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恐怖の館を脱出せよ！ 『リマザード：ブロークン ポーセリン』  

DBD 実況プレイ動画でおなじみ 柏木べるくら氏のライブ配信 

べるくらガールズたちの声援とともに今晩 18 時スタート 

 

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、12 月 22 日（火）18 時より、
人気ゲーム実況者の柏木べるくら氏が戦慄のサバイバルホラー『リマザード：ブロークン ポーセリン』をプレイするライブ配信が決定したことをお
知らせいたします。ホラー映画の中にいるようなスリリングな体験を目指して開発された同作。『Dead by Daylight』のベテランプレイヤーでも
ある柏木べるくら氏が、一作目の『リマザード：トーメンテッド ファーザーズ』よりも怖さと手強さを増したゲームプレイに挑みます！また、動画チ
ャンネル「べるくら企画」でも人気急上昇中の「べるくらガールズ」から、バブリーナさんとぽり美さんのお二人が応援に駆け付けます。サバイバル
ホラーのベテランによるゲームプレイとトークの達人たちによる番組をどうぞお楽しみください。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ライブ配信日時：2020 年 12 月 22 日（火）18:00～  
■ライブ配信視聴はコチラ：https://youtu.be/sGDsvUwPySw 
■出演：柏木べるくらさん  
■ゲスト出演：バブリーナさん、ポリ美さん 
 

【プロフィール紹介】 

 
柏木べるくら氏 
YouTube チャンネル：べるくら企画 https://bit.ly/2XQFj06 
Twitter : @ve1cra 
『Dead by Daylight』を愛し続けて 5 年目に突入。チャンネル登録者数 60 万人を超える人気実況者。イベント
出演、動画製作、デザイン、イラスト制作、映画レビューなど幅広く活躍中。サバイバルホラーでも冷静なプレイスタイ
ルで、初心者にわかりやすいコツなども伝授するベテランプレイヤー。 
 

バブリーナさん 
『Dead by Daylight』体験イベントでべるくら氏と出会い、YouTube チャンネルを開設。ガチオネエだらけの Dead by 
Daylight 動画で人気を博し、べるくら企画の動画ではオネエメンバーと「べるくらガールズ」を結成。ウィットに富んだトーク
で視聴者を楽しませるオネエタレント。 
YouTube https://bit.ly/34yfCmn 
Twitter @BUBREENA 

 
ぽり美さん 
バブリーナ氏と共に都内を中心に活動するドラァグクィーン。「べるくらガールズ」メンバー。YouTube チャンネルでは、全国
のドラァグクィーンたちとの飲み会動画で人気を集めている。 
YouTube https://bit.ly/3h3ZhuW 
Twitter @porimi_athome 
 

 
 
 
■ニンテンドーe ショップ   https://bit.ly/38wfbMr  3,520 円（税込） 
■PS Store      https://bit.ly/3mxCKsl 3,520 円（税込） 
 
ローンチトレーラー： https://youtu.be/eS9RyLHF1mw 

ダウンロード専用 『リマザード：ブロークン ポーセリン』 好評配信中 
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狂気の館「アシュマン・イン」ホテルを舞台に展開する『リマザード：ブロークン ポーセリン』は、手に汗握る心理プロットで描かれるサイコホラー3
部作として世界で注目された『リマザード』シリーズの最新作で、プレイヤーは五感と知恵を働かせて執拗な追跡者たちから逃れながら真実を
探り、館からの脱出を目指します。追い込まれる極限の心理状態における冷静な判断力と適切な行動力が試され、ミッションをクリアするた
びに「アシュマン・イン」に隠された秘密がパズルのピースのように次第に明らかに・・・。そして複雑に絡み合う真実へと辿りつくことができます。 
 
 
 
 
    
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』は単体でもそれぞれのゲームプレイを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し、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。 
ダウンロード版はそれぞれ単品販売、パッケージ版は 2 作が収録されたセット販売のみとなっており、ダウンロード版を 2 本ご購入いただくより、
パッケージの方がお得なセット価格になっています。 
 
【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/3llACDh 

リマザード：ブロークン ポーセリン: https://bit.ly/3km061Y 

 
【ゲームのアップデートに関するご案内】 
『リマザード：ブロークン ポーセリン』は、初めてゲームを開始する前にゲーム機本体をインターネットに接続した状態で最新版へ
のアップデートを行っていただくことを強くお勧めしています。アップデートにより、ゲームのチュートリアルの実装やゲームの進行に影
響がある不具合が修正された状態でプレイを開始していただけます。アップデートの詳細は『リマザード：ブロークン ポーセリン』
の製品情報ページ https://bit.ly/3km061Y にてご確認いただけます。 

 

 
 
■ニンテンドーe ショップ 『リマザード：トーメンテッド ファーザーズ リマスター』 https://bit.ly/33gdmyh 3,520 円（税込） 
■PS Store 『リマザード：トーメンテッド ファーザーズ』 https://bit.ly/38PqJqk 3,520 円（税込） 
 
 
 
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. 
 
■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 
 

■この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  E-mail： media@3goo.co.jp 

 

シリーズ 2 作を収録 セットでお得なパッケージ版 

ダウンロード専用 『リマザード：トーメンテッド ファーザーズ』 好評配信中 
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