PRESS RELEASE
2022 年 8 月 19 日
株式会社ドラガミゲームス

ロボット SRPG『Relayer（リレイヤー）』
今後配信予定の DLC 機体 13 機を入手できるシーズンパス２と、
2 機の DLC 機体を 8 月 25 日に配信!!
株式会社ドラガミゲームス (本社：東京都品川区 代表取締役社長 安田善巳、以下ドラガミゲームス)
は、ロボット SRPG『Relayer（リレイヤー）』について、8 月 25 日（木）に「リレイヤー シーズンパス２」ならびに
追加 DLC を配信することをお知らせいたします。

■13 機のステラギア NEXT が使用可能となる「リレイヤー シーズンパス２」が配信決定！
絶賛発売中のロボット SRPG『Relayer（リレイヤー）』につきまして、「リレイヤー シーズンパス 2」と追加 DLC
「ギャラクシースターNEXT」、「コメット NEXT」の 2 機体を、2022 年 8 月 25 日（木）0 時より配信いたしま
す。
今回配信する「リレイヤー シーズンパス 2」の価格は、3,003 円（税込）。この「リレイヤー シーズンパス 2」
には、8～11 月に配信予定の 13 機の「ステラギア NEXT」（同日配信予定の「ギャラクシースターNEXT」と
「コメット NEXT」を含む）がすべて収録されています。こちらをご購入いただければ、ステラギア NEXT オンリ
ーの部隊編成でミッションに挑めるなど、これまでとは一味違ったバトルを体験可能です。なお、追加 DLC 機
体を 13 機すべて単品購入すると 5,005 円（税込）になりますが、シーズンパス 2 を購入すれば 40％OFF
の約 2,000 円もお得になる計算に。ぜひ、お求めください！

『リレイヤー シーズンパス 2』概要
■商品名

リレイヤー シーズンパス 2

■発売日

2022 年 8 月 25 日（木）0 時～

■価格

3,003 円（税込）

■シーズンパス内容物

専用改造機「ステラギア NEXT」13 機

＜内容物＞
① ギャラクシースターNEXT（アマノガワ専用改造機）、「アマノガワの戦闘データ＋」／8 月 25 日（木）配信
② コメット NEXT（ハレー専用改造機）、「ハレーの戦闘データ＋」／8 月 25 日（木）配信
③ アルジャウザーNEXT（ミンタカ専用改造機）、「ミンタカの戦闘データ＋」／9 月 29 日（木）配信予定
④ イプシロン NEXT（アルニラム専用改造機）、「アルニラムの戦闘データ＋」／9 月 29 日（木）配信予定
⑤ ゼータ NEXT（アルニタク専用改造機）、「アルニタクの戦闘データ＋」／9 月 29 日（木）配信予定
⑥ ネオ・マーズ NEXT（マーズ専用改造機）、「マーズの戦闘データ＋」／10 月 27 日（木）配信予定
⑦ アマツミカボシ NEXT（ビーナス専用改造機）、「ビーナスの戦闘データ＋」／10 月 27 日（木）配信予定
⑧ セレーネ NEXT（ルナ専用改造機）、「ルナの戦闘データ＋」／11 月 24 日（木）配信予定
⑨ フェレトリウス NEXT（ジュピター専用改造機）、「ジュピターの戦闘データ＋」／11 月 24 日(木)配信予
定
⑩ クアドリガーNEXT（サターン専用改造機）、「サターンの戦闘データ＋」／11 月 24 日（木）配信予定
⑪ 天武 飛鳥 NEXT（プルート専用改造機）、「プルートの戦闘データ＋」／11 月 24 日（木）配信予定
⑫ ドッグスターNEXT（ナイル専用改造機）、「ナイルの戦闘データ＋」／11 月 24 日（木）配信予定
⑬ トライデン NEXT（エイト専用改造機）、「エイトの戦闘データ＋」／11 月 24 日（木）配信予定
※追加 DLC 機体は、各 385 円（税込）での個別販売もあります。

＜画像 01＞

■アマノガワとハレーの追加 DLC 機体が 8 月 25 日（木）に配信！
「リレイヤー シーズンパス 2」配信当日の 8 月 25 日（木）0 時より、アマノガワとハレーの専用改造機である
「ギャラクシースターNEXT」と「コメット NEXT」を配信いたします。機体タイプは、前者はサルトタイプ、後者は
スカウトタイプです。なお「NEXT 機体」とは、ハイスペックな性能を持ったステラギアの進化機体のこと。通常
のステラギアに強化を施したファイナルフォームを凌駕する性能を持っているのが特徴です。なお、今回配
信される「ギャラクシースターNEXT」と「コメット NEXT」はフルカスタム済みとなっています。

※NEXT 機体の使用手順：CCC のメニューから｢育成｣→｢格納庫｣→任意の NEXT 機体を選択→｢乗り換え｣
と選ぶことで使用可能となります。
■価格
各 385 円(税込)
※「リレイヤー シーズンパス 2」購入者は無料で入手できます。
■配信日
2022 年 8 月 25 日（木）0 時～
※配信開始時間は配信システムの都合で前後する可能性がございます。あらかじめご了承ください。
【ギャラクシースターNEXT（アマノガワ専用改造機）】

＜画像 02＞

＜画像 03＞

＜画像 04＞

※「ギャラクシースターNEXT」を購入すると、｢クリティカルダメージ+30％(クリティカル時のダメージが 30％

アップする)｣と｢アイテムドロップ率アップ(アイテムのドロップ率がアップする)｣の効果を併せ持ったカスタムチ
ップ｢アマノガワの戦闘データ＋｣が付属されます。
【コメット NEXT（ハレー専用改造機）】

＜画像 05＞

＜画像 06＞

＜画像 07＞

※「コメット NEXT」購入時に、｢SP 消費-20％(スキルの SP 消費量-20％)｣と｢サポートスキル射程+1(補助、
妨害スキルの射程+1)｣の２つの効果を持ったカスタムチップ｢ハレーの戦闘データ＋｣が付属されます。

タイトル名
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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。

