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人気アクションゲームなど 最大 95％OFF！
3goo ゴールデン・ゲーム・ウィーク GGW セール ニンテンドーe ショップで開催中！
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、4 月 22 日から
Nintendo Switch のダウンロードタイトルを対象としたゴールデン・ゲーム・ウィーク セールを開催し、最大 95%OFF でお
求めいただける人気アクションゲームや半額で購入できる追加コンテンツなど、ゲーム三昧の連休おたのしみ用ラインナップを
お届けします！
また、サバイバルホラー三部作の第１部『リマザード：トーメンテッド ファーザーズ リマスター』と第２部の『リマザード：ブロー
クン ポーセリン』をお得なセット価格でお求めいただけるデジタルバンドル『リマザード ダブルパック』も、Nintendo Switch™
版および PlayStation®4 版ともに本日より配信を開始いたしました。

Nintendo Switch 3goo GGW セール 開催期間：4 月 22 日～5 月 5 日

※一部のゲームはセール終了日が異なります。ご注意ください。

お得なセット商品 『リマザード ダブルパック』 デジタル版にも登場
本当の恐怖は、背中越しにやってくる。
⚫

PlayStation®Store: https://bit.ly/2QEeuJL

セット価格\5,060(税込)

⚫

ニンテンドーe ショップ: https://bit.ly/3sw4Sy0

セット価格￥5,000(税込)

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、映像

＆音楽が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。PS4 版『リマザード：ブローク
ンポーセリン』は 4/21 配信の最新アップデートにより、PlayStation®4 Pro での４K グラフィックのゲームプレイをお楽しみいただけるように
なりました。よりスムーズな映像表現で、より没入感の高い恐怖体験を皆様へお届けします。
★『リマザード：トーメンテッド ファーザーズ リマスター』と『リマザード：ブロークンポーセリン』 も ニンテンドーe ショップでセール中★

⚫
⚫

『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: https://bit.ly/32ll8Yj
『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: https://bit.ly/3xdJJwm

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.

ヴィクター・ヴラン オーバーキル エディション

※

デーモンハンターが無双する見下ろし視点のハクスラ ARPG
⚫

ニンテンドーe ショップ: https://bit.ly/2yxUy2v

デーモンハンターとなって暗黒の軍勢に立ち向かう見下ろし視点のアクション RPG。本編『ヴィクター・ヴラン』と２つの DLC『砕けた世界』と『モー
ターヘッド』を収録。
Victor Vran ©2018 Haemimont Games AD. © 2018 Motörhead under license to Global Merchandising Services Ltd. Developed by Haemimont Games AD.
Co-published by Wired Productions. Published and distributed by 3goo K.K. in Japan.

バトルプリンセス マデリーン
丁寧な 2D ドット絵で描かれる剣と魔法のアクション・アドベンチャー
⚫

ニンテンドーe ショップ: https://bit.ly/2KpQe7Q

若き見習い騎士のマデリーンと愛犬の冒険を描くアクション・アドベンチャー。全ステージをノンストップで駆け抜け魔物と戦う『アーケードモード』と、NPC と
の交流やアイテム収集を楽しみながらじっくりやり込む『ストーリーモード』を収録。
Battle Princess Madelyn ©2018 Causal Bit Games Inc., All Rights Reserved.
Global Marketing by Hound Picked Games. Published and distributed by 3goo K.K.

オーバーライド 巨大メカ大乱闘 スーパーチャージエディション
ギアなくして、勝利なし。 いつでも、どこでも、みんなで対戦格闘パーティ！
⚫ ニンテンドーe ショップ: https://bit.ly/3x2GxDs
個性豊かな巨大メカたちが大乱闘を繰り広げるアクションゲーム『オーバーライド 巨大メカ大乱闘』。懐かしい特撮の世界が再現されたような本
作で思わず童心に立ち返るような対戦をオンライン／オフラインでお楽しみいただけます。
© 2018 The Balance Inc. 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. All trademarks are the property of their respective owners.
Appearance in this game does not imply sponsorship or endorsement. Published and distributed by 3goo K.K.

■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
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。2021 年には、ハイパーカジュアルアクション『妖怪バトル』を iOS および Android 向け
に開発・パブリッシングを行い、モバイルアプリ市場への展開も開始した。
『妖怪バトル』（基本無料）ダウンロードはコチラ：hyperurl.co/yokaibattle
©3goo K.K. all rights reserved.
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