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究極のリアル・バイク・シミュレーションゲーム『リムズ レーシング』 

レースに勝利し、思い通りにチームとマシンを強化！ 

「キャリアシミュレーションモード」の詳細公開 

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6月

24日、PlayStation®️5 、PlayStation®️4、Nintendo SwitchTM向けに発売予定のリアル・バイク・シミュ

レーション『リムズ レーシング』のキャリアシミュレーションモードの詳細を公開いたしました。本作はかつてないほ

ど、細部にまでこだわった再現レベルを誇る、究極のバイクシミュレーションです。ただ走るだけでなく、ネジ1本ま

で分解してパーツを交換し、レースごとに最適なセッティングを行うことが可能で、メカニクスやエンジニアリングに

詳しくなれる、ゲームの域を超えたバイク工学も学べるレベルのレーシングゲームを目指して開発されました。 

この「キャリアシミュレーションモード」では、ミッションをクリアすることでチームやライダーを強化し育成していきます。

さらに、集めた報酬でパーツを購入し、自分の理想に合わせたマシンのセッティングが可能となります。 

 

リムズ レーシング|ゲームプレイトレーラー : https://youtu.be/Fj-T80dly94 

 

＜キャリアシミュレーションモード＞ 

ゲームの基本となるゲームモード。カレンダーからレースやトレーニングを選択してチームとライダーを育成しま

しょう。さらに、レースで集めた賞金で新しいバイクやパーツの購入が可能。バイクのパフォーマンスを分析

し、マシンを最適化することで、世界有数のコースでの勝利を目指しましょう！ また、研究開発部門へ投

資することで、チームとしてのスキルアップも可能です。スキルツリーのアンロックをどう進めるか、好みと戦略が

運命を分けます。適切な選択をしてレースのパフォーマンスを上げれば他メーカーから声が掛かる日も近

い？！ 

 

https://youtu.be/Fj-T80dly94


 

 

 

【商品概要】 

タイトル ：リムズ レーシング 

発売日 ：2021年8月19日 

価格 ：PlayStation®️5 、PlayStation®️4版 6,930円（税抜6,300円） 

Nintendo SwitchTM版  6,380円（税抜5,800円） 

ジャンル ：レース/リアル・バイク・シミュレーター 

対応機種：PlayStation®️5/PlayStation®️4/Nintendo SwitchTM  

CERO ：A 

対応言語（Language）音声およびテキスト： PS5/PS4：日本語、英語

（English）、Switch：日本語、英語（English）、中文（繁体・簡体）  

 
 
 
 
 
 
 
 

▲カレンダーから「レース」や「トレーニング」など

好きなイベントを選ぼう 

▲ミッションをクリアすると報酬としてクレジットやチ

ームポイントが支払われる 

▲ガレージではあらゆるパーツが交換可能だ ▲パーツを交換する際は、ボルト一本ずつ丁寧に取り

扱おう 

▲ショップでは集めたクレジットを使って様々なパー

ツを購入できる 

▲チームポイントを使いスキルツリーを解放してエン

ジニアの能力を強化しよう 
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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：https://bit.ly/3mG7aJM 

©3goo K.K. all rights reserved. 

 

 

■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：https://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 
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