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『エイリアン：ファイアーチーム エリート』(PlayStation®5、PlayStation®4) 
無料大型アップデート「シーズン 4: プレスティージ」本日解禁！ 

 
 
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、映画シリーズ「エイリ

アン」の世界を舞台とするゲーム『Aliens: Fireteam Elite（エイリアン：ファイアーチーム エリート）』のシーズン 4

の新たな無料大型アップデート「プレスティージ」を本日 7 月 27 日（日本時間）より PlayStation®5 および

PlayStation®4 版にて配信開始いたしました。本作はアクションゲームやシューティングゲームの制作に携わってきた

ベテランの開発者たちから成る、アメリカのカリフォルニア州サンノゼを拠点とするゲームスタジオ Cold Iron Studio

が、20th Century Games と協同で、世界各国でリリースしている協力型三人称視点サバイバルシューティングゲーム

で、プレイヤーたちはゼノモーフの脅威を駆逐するための絶望的な戦場へ送り込まれる事になります。シーズン 4 のコン

テンツについては以下の詳細をご覧ください。 

 

 

『Aliens : Fireteam Elite（エイリアン：ファイアーチーム エリート）』 

▼PS Store リンク  https://bit.ly/30AHmrG 
 

 
 

4 月のシーズン 3：ランサーに続いて、プレスティージでも、PlayStation®5、PlayStation®4 や他プラットフォームとの
クロスプレイのサポート導入を筆頭に、すべてのプレイヤーが無料で利用できる多数の追加要素があります。また、このシー
ズン４では、新たなゲームモード「リストックタレット」が追加されました。プレイヤーは、セントリーガンを駆使しつつ、押し寄
せるゼノモーフの群れに立ち向かいます。また、プレスティージキットのスキン、武器、頭用装飾品、カラー、デカールなどを
含む、新しいカスタマイズアイテムも多数登場します！ 
 
Aliens: Fireteam Elite “Season 4: Prestige” トレーラー  (英語版): https://youtu.be/WyfTz2fDbwg 

 

さらに、デラックスエディションまたはエンデバーパスをお持ちのプレイヤーは、海兵隊の個性をさらに際立たせる追加コンテン
ツ「フロンティアフリーランサーパック」をすぐにご利用いただけます。究極のフロンティア目指して戦闘準備を整えましょう！ 
 

 

https://bit.ly/30AHmrG
https://youtu.be/WyfTz2fDbwg


■DLC「フロンティアフリーランサーパック」の収録内容 

⚫ キャラクターのスキン、頭用装飾品、武器カスタマイズ用のカラーやデカールを含む新しい装飾アイテム 18 種 

⚫ ファイアーチーム内での交流に使える新しいエモート 4 種 

⚫ ランダムなチャレンジカード 3 枚 

⚫ ランダムな消耗品 3 個 

⚫ 支給品クレジットおよび代用金券パック 

 

■８月 31 日、ファイアーチーム エリートの拡張パック「PATHOGEN(パソジン)」に備えよ 

今夏後半、8 月 31 日には、「エイリアン：ファイアーチーム エリート」拡張パックの「PATHOGEN(パソジン)」リリースが予定さ

れています。プレイヤーがこれまで見たこともない敵と戦い生き残る、3 つの専用ストーリーミッションを備えたまったく新しいキャンペ

ーンで、新たなツールと装飾品が導入されます。 

 

「リストックタレット」は、ポジションを守り切るまでタレットを充填したまま、全方位から迫りくるゼノモーフをかわす新ゲームモードです 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

【発売中のパッケージ版 商品概要】 

■Aliens: Fireteam Elite 

（エイリアン：ファイアーチーム エリート） 

価格：税込 4,950 円 

収録内容：ゲーム本編ディスク 

 

■Aliens: Fireteam Elite Special Edition 

（エイリアン：ファイアーチーム エリート スペシャルエディション） 

価格：税込 5,720 円 

収録内容：ゲーム本編ディスク、DLC「エンデバーベテランパック」ダウンロードコード 

 

【ダウンロード版 シーズンパスおよび DLC 商品概要】 

■Aliens: Fireteam Elite （エイリアン：ファイアーチーム エリート） 

価格：税込 4,950 円  内容：ゲーム本編 

■Aliens: Fireteam Elite Deluxe Edition （エイリアン：ファイアーチーム エリート デラックスエディション） 

価格：税込 7,700 円 

内容：ゲーム本編、DLC「エンデバーベテランパック」および「エンデバーパス（シーズンパスセット）」 

■追加コンテンツパック： エンデバーパス（シーズンパスセット） 税込 2,750 円  

 収録内容：クラスキットスキン、武器カラー、頭用装飾品などを含む 4 つの DLC パック(シーズン 1～4)」 

■アイテム：エンデバーパス：シーズン１-Wey-Yu Armoury（ウェイユー社武器庫） 税込 990 円  

■アイテム：エンデバーパス：シーズン２ -Nostromo Salvage Pack (ノストロモ号サルベージパック） 税込 990 円  

■アイテム：エンデバーパス：シーズン 3 – UACM Frontline Pack (UACM フロントラインパック） 税込 990 円  

■アイテム：エンデバーパス：シーズン 4 – Frontier Freelancer Pack（フロンティアフリーランサーパック） 税込

990 円  

各パックの収録内容：クラスキットスキン、武器カラー、頭用装飾品やその他を含む追加装飾品 

 

▲タレットはロードしたまま保て！生き残るた
めのカギとなる！ 

▲リストックタレットでフロントのファイアーチーム
を守れ！    

▲レベル 20 に達するとアンロックされる新たな

プレスティージプログレッションシステム のチャ

レンジに立ち向かおう！ 



発売日：2021 年 9 月 16 日（木） 

ジャンル：協力型サバイバル TPS 
プレイ人数：1～3 人 

対応機種：PlayStation®5 / PlayStation®4 

対応言語：日本語/英語 

開発元：Cold Iron Studios 

発売元：株式会社 3goo 

CERO：D（17 才以上対象） 
商品情報ページ：https://www.3goo.co.jp/product/aliensfireteamelite/ 
 

【Aliens: Fireteam Elite について】 

2202 年。謎めいた救難信号を受けた海兵襲撃部隊は、アウター・コロニーに位置する LV-895 へと向かう。そこでは、恐

るべきゼノモーフの群れと、企業の隠された秘密、そして古代のエイリアンの遺跡が、プレイヤーを待ち受けていた。 

 

映画「エイリアン」の世界を舞台とする、協力プレイ型の三人称視点サバイバルシューティングゲーム『Aliens: Fireteam 

Elite』では、ゼノモーフの脅威が渦巻く絶望的な戦場に、歴戦の海兵たちから成るファイアーチームが送り込まれる。 

 

２人の他プレイヤーまたは AI の仲間とともに、恐るべきゼノモーフやウェイランド・ユタニ社のアンドロイドに立ち向か

い、ファイアーチームとともに決死の戦いを切り抜けて、エイリアンの世界に新たなストーリーをもたらす 4 つの独特な

キャンペーンを攻略せよ。胸が高鳴るこのサバイバルシューティングゲームで、多種多様なクラス、武器、装備、パーク

から好きなものを選んで自分だけの植民地海兵隊を作り出し、極限の逆境を戦い抜こう。 

 

 

【Cold Iron Studios について】 

Cold Iron Studios は、自分たち自身がプレイしたくなるようなゲームを開発すること、そして一緒に働きたくなるよう

なチームを作ることを目的として、ゲーム業界のベテラン 3 人によって 2015 年に設立された、サンノゼを拠点とするス

タジオです。設立以来、このスタジオは、数々の賞を獲得したマルチプレイヤーゲームやアクションゲームを開発した経

験のある、熱意あふれる 45 人以上の多種多様なゲーマーにして素晴らしい開発者を擁するまでに成長しました。 現在、

開発チームは『エイリアン』の世界を舞台とする協力型の三人称視点サバイバルシューティングゲーム『Aliens: Fireteam 

Elite』の開発に携わっています。 

 

 

 

コピーライト： 

© 2021 20th Century Studios. © 2021 COLD IRON STUDIOS, LLC. 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    ：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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