ニュースリリース

平成 30 年 4 月 19 日
株式会社プリズムプラス
代表取締役 弥谷陽史
PlayStation® 4・PlayStation® VR 向け
「Rooms: The Unsolvable Puzzle」
韓国版を正式発売開始！
株式会社プリズムプラス（本社：東京都中野区、代表取締役社長：弥谷陽史）は、
PlayStation® 4, PlayStation® VR 用ソフト「Rooms: The Unsolvable Puzzle」韓国版を、
本日 2018 年 4 月 19 日（木）、正式に発売を開始したことをお知らせいたします。

オフィシャルプロモーションムービー https://youtu.be/QxTrZTYxswQ
■商品概要
タイトル：Rooms: The Unsolvable Puzzle
対応：PlayStation® 4, PlayStation® VR（ダウンロード版）
ジャンル：パズルゲーム
価格：17,000KRW
発売日：2018 年 4 月 19 日（木）
ゲームのご購入はこちら:
https://store.playstation.com/ko-kr/resolve/JP4335-CUSA11308_00-ASIA00000000
0000
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■「Rooms: The Unsolvable Puzzle」とは
インディペンデント・ゲームス・フェスティバルの最終ノミネート作品にもなった、
「Rooms」シリーズの最新作です。

＜Rooms シリーズの受賞実績＞
・2006 年「KOREAN INDIE GAMES FESTIVAL」
：GRAND PRIZE
・2007 年「INDEPENDENT GAMES FESTIVAL」
：STUDENT FINALIST
・2014 年「INDIE STREAM AWARD」
：BEST OF ART
・2015 年「KOREA GAMES AWARD」
：INDEPENDENT GAME AWARD
・2015 年「KOREA GAMES AWARD」
：PC/CONSOLE GAME AWARD

■ストーリーとゲーム内容
アンティーク調の邸宅に閉じ込められた少女「アン」が、数々の部屋のパズルを解い
ていくミステリアスな物語となっています。

プレイヤーはアンを操作して、パズルのように動く部屋を移動させ、その中を進みな
がら隠された謎を解いていきます。
幻想的な世界観と、独特なプレイ感覚をぜひお楽しみください。
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■ゲーム内容に関するお問い合わせ
株式会社プリズムプラス：http://prismplus.jp/
担当：企画営業部 塩谷/蒔田
Tel: (+81)03-6276-3191 Fax: (+81)03-6276-3192 Email: info@prismplus.jp
※お問い合わせは、韓国語・英語・日本語にてお願い致します。
・プリズムプラス公式 Twitter：https://twitter.com/prismplus_JP
・プリズムプラス公式 Facebook：https://www.facebook.com/prismplusgames/
・プリズムプラス公式 YouTube：
https://www.youtube.com/channel/UCBufg0p8bu-R0-5ynPaPVzg
©2018 HandMade Game. Published by PrismPlus Co.,Ltd.
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PlayStation® 4・PlayStation® VR
「Rooms: The Unsolvable Puzzle」
한글판 정식 발매
주식회사

프리즘플러스(소재지:동경

나카노구,

대표이사:야타니

하루후미)는

PlayStation® 4, PlayStation® VR 용 게임소프트 「Rooms: The Unsolvable Puzzle」
한글판을
2018 년 4 월 19 일(목)에 정식발매한다고 발표하였습니다.
공식 프로모션무비 https://youtu.be/QxTrZTYxswQ
■상품개요
타이틀：Rooms: The Unsolvable Puzzle
플랫폼 PlayStation® 4, PlayStation® VR（다운로드 전용）
장르:퍼즐
가격:17,000 원
발매일:2018 년 4 월 19 일(목)
게임 구매 링크
https://store.playstation.com/ko-kr/resolve/JP4335-CUSA11308_00-ASIA00000000
0000
■Rooms: The Unsolvable Puzzle」에 대하여
인디펜던스게임패스티벌 최종 후보 선발 및 각종 수상경력에 빛나는 「Rooms」
시리즈의 최신작입니다.
＜Rooms 시리즈 수상경력＞
・2006 년「KOREAN INDIE GAMES FESTIVAL」
：GRAND PRIZE
・2007 년「INDEPENDENT GAMES FESTIVAL」
：STUDENT FINALIST
・2014 년「INDIE STREAM AWARD」
：BEST OF ART
・2015 년「KOREA GAMES AWARD」
：INDEPENDENT GAME AWARD
・2015 년「KOREA GAMES AWARD」
：PC/CONSOLE GAME AWARD
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■게임내용
고풍스러운 저택에 갖혀버린 소녀「앤」이 수많은 방에 설치된 퍼즐을 풀어나가는
신비로운 이야기입니다.
플레이어는 앤을 조작하여, 퍼즐처럼 작동하는 방을 움직여 출구를 찾고 저택에
숨겨진 수수깨끼를 풀어나갑니다. 환상적인 세계관과 독특한 게임플레이를 즐기실
수 있습니다.
■게임에 관한 문의
주식회사 프리즘플러스 http://prismplus.jp/
담당：기획영업부 시오야/마키타
Tel: (+81)03-6276-3191 Fax: (+81)03-6276-3192 Email: info@prismplus.jp
※문의는 한국어, 일본어, 영어로 부탁드립니다.
・프리즘플러스 Twitter：https://twitter.com/prismplus_JP
・프리즘플러스 Facebook：https://www.facebook.com/prismplusgames/
・프리즘플러스 YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCBufg0p8bu-R0-5ynPaPVzg
©2018 HandMade Game. Published by PrismPlus Co.,Ltd.

