
 

2022 年 10 月 12 日 

株式会社ドラガミゲームス 

 
 
 

 

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、シミュレーション RPG『Relayer Advanced（リレイヤーアドバンスド）』の Steam 版を 2022 年 10 月 27 日

（木）に、ＧＯＧ版を 2022 年 11 月 10 日（木）に配信することをお知らせいたします。 

 

■2022 年 3 月に発売された『Relayer（リレイヤー）』に新規要素を追加したパワーアップ版

『Relayer Advanced』が、Steam とＧＯＧにて配信！ 

 2022 年 3 月 24 日に発売された『Ｒｅｌａｙｅｒ（リレイヤー）』が、より遊びやすく進化して『Ｒｅｌａｙｅｒ Ａｄｖａｎ

ｃｅｄ』となり、ＳｔｅａｍとＧＯＧで配信決定！ 『Ｒｅｌａｙｅｒ Ａｄｖａｎｃｅｄ』は、『Ｒｅｌａｙｅｒ』にさまざまな新要素を

追加したパワーアップ版。敵からの狙われやすさを数値化した「ヘイト」、ジョブやキャラクター特有の「スキ

ル」、必殺技の「ビッグバン」など、『Ｒｅｌａｙｅｒ（リレイヤー）』特有の戦略性あふれるバトル体験はそのままに、

『Ｒｅｌａｙｅｒ Ａｄｖａｎｃｅｄ』ではＵＩの進化、新機能の追加、エンドコンテンツの拡充が図られている点が特徴で

す。シミュレーションＲＰＧとして、より遊びやすくなった『Ｒｅｌａｙｅｒ Ａｄｖａｎｃｅｄ』は、『Ｒｅｌａｙｅｒ（リレイヤー）』

を体験したプレイヤーにもお楽しみいただける作品となっております。気になる配信日は、Ｓｔｅａｍ版が 10 月

27 日（木）午前 0 時に、ＧＯＧ版が 11 月 10 日（木）午前０時にリリースとなります。 

 ２つのプラットフォームにて配信される『Ｒｅｌａｙｅｒ Ａｄｖａｎｃｅｄ』に、ぜひご期待ください！ 

  

 

 

 

『Relayer（リレイヤー）』が大きく進化を遂げた 
シミュレーションＲＰＧ『Relayer Advanced』が 

10 月 27 日に Steam で、11 月 10 日にＧＯＧにて配信決定!! 

PRESS RELEASE 



■3 つの新要素で、さらに遊びやすく進化した『Relayer Advanced』!! 

新要素①  戦闘ＵＩの進化 

 フィールドでの戦闘ＵＩをリファインしました。キャラクターおよび武器アイコンの小型化のほか、移動範囲や

攻撃範囲の表示をグリッドマスから「ルミナスライン」へと変更しました。フィールドでの視認性が向上し、快適

なプレイ環境のもとバトルが楽しめるようになっています。なお、グリッドマスとルミナスラインは、オプションに

て切り替え可能です。 

 

＜画像 01＞ 

【アドバンスド】＜画像 02＞ 

↑        切替え可能          ↓ 

【クラシック】＜画像 03＞ 

戦闘 UI の表示はオプションにて『Relayer Advanced』タイプの「アドバンスド」と、『Relayer』タイプの「クラシ

ック」の２つから選択可能。前者はルミナスラインによって移動範囲や攻撃範囲を示すラインがはっきりと判

別可能で、ユーザビリティが高くなっています。後者は従来のグリッドマスで、これまでどおりのプレイ感で楽し



めます。 

 

新要素②  シナリオ回想機能の実装 

 ゲーム本編で流れたアドベンチャーパートを再生する機能を実装しました。DLC 機体である NEXT 機体入

手時のイベントも閲覧可能。誤ってイベントをスキップしてしまった際にも便利な機能となっています。もちろ

ん、これまでの物語を振り返ることもできます。なお、『Relayer Advanced』では、プレイを円滑に進めるため

に『Relayer（リレイヤー）』からシナリオを一部短縮していますが、この回想機能ではシナリオのロングバージョ

ンも閲覧できます。本作におきましてもシナリオの重厚さは失われておりませんので、どうぞご安心ください。 

 

＜画像 04＞ 

 

 

＜画像 05＞                        ＜画像 06＞ 

※シナリオ回想機能は「宇宙科学資料室」→「回想」と進むことで、閲覧できます。 

 

 

新要素③  大型エンドコンテンツの実装 

全 5 ステージで構成される「ワームホールの試練」という高難度ミッションを実装しました。ゲーム本編クリ

ア後に解放されるエンドコンテンツのミッション「アステリズム航海記」よりも、さらに高難度となっています。プ



レイヤーの実力が試されるミッションですが、イージーモードでは容易にクリアできるようバランス調整を行っ

ています。なお、このミッションでは「ファントム」と呼ばれる、テラたちに瓜二つの敵キャラクターが登場。どの

ようなドラマが展開するか注目です！ 

 

＜画像 07＞ 

 

＜画像 08＞                        ＜画像 09＞ 

 

 

 

 



 

＜画像 10＞ 

■テラ（ファントム） 

ワームホールに現れた、ファントムと呼ばれるもう 1 人のテラ。テラと瓜二つだが、目の輝きが失われてお

り、別人であることが分かる。アステリズムに攻撃を仕掛けるなど性格も好戦的に。また、ほかのスターチャイ

ルドにそっくりなファントムの存在も確認されている。はたして、ファントムの目的とは？ 

 

 

■『Relayer Advanced』は、DLC 機体やお買い得なセット商品も充実!! 

『Ｒｅｌａｙｅｒ Ａｄｖａｎｃｅｄ』ではゲーム本編の配信にとどまらず、ＮＥＸＴ機体やサウンドトラックなどバラエテ

ィ豊かなＤＬＣも同日に配信予定。また、ゲーム本編とＤＬＣ機体がセットになった「Ｒｅｌａｙｅｒ Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｅ

ＸＴＲＡ ＰＡＣＫ」のほか、ＤＬＣ機体を９機セットにした「ＮＥＸＴ機体パック」、今後配信予定のＤＬＣ機体が

手に入る「シーズンパス」など、本作のバトルを大いに盛り上げる商品を配信いたします。各商品と収録内容

は以下の通りです。 

 

■Relayer Advanced 

価格  ：6,600 円（税込）／$49.99 

配信日（Steam 版）：10 月 27 日（木）午前 0 時～ 

配信日（GOG 版） ：11 月 10 日（木）午前 0 時～ 

 

■Relayer Advanced NEXT 機体パック 

価格  ：2,000 円（税込）／$14.99 

配信日（Steam 版）：10 月 27 日（木）午前 0 時～ 

配信日（GOG 版） ：11 月 10 日（木）午前 0 時～ 

＜収録内容＞ 



・アストライア NEXT（テラ専用改造機） 

・アマテラス NEXT（サン専用改造機） 

・ハーシェル NEXT（ウラヌス専用改造機） 

・ぺタソス NEXT（マーキュリー専用改造機） 

・ギャラクシースターNEXT（アマノガワ専用改造機） 

・コメット NEXT（ハレー専用改造機） 

・アルジャウザーNEXT（ミンタカ専用改造機） 

・イプシロン NEXT（アルニラム専用改造機） 

・ゼータ NEXT（アルニタク専用改造機） 

 

■Relayer Advanced EXTRA PACK 

価格  ：7,700 円（税込）／$59.99 

配信日（Steam 版）：10 月 27 日（木）午前 0 時～ 

配信日（GOG 版） ：11 月 10 日（木）午前 0 時～ 

＜収録内容＞ 

・Relayer Advanced（ゲーム本編） 

・Relayer Advanced NEXT 機体パック 

 

■Relayer Advanced SEASON PASS 

価格  ：2,000 円（税込）／$14.99 

配信日（Steam 版）：10 月 27 日（木）午前 0 時～ 

配信日（GOG 版） ：11 月 10 日（木）午前 0 時～ 

＜収録内容＞ 

① ネオ・マーズ NEXT（マーズ専用改造機） 

② アマツミカボシ NEXT（ビーナス専用改造機） 

③ セレーネ NEXT（ルナ専用改造機） 

④ フェレトリウス NEXT（ジュピター専用改造機） 

⑤ クアドリガーNEXT（サターン専用改造機） 

⑥ 天武 飛鳥 NEXT（プルート専用改造機） 

⑦ ドッグスターNEXT（ナイル専用改造機） 

⑧ トライデン NEXT（エイト専用改造機） 

※③～⑧は 2022 年 11 月 24 日（木）以降に、入手可能となります。 

 

■Relayer Advanced スピンオフストーリーズ 

価格  ：550 円（税込）／$3.99 

配信日（Steam 版）：10 月 27 日（木）午前 0 時～ 

配信日（GOG 版） ：11 月 10 日（木）午前 0 時～ 

 

■Relayer Advanced Original Sound Track-Into the Lost Code- 

価格  ：500 円（税込）／$3.99 



配信日（Steam 版）：10 月 27 日（木）午前 0 時～ 

配信日（GOG 版） ：11 月 10 日（木）午前 0 時～ 

 

■各種 DLC 機体 

価格  ：各 385 円（税込）／$2.99 

配信日（Steam 版）【①～⑪】  ：10 月 27 日（木）0 時～ 

配信日（GOG 版）【①～⑪】  ：11 月 10 日（木）午前 0 時～ 

配信日（Steam 版および GOG 版）【⑫～⑰】  ：１１月 24 日（木）0 時～ 

① アストライア NEXT（テラ専用改造機） 

② アマテラス NEXT（サン専用改造機） 

③ ハーシェル NEXT（ウラヌス専用改造機） 

④ ぺタソス NEXT（マーキュリー専用改造機） 

⑤ ギャラクシースターNEXT（アマノガワ専用改造機） 

⑥ コメット NEXT（ハレー専用改造機） 

⑦ アルジャウザーNEXT（ミンタカ専用改造機） 

⑧ イプシロン NEXT（アルニラム専用改造機） 

⑨ ゼータ NEXT（アルニタク専用改造機） 

⑩ ネオ・マーズ NEXT（マーズ専用改造機） 

⑪ アマツミカボシ NEXT（ビーナス専用改造機） 

⑫ セレーネ NEXT（ルナ専用改造機） 

⑬ フェレトリウス NEXT（ジュピター専用改造機） 

⑭ クアドリガーNEXT（サターン専用改造機） 

⑮ 天武 飛鳥 NEXT（プルート専用改造機） 

⑯ ドッグスターNEXT（ナイル専用改造機） 

⑰ トライデン NEXT（エイト専用改造機） 

※①～⑨は「Relayer Advanced EXTRA PACK」、「Relayer Advanced NEXT 機体パック」に収録されてい

ます。重複購入にご注意ください。 

※⑩～⑰は「Relayer Advanced SEASON PASS」に収録されています。重複購入にご注意ください。 

 

■ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ版『Ｒｅｌａｙｅｒ（リレイヤー）』を、『Relayer Advanced』と同等にアップデート!! 

現在ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ5、ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ4 向けタイトル『Ｒｅｌａｙｅｒ（リレイヤー）』をお持ちのユーザー様に向け

て、『Ｒｅｌａｙｅｒ Ａｄｖａｎｃｅｄ』と同じ機能が追加される無償大型アップデートを実施いたします。アップデート

については 11 月 18 日に実施を予定していますので、ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ5 およびＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ4 におかれまし

ては、今しばらくお待ちください。 

 

 

 

 

 

 



タイトル名    ：Relayer Advanced（リレイヤーアドバンスド） 

対応ハード   ：Steam / GOG 

発売    ：株式会社ドラガミゲームス 

プロデューサー/ディレクター/原作 ：安田善巳 

ジャンル    ：シミュレーション RPG 

ボイス    ：日本語、英語 

言語     ：日本語、英語、繁体字、韓国語、 

フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語 

公式 HP    ：https://www.relayer.jp/ 

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

 

配信日    ：Steam 版：10 月 27 日（木） 

    ：ＧＯＧ版：11 月 10 日（木） 

価格    ：通常版\6,600（税込）／$49.99 

    ：EXTRA PACK（エクストラパック）\7,700（税込）／$59.99 

    ：NEXT 機体パック\2,000（税込）／$14.99 

：シーズンパス\2,000（税込）／$14.99 

：スピンオフストーリーズ\550（税込）／$3.99 

：オリジナルサウンドトラック\500（税込）／$3.99 

：各種ステラギア NEXT\385（税込）／$2.99 

    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


