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『リムズ レーシング』 NintendoSwitch™で DLC の販売を開始 

究極のリアル・バイク・シミュレーションゲーム 

 
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）はリアル・バイク・シミュレーション『リムズ レ
ーシング』について、NintendoSwitch™版にて、本日 2021 年 10 月 14 日より、新コースや新たなカスタマイズパーツなどの追加コンテン
ツの販売を開始いたします。あわせて、ゲーム本編とダウンロードコンテンツがセットになったお得なバンドル商品の販売も開始いたしました。 
 

ニンテンドーe ショップ: https://bit.ly/3BI7nmO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

リムズ レーシング：ローンチトレーラー 
https://youtu.be/ZiaVVOyWabA 

 
『リムズ レーシング』は、これまでのバイクのゲームにはなかった、リアルタイムにマシンのパフォーマンスを分析するシステムを採用。ネジ 1 本まで
分解してパーツの交換をしながら、レースごとに最適なセッティングを行うことができ、ライダーとしてレースでの勝利を目指すだけではなく、メカニ
クスやエンジニアリングにも詳しくなれる、究極のリアル・バイク・シミュレーションゲームとなっています。 
 
 

■ダウンロードコンテンツ：全６種類                                                             

〇「バーレーン・インターナショナル・サーキット」 660 円（税込） 

「サヒール国際サーキット」しても知られる超ハイテクなレーストラック。複数の短いストレートと低速コーナ

ーで構成されており、全長は 5.412km。純粋なスピードよりも、コーナー進入時や走行ペース変更にお

ける正確性が重視されるレイアウトになっている。 

 

〇「TBB バイク外観&ライダーアイテム」 550 円（税込） 

本ゲームのサウンドトラックの作曲者で The Bloody Beetroots のバンドリーダーSir Bob Cornelius 

Rifo が Dainese、AGV、そして Ducati とコラボして開発した限定ライダー装備。リムズ レーシングのた

めだけに作られたこの特別装備——誇りを胸に身につけろ！ 

 

〇「Nolan X-LITE ヘルメット」 275 円（税込） 

チャズ・デイビス、ダニロ・ペトルッチ、ケーシー・ストーナー、カルロス・チェカ、アロン・カネト——トップレーサ

ーたちが着用する Nolan X-Lite 純正ヘルメットの限定レプリカ。カーボンファイバー製 X-Lite X-803 

RS ヘルメット 8 個を収録。 

 

情報解禁 10 月 14 日(木) 9:00 AM 

https://bit.ly/3BI7nmO
https://youtu.be/ZiaVVOyWabA


〇「欧州メーカーパック」 1,540 円（税込） 

76 点のスペアパーツ、カラーリングならびにレーシングスーツで Aprilia、BMW、Ducati、MV Agusta の

マシンをアップグレード！ 

 

〇「日本メーカーパック」 1,540 円（税込） 

Honda、Kawasaki、Suzuki、Yamaha のマシンをアップグレードすることが可能な、スペアパーツ 76

点に加え、カラーリングならびにレーシングスーツがインベントリに追加される。  

 

〇「キャリアプロスターターパック」 330 円（税込） 

ライダー向けのスペアパーツや装備が購入可能な 50,000 クレジットと、研究開発のアップグレード、チー

ムの管理体制を強化が可能なチームポイント×10 を収録。キャリアモードの序盤から自由なカスタムでレ

ースに挑戦できる。 

 

 

■バンドル商品：全 2 種類（ダウンロード版のみ）                                                    

〇「日本メーカーデラックスエディション」 【Switch】7,013 円（税込）【PS4/PS5】7,480 円（税込） 

＜内容＞ 

- ゲーム本編 

- 「キャリアプロスターターパック」 

- 「日本メーカーパック（レーシングスーツ×3、カラーリング×4、高性能パーツ×76） 

 

〇「アルティメットエディション」 【Switch】9,584 円（税込）【PS4/PS5】9,900 円（税込） 

＜内容＞ 

- ゲーム本編 

- 「バーレーン・インターナショナル・サーキット」 

- 「TBB バイク外観&ライダーアイテム」（カラーリング×1＆レーシングスーツ×1） 

- 「Nolan X-LITE ヘルメット」×9 

- 「キャリアプロスターターパック」 

- 「欧州メーカーパック」（レーシングスーツ×3、カラーリング×2、高性能パーツ×76） 

- 「日本メーカーパック」（レーシングスーツ×3、カラーリング×4、高性能パーツ×76） 

 

【商品概要】 

タイトル：リムズ レーシング 

発売日：PlayStation®️4 /Nintendo SwitchTM 2021 年 8 月 19 日 

PlayStation®️5 2021 年 9 月 22 日 

価格：PlayStation®️4/PlayStation®️5 6,930 円（税込） 

Nintendo Switch™  6,380 円（税込） 

 

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®️4/ PlayStation®️5/Nintendo Switch™  

CERO：A 

対応言語（Language）音声およびテキスト：PS4：日本語、英語（English）、Switch：日本語、英語（English）、中文（繁

体・簡体） 

 

コピーライト： 
RiMS Racing ©2021 Published by Nacon and developed by RaceWard Studio. Aprilia ®️ Official Licensee. Aprilia ®️ is a registered trademark owned by Piaggio & C. 

S.p.A. and used under license by Nacon SAS. "SUZUKI", "S", and “GSX-R” are trademarks of Suzuki Motor Corporation and used under license. However, this product 

is neither manufactured nor distributed by Suzuki Motor Corporation. HONDA OFFICIAL LICENSED PRODUCT. Designed, manufactured, and distributed by or for Nacon 

SA. Intellectual property of Honda Motor Co., Ltd. used under license by American Honda Motor Co. Inc. The BMW logo, the BMW word mark and the BMW model 

designation are trademarks of BMW AG and are used under License. Official Product under license of Ducati Motor Holding S.p.A. Trademarks, design patents and 

copyrights are used with the approval of the owner NÜRBURGRING 1927 GmbH & Co. KG. MOTUL and the MOTUL LOGO are registered trademarks of MOTUL (SA). All 

rights reserved. The CASTROL logo, POWER 1 and OIL IN ACTION – POWER 1 are trademarks and are used with permission from Castrol Limited. PIRELLI and PIRELLI 

logo are trademarks of Pirelli & C. S.p.A.; SCORPION, SCORPION logo, METZELER, ELEPHANT logo, “FLASH” logo are trademarks of Pirelli Tyre S.p.A. All trademarks 

are used under license. Tyre designs are property of Pirelli Tyre S.p.A. and used under license. Published and distributed by 3goo K.K. in Japan. 

 

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。 

©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 

https://www.3goo.co.jp/
https://twitter.com/3goo1
mailto:media@3goo.co.jp

