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PS4™/PS5™『RUGBY22』で公式ライセンスを取得したナショナルチームを発表
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、2022 年 3 月 3 日発売の本格
ラグビーゲーム『RUGBY22』（PlayStation®4、PlayStation®5）について、オールブラックス（ニュージーランド代表）やワラビーズ（オ
ーストラリア代表）、ブレイブブロッサムズ（日本代表）など、収録されるナショナルチーム全 10 チームを発表しました。

ティザー動画はこちら
https://youtu.be/03fuPQNTXEM

2020 年に 3goo が発売し、本格ラグビーゲームとして高い評価を受けた『RUGBY20』に対して、『RUGBY22』ではさらに多くの改良を実
装。AI の動作がさらにリアルになったほか、新たな難易度を追加しました。また、フォトグラメトリーによって、スター選手の顔はよりリアルになり、
様々な調整によってゲームプレイが向上。さらに公式ライセンスチームとして、迫力のある強豪として名高いオーストラリア代表の「ワラビーズ」
や、ニュージーランド代表の「オールブラックス」が新たに追加されました！
ゲームの特徴:
•

公式ライセンス - ニュージーランド、オーストラリア、フランス、フィジー、アイルランド、イタリア、スコットランド、ウェールズ、日本、ジョ
ージアなど主要なナショナルチームの大半が、実名選手とユニフォームとともに参加します。

•

シングルプレイでもマルチプレイでも - 世界屈指の過酷なスポーツを忠実に再現した様々なゲームモードを、シングルプレイ、マル
チプレイ、ローカル、オンラインで楽しもう!

•

キャリアモードを遊び尽くそう – 選手を集め、自分だけのチームを構築してトップディビジョンを目指そう！

•

まるでプロのようなプレイ - ますますリアルになったラグビーシミュレーションで奥深い戦術の真髄を体験。フィールドで実力を発揮
して、試合に勝利しよう！

•

本物のラグビー体験 - モーションキャプチャー技術により、実際の選手の動きに限りなく近いリアルな挙動と、ラグビーアートを駆使
した迫真のラグビーを体験できます。

•

トレーニング – 新たなチュートリアルを通じて、ラグビーの基本を覚え、最高のプレイヤーを目指そう！

【商品概要】
タイトル：RUGBY22
発売日：2022年3月3日
価格：5,800円（税別）
ジャンル：スポーツ
対応機種：PlayStation®4、PlayStation®5（無料アップグレード対応）
CERO: A（全年齢対象）
対応言語：日本語、英語
開発元：NACON / Eko Software
発売元：株式会社3goo
製品紹介ページ：https://www.3goo.co.jp/product/RUGBY22/
コピーライト：RUGBY 22 ©2022 Published by Nacon and developed by Eko Software. All rights reserved. All teams and
championships names, logos, player names and appearances, jerseys and brands are the properties of their respective owners.
Published and distributed in Japan by 3goo K.K.

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.
About NACON
NACON is a company of the BIGBEN Group founded in 2019 to optimize its know-how through strong
synergies in the video game market. By bringing together its 14 development studios, the publishing of AA
video games, the design and distribution of premium gaming devices, NACON focuses 20 years of expertise at
the service of players. This new unified business unit strengthens NACON's position in the market and enables
it to innovate by creating new unique competitive advantages. https://corporate.nacongaming.com/
About Eko Software
Established in 1999, Eko Software is an independent game developer and publisher based in Paris, France.
Eko Software develops games for all major gaming platforms (consoles, PC, Smart TVs). Focused primarily on
development and content creation, the company develops games for top publishers and creates new IPs that
are published in partnership with worldwide publishers or self-published through digital distribution channels.
IPs created by Eko include Aqua Panic!, Wanted Corp., SPRay, and How to Survive. For more information on
Eko Software and its products, please visit www.ekosystem.com.
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