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PS4™/PS5™『WRC10 FIA 世界ラリー選手権』
「eSports WRC チャンピオンシップ 2022」が本日開催！
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 、 PlayStation®4 、
PlayStation®5 にて好評発売中の『WRC10 FIA 世界ラリー選手権』について、FIA 世界ラリー選手権の公式ゲームである本作を使用
した eSports イベント「eSports WRC チャンピオンシップ 2022」を本日 2 月 4 日より開催することを発表しました。

eSports WRC 公式サイト

(英語)

https://www.wrc.com/en/more/gaming/esports-wrc/

PlayStation®Store

https://bit.ly/3r5ZlRI

今年のチャンピオンシップはモンテカルロ（2 月 4 日～7 日）からギリシャ（8 月 12 日～15 日）まで、全 13 都市で開催。開催都市に
は、2022 年のカレンダーで追加された、スペイン、ベルギー、クロアチア、エストニア、ギリシャの 5 都市が含まれます。2021 年シーズンと同
様、レギュラーシーズンでトップ 8 に入ったドライバーは自動的にワールドファイナルの出場権を獲得。ファイナルの開催日および場所は未定と
なっています。
「eSports WRC チャンピオンシップ 2022」は、WRC10 のすべてのプレイヤーが参加可能。昨年は、15,000 人以上が 13 ラウンドを戦
い、世界ラリー選手権の第９戦が開催されたギリシャにて、ライブの決勝戦が行われました。
【商品概要】
タイトル：WRC10 FIA世界ラリー選手権
発売日：2021年10月28日
価格：6,800円（税別）
ジャンル：ラリーレーシング
対応機種：PlayStation®5、PlayStation®4
CERO：A（全年齢対象）

対応言語：【テキスト】日本語、英語、繁体字、簡体字 【ボイス】日本語、英語
発売元：株式会社3goo
製品紹介：https://www.3goo.co.jp/product/wrc-10/
コピーライト：FIA World Rally Championship ©2020 Published by Nacon and developed by KT Racing. An official product of the FIA World Rally
Championship, under licence of WRC Promoter GmbH and the Fédération Internationale de l‘Automobile. Manufacturers, vehicles, names,
brands and associated imagery featured in this game are trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. All rights reserved.
Warning: This is a virtual game and not real life. Be cautious, do not imitate the vehicle movements shown in this game when you are driving
a car in real life. Remember: drive safely! 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、『Dead by Daylight™』『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・クラブ アンリミテッド 2』『WRC10 FIA 世界ラリー選手権』『エイリアン：ファイアーチーム エリ
ート』など多数のタイトルをリリース。 ©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/
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