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PS4™/PS5™『RUGBY22』の「ゲームプレイトレーラー」を公開 

緻密なタクティクスと進化した操作性でチームを操る本格ラグビー体験 

 

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、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、緻密な戦術を駆使してチームを思い通りに操る進化したゲーム

プレイを伝えるトレーラーを本日発表しました。 

 

『RUGBY22』ゲームプレイトレーラー 

https://youtu.be/Nk0H81OXDuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最適化されたゲームコントロール 

より直感的なゲーム体験のために再設計された『RUGBY22』は、新しいコントロールシステムの採用により、プロ選手のようなタッチ、ラック、モ

ールを実現しました。 

 

AI 挙動の改善 

さらに楽しいシミュレーション体験のために AI を最適化し、選手たちがより適した戦術的な選択を取るようになりました。選手はさらにリアルな

ポジショニングと挙動をし、対戦相手もより良い選択をするようになります。 

 

新規難易度の追加 

新規の難易度の追加により、ゲームをマスターした後でもさらに強力な対戦相手との厳しいチャレンジが楽しめるようになりました。 

 

   

 

『RUGBY22』は、人気チームの登場や、試合前や試合中の戦術的選択、ポッドプレイのオプション、接触後のパス、コンビネーションなど、現

代ラグビーを構成するすべての要素をプレイヤーに提供。PlayStation®4、PlayStation®5 にて 2022 年３月３日に発売となります。 
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【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、『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/ 

 

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. 

 

 

■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 

 

■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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