digital Entertainment.
Published and distributed by 3goo K.K.

■会社概要
会社名
URL
Twitter

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

■Dead by Daylight 公式日本版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.co.jp

