
 

2022 年 10 月 21 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）』について、Steam 版および GOG 版の

発売から 7 日間限定で 10％オフで発売することをお知らせいたします。 

 

■Steam 版および GOG 版の『Relayer Advanced』が、発売から 7 日間限定で 10％オフ！ 

ゲーム本編だけでなく DLC などもセール対象に!! 

Steam と GOG での『Relayer Advanced』の発売を記念して、両プラットフォームでの発売日から 7 日間限

定でゲーム本編をはじめとした NEXT 機体、オリジナルサウンドトラック、スピンオフストーリーズなどの DLC を

10％オフで発売いたします。ほかにも、ゲーム本編と NEXT 機体がセットになった「EXTRA PACK」や 9 機の

NEXT 機体がセットになった「NEXT 機体 PACK」、今後配信される NEXT 機体が手に入る「SEASON PASS」

も同様の割引率で発売いたします。セール期間は、Steam 版では 10 月 27 日（木）～11 月 2 日（水）まで。

また、GOG 版では 11 月 10 日（木）～11 月 16 日（水）までとなります。7 日間のセールとはなりますが、こ

の機会に『Relayer Advanced』でスペースオペラをお楽しみください！ 

 

 

 

 

 

 

シミュレーション RPG『Relayer Advanced』が 
発売から 7 日間限定で 10%オフのローンチ割引決定!! 

（Steam / GOG） 

PRESS RELEASE 



【セール期間とセール対象商品の価格】 

■Relayer Advanced 

価格  ：6,600 円（税込）→5,940 円（税込）／$49.99→$44.99 

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）→1,800 円（税込）／$14.99→$13.49 

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）→6,930 円（税込）／$59.99→$53.99 

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）→1,800 円（税込）／$14.99→$13.49 

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）→495 円（税込）／$3.99→$3.59 

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）→450 円（税込）／$3.99→$3.59 

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）→346 円（税込）／$2.99→$2.69 

配信日（Steam 版） ：10 月 27 日（木）0 時～ 

配信日（GOG 版） ：11 月 10 日（木）午前 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） 

※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と⑪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。 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 
 


