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株式会社角川ゲームス 

 
 
 

 

株式会社角川ゲームス (本社：東京都品川区 代表取締役社長 安田善巳、以下角川ゲームス) は、ロ

ボット SRPG「Relayer（リレイヤー）」について、5 月 26 日（木）にアップデートと各種追加 DLC を配信すること

をお知らせいたします。 

 

■5 月 26 日（木）、『Relayer（リレイヤー）』の追加 DLC が配信決定！ 

好評発売中のロボットシミュレーション RPG『Relayer（リレイヤー）』につきまして、フルボイスシナリオのほか

進化機体の「アストライア NEXT」を追加 DLC として、2022 年 5 月 26 日（木）に配信いたします。また、同

日にはアップデートも配信され、両手剣と片手剣の新たなバトルカットシーンが追加されます。さらに深まる

『Relayer（リレイヤー）』の魅力を、どうぞご堪能ください！ 

 

 

■ステラギアやクエーサーが火花を散らすバトルカットシーンが追加！新規カットシーンから目

が離せない!! 

5 月 26 日(木)に配信されるアップデートによりバトルカットシーンが大きく増加します。追加されるカットシ

ーンの数は、全部で 60。そのうち、今回のアップデートでは両手剣と片手剣の武器種についてカットシーンが

追加されます。ステラギアだけでなくクエーサーについてカットシーンを追加していますので、すでにプレイ体

験のあるユーザーも新鮮な気持ちでバトルを楽しめます。 

また、その他の武器種である、マシンガン、ビットの新規カットシーンについては、6 月末のアップデートにて。

ライフルについては、7 月末のアップデートで実装予定となります。毎月追加されるカットシーンを、お楽しみ

にお待ちください！ 

ロボット SRPG『Relayer（リレイヤー）』 
フルボイスシナリオのほか進化機体などの追加 DLC が配信！ 

アップデートにより新たなバトルカットシーンも!! 
 

PRESS RELEASE 



 

【ステラギア Type アサルト×両手剣】 

 
＜画像 01＞                       ＜画像 02＞ 

 

 

【ステラギア Type タンク×片手剣】 

 

＜画像 03＞                       ＜画像 04＞ 

 

 

【クエーサー×両手剣】 
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【クエーサー×片手剣】 
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■スターチャイルドたちのエピソードが楽しめる 3 編同時収録の追加シナリオ DLC「リレイヤー 

スピンオフストーリーズ」が配信！ 

テラ、ヒミコ、星徒会のメンバーたちの焦点を当てた追加シナリオ DLC｢リレイヤー スピンオフストーリーズ｣

が、5 月 26 日（木）より配信されます。追加シナリオ DLC には 3 編のシナリオが収録されており、全編フル

ボイスで展開。以下では、収録されている 3 つのエピソードの概要を紹介します。ゲーム本編では語られな

かった、スターチャイルドたちの数々のエピソードをお楽しみください。なお、こちらの追加シナリオ DLC をご購

入されますと、敵撃破時の獲得 SG（スターゴールド）が 3 倍になるカスタムチップ「アズールの戦闘データ＋」

が付属します。ぜひ、ミッションにてご活用ください！ 

※追加シナリオ DLC は、購入後に｢Central Control Center(＝CCC)｣メニューから｢艦内｣→｢宇宙科学資料

室｣→｢スペシャル｣と進むことで、各種コンテンツを楽しめます。 

※シナリオのなかには、特定の話数まで進めることを前提とした内容が含まれます。あらかじめご了承くださ

い。 

 

＜価格＞ 

550 円(税込) 

※シーズンパス購入者は無料で入手可能です。 

 

＜配信日＞ 

2022 年 5 月 26 日（木）0 時～ 

 

エピソード①：｢テラとよだかの食い倒れ珍道中｣(第 25 話クリア後相当) 

テラとルナの姉妹が火星の市街地で過ごしながら、テラの過去について触れられるエピソード。姉妹仲良く

スイーツを楽しみつつ、テラがルナを失ったあとの日々や、よだかとの出会いなどが語られます。テラ、ルナ、

よだかの楽しくも心温まるエピソードに注目です。 



 

＜画像 09＞ 

 

エピソード②：｢宇宙のグルメ・星徒会編｣(第 36 話クリア後相当) 

ある日、星徒会の面々が卵料理について議論を交わしていたところ、星徒会長のミンタカが料理勝負を提

案するエピソード。かくして卵料理で勝負をすることになった 3 人に加えて、ジュピターとサターンも参加する

ことになり、料理勝負は大盛り上がり。果たして勝利を手にするのは？ そして待ち受ける結末とは？ 乞うご

期待ください!! 

 

＜画像 10＞ 

 

 

エピソード③：｢星見｣(第 42 話クリア後相当) 

露天風呂で過ごすヒミコとテラ、そしてダークウォーカーのエピソード。露天風呂につかりながらの天体観測は、



アステリズムの艦内で行ったものとは一味違う趣に、3 人は感動を覚えます。楽しく語らいながら、異性間交

流ならぬ異”星”間交流が続いていきますが……。 

 

＜画像 11＞ 

 

 

 

 

 

■ファイナルフォームを超える進化したステラギア「NEXT 機体」が登場。5 月 26 日（木）に配

信される初の NEXT 機体はアストライア NEXT!! 

｢リレイヤー スピンオフストーリーズ｣の配信と同じタイミングで、次世代のハイスペックなステラギアに進化を

遂げた｢NEXT 機体｣が登場します。NEXT 機体の第 1 弾として 5 月 26 日(木)に配信されるのは、テラの専

用機となる｢アストライア NEXT｣。このアストライア NEXT はフル改造済みの機体となっており、ファイナルフォ

ームをも凌駕する性能を持っているのが特徴です。非常に高性能な機体で、加入すれば戦況を一変させ

てくれるでしょう。なお、｢アストライア NEXT｣を購入すると、｢ディフェンスオブアース(被ダメージを 20％カッ

ト)｣と｢ヴァルキュリアオブアース(ヘイト値が高いほど ATK/G-ATK がアップする)｣の 2 つの効果を併せ持つ

カスタムチップ｢テラの戦闘データ＋｣が付属されます。合わせて活用してみてください。 

 また、｢NEXT 機体｣については、今後も続々登場予定。6 月末には｢アマテラス NEXT｣(サン専用機)と｢ぺ

タソス NEXT｣(マーキュリー専用機)、7 月末には｢ハーシェル NEXT｣（ウラヌス専用機）が配信予定です。さ

らに 8 月以降も NEXT 機体は、配信予定。こちらも楽しみにお待ちください!! 

 

※｢アストライア NEXT｣使用手順：CCC のメニューから｢育成｣→｢格納庫｣→｢アストライア NEXT｣→｢乗り換

え｣と選ぶことで使用可能となります。 

 

＜価格＞ 

385 円(税込) 



※シーズンパス購入者は無料で入手可能です。 

 

＜配信日＞ 

2022 年 5 月 26 日（木）0 時～ 

 

 

＜画像 12＞ 

▲アストライア NEXT は、従来のアストライアや強化後のファイナルフォームとは異なる機体。そのため、格納

庫内で乗り換えが必要となります。画面右端には機体ステータスが表示されており、乗り換え前の機体とス

テータスの比較が可能です。 
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＜画像 15＞                ＜画像 16＞ 

 

＜宇宙科学資料室では、ファイナルフォームと NEXT 機体のビューワーも閲覧可能！＞ 

5 月 26 日の追加 DLC で入手できるアストライア NEXT をはじめ、NEXT 機およびファイナルフォームは、ラ

イブラリー情報を閲覧できる｢宇宙科学資料室｣で詳細な情報を確認可能です。ここではモデルビューワーも

閲覧でき、さまざまな角度や背景、武装を設定して、NEXT機やファイナルフォームの勇姿を堪能できます。

各種機体を手に入れた際には、ぜひともお楽しみください。 

※ファイナルフォームと NEXT 機体については、ライブラリー情報をコンプリートすると獲得できるトロフィー｢星

の観測者｣に関与いたしません。 

 

 

＜画像 17＞                ＜画像 18＞ 
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■『Relayer（リレイヤー）』公式サイトに攻略に役立つデータを掲載中!! 

『Relayer（リレイヤー）』の公式サイトに、役立つ情報を掲載中。掲載されているのは、装備品リストと宝箱リス

トとなります。各種データリストは公式サイトの「SPECIAL」→「攻略情報」と進むことで、閲覧が可能。これまで

獲得できていなかった各種装備や宝箱などが、一目瞭然のデータを用意しています。各種リストは公式サイ

トから閲覧できるのはもちろん、PDF データとしてダウンロードができるので、攻略やトロフィー獲得にお役立て

ください。 



 

＜画像 21＞ 

 

 

＜画像 22＞ 

 

 

 

 

 

 

 



タイトル名    ：Relayer（リレイヤー） 

対応ハード   ：PlayStaition5/ PlayStaition4 

発売    ：株式会社角川ゲームス 

開発スタジオ   ：GODWARS TEAM（角川ゲームス） 

プロデューサー/ディレクター/原作 ：安田善巳 

ジャンル    ：ロボット SRPG 

ボイス    ：日本語、英語 

言語    ：日本語、英語、繁体字、韓国語 

公式 HP    ：https://www.relayer.jp/ 

公式 Twitter   ：https://twitter.com/Relayer_SRPG 

 

発売日（パッケージ版および DL 通常版）：発売中 

価格（パッケージ版および DL 通常版） ：通常版\7,980（税込） 

    ：限定版 リレイヤー デラックスエディション\9,980（税込） 

    ：DL 通常版\7,980（税込） 

：DL 限定版 デジタルプレミアムエディション\9,980（税込） 

 

    ※PS4 版については PS5 版への無償アップグレードが可能です。 

    ※フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語については、 

後日無料アップデートにて反映されます。 

 

 

 


