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もう体験しましたか？ ホラーゲーム専門サイトのゲーム・オブ・ザ・イヤー受賞 
 『リマザード：ブロークン ポーセリン』  
世界のホラーファン絶叫リアクションムービーを公開！ 
 
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 2 月 15 日、
Nintendo Switch™版と PlayStation®4 版のデジタルダウンロード専用タイトル『リマザード：ブロークン ポーセリン』をプレ
イしたファンの絶叫リアクションムービーを公開いたしまた。また本作は、世界のホラーゲーム情報とレビューを掲載する海外のホラ
ーゲーム専門サイトのファンが投票した「Rely On Horror’s 2020 Community」で、並み居る大作に大きく票差をつけてア
ワードを獲得しました。受賞に関する情報は本作の開発スタジオである Stormind Games の公式ツイッターからご覧いただけ
ます。https://bit.ly/3q6NT4U 
恐怖体験の没入感を更に洗練させるべく、開発スタジオによりゲームのアップデートが行われた『リマザード：ブロークンポーセリン』
を未体験の方は、ぜひ一度あなたの勇気をお試しください。 
 

『リマザード：ブロークン ポーセリン』 絶叫リアクションムービー： https://youtu.be/p-DXNzRK9pw 

 
ダウンロード版 『リマザード：ブロークン ポーセリン』 ご購入はこちら 
ニンテンドーe ショップ https://bit.ly/38wfbMr 3,520 円（税込） 

PlayStation Store https://bit.ly/3mxCKsl  3,520 円（税込） 
 
 

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。第二弾の『リマザード：ブロークン ポーセリン』は前作『リマザー
ド：トーメンテッド ファーザーズ』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、気配でプレイヤーを察知して襲ってくる
複数の追跡者の攻撃を回避していく術を見つけながら、真実を捜していく事になります。 
 
『リマザード』シリーズ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です。シリーズの第１弾『リマザード：トーメンテッドファーザーズ』は、2018
に数々のアワードを受賞し、数多くのヒットゲームを手掛けた音楽プロデューサーの戸田信子氏とイタリアの作曲家ルカ・バルボー
ニ氏の一流作曲家による恐怖と悲哀が表現されたサウンドも高く評価されました。 
 
■『リマザード：ブロークン ポーセリン』 ストーリートレーラー：https://youtu.be/jLMRKdIlbyg 
■『リマザード：ブロークン ポーセリン』 ゲームプレイトレーラー https://youtu.be/jdjIyyUV9DA 
 
開発スタジオ Stormind Games は本作の発売後も、プレイヤーの恐怖体験への没入感を洗練させるべく、ゲームのアップデ
ートを行ってきました。現在のアップデートバージョン情報は、以下に記載の製品情報サイトにてご確認いただけます。 
 
なお、販売元 3goo のスタッフ陣が最も絶叫したのは、地下から必死に助けを呼ぼうとしてマイクを使うシーンでした。 
物語の随所に仕込まれた絶叫ポイントで恐怖に打ち勝てるのか？ホラーゲームのコアなファンに高く評価された本作で、あなた
の勇気をぜひお試しください。 
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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。 
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。 

 

 
 
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』 https://bit.ly/33gdmyh 3,520 円（税込） 
『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） 
★PS Store では 2 月 17 日まで割引セール実施中★ 
 

 

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 

 
■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.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』 のご案内 
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