
 

2022 年 11 月 17 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（リレイヤー）』および『Relayer Advanced』について、11 月 24 日（木）に

追加 DLC を発売することをお知らせいたします。 

 

■いよいよステラギア NEXT が全機体出撃！ 待望の DLC 機体 6 機は 11 月 24 日（木）よ

り発売！ 

絶賛発売中のシミュレーション RPG『Relayer（リレイヤー）』と『Relayer Advanced』につきまして、追加 DLC

「セレーネ NEXT」、「フェレトリウス NEXT」、「クアドリガーNEXT」、「天武 飛鳥 NEXT」、「ドッグスターNEXT」、

「トライデン NEXT」の 6 機体を、PS5 版と PS4 版は 2022 年 11 月 24 日（木）午前 0 時より、Steam 版と

GOG 版は 11 月 24 日（木）午後 18 時より発売いたします。「NEXT 機体」とは、高性能なステラギアの進化

機体のこと。ステラギアをフル改造したファイナルフォームを遥かに超える性能を持っています。なお、今回

発売される 6 機体は、購入時点ですべてフルカスタム済みとなっています。 

また、各種DLC には「ルナの戦闘データ＋」、「ジュピターの戦闘データ＋」、「サターンの戦闘データ＋」、

「プルートの戦闘データ＋」、「ナイルの戦闘データ＋」、「エイトの戦闘データ＋」というカスタムチップが、そ

れぞれ付属します。今回の DLC 機体の発売で、ついにステラギア NEXT の機体がすべて揃うことになりま

す。プレイヤー好みのステラギア NEXT 部隊を編成して、リレイヤーとの戦いに、そして高難度のミッションへ

チャレンジしてみてください！ 

 

※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｣
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と選ぶことで使用可能となります。 

 

■価格 

各 385 円(税込) 

※「セレーネ NEXT」「フェレトリウス NEXT」「クアドリガーNEXT」「天武 飛鳥 NEXT」「ドッグスターNEXT」「トラ

イデン NEXT」は、発売中の「リレイヤー シーズンパス 2」（PlayStation5 版 / PlayStation 4 版）、「シーズン

パス」（Steam 版および GOG 版）にも収録されています。重複購入にご注意ください。 

 

■配信日 

PlayStation5 / PlayStation4 版：2022 年 11 月 24 日（木）午前 0 時～ 

Steam 版 / GOG 版：2022 年 11 月 24 日（木）午後 18 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。 

 

【セレーネ NEXT（ルナ専用改造機）】 

 

＜画像 0１＞ 

 

 

＜画像 02＞                        ＜画像 03＞ 



※「セレーネ NEXT」を購入すると、｢ECM＋10％｣と｢リベンジャー(リレイヤーに対してダメージ＋20％)｣の効

果を併せ持ったカスタムチップ｢ルナの戦闘データ＋｣が付属されます。 

 

 

【フェレトリウス NEXT（ジュピター専用改造機）】 

 

＜画像 04＞ 

 

 

＜画像 05＞                        ＜画像 06＞ 

※「フェレトリウス NEXT」購入時に、｢決死の覚悟(残りの HP50％以下の時、与えるダメージが1.1 倍になる)｣

と｢ATK/DEF＋6％｣の２つの効果を持ったカスタムチップ｢ジュピターの戦闘データ＋｣が付属されます。 

 

 

【クアドリガーNEXT（サターン専用改造機）】 



 

＜画像 07＞ 

 

 

＜画像 08＞                        ＜画像 09＞ 

※「クアドリガーNEXT」を購入すると、｢ヒールリンク（回復スキル使用時、追加効果で自身も回復する）｣と

｢根性(1ターン目、自身に特殊状態『スターソウル』を付与する)｣の効果を併せ持ったカスタムチップ｢サター

ンの戦闘データ＋｣が付属されます。 

 

 

【天武 飛鳥 NEXT（プルート専用改造機）】 



 

＜画像 10＞ 

 

 

＜画像 11＞                        ＜画像 12＞ 

※「天武 飛鳥 NEXT」を購入すると、｢被ダメージ 15％減（受けるダメージを 15％カットする）｣と｢最大

HP20％｣の効果を併せ持ったカスタムチップ｢プルートの戦闘データ＋｣が付属されます。 

 

 

【ドッグスターNEXT（ナイル専用改造機）】 



 

＜画像 13＞ 

 

 
＜画像 14＞                        ＜画像 15＞ 

※「ドッグスターNEXT」を購入すると、｢決死の覚悟(残りの HP50％以下の時、与えるダメージが 1.1 倍にな

る)｣と｢CRI＋7％｣の効果を併せ持ったカスタムチップ｢ナイルの戦闘データ＋｣が付属されます。 

 

 

【トライデン NEXT（エイト専用改造機）】 



 

＜画像 16＞ 

 

 

＜画像 17＞                        ＜画像 18＞ 

※「トライデン NEXT」を購入すると、｢バフ効果アップ（バフの効果量が 1 ランクアップする）｣と｢回復スキル効

果アップ小(HP と SP の回復スキル効果＋10％)｣の効果を併せ持ったカスタムチップ｢エイトの戦闘データ

＋｣が付属されます。 

 

 

タイトル名    ：Relayer（リレイヤー） 

対応ハード   ：PlayStation5 / PlayStation4 

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 



 

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。 

 

 

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：発売中 

    ：GOG 版：発売中 

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 

 


