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スパイシーソフト株式会社 ニュースリリース 

2013 年 8 月 2 日 

ニンテンドーｅShop「最近売れているソフト」ランキングで 1 位を獲得した人気ゲーム

「チャリ走 DX」、「Bike Rider DX」として南北アメリカ＆欧州＆南アフリカで発売！！ 

スパイシーソフト株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長山田元康、以下スパイシーソフト）はNintendo of America, 

Inc.(Redmond, President & CEO Reginald Fils-Aime)およびNintendo of Europe GmbH (Großostheim, President 

Satoru Shibata)が提供するNintendo eShopにて，『Bike Rider DX』の配信を開始する事を発表いたします。 

「チャリ走 DX」とは！ 

『チャリ走DX』はゲームクリエータ護美童子(株式会社 LIRENEO SOFT代表取締役)が生み出し、

これまでに全世界で累計 2000 万回以上ダウンロードされている横スクロールアクションゲーム

『チャリ走』シリーズの最新作です。 

スマートフォン向けゲームアプリとして 2012 年 3 月にリリースされ、発売から約半年で 100

万ダウンロードを、その後約 3 ヶ月で 6 億プレイを達成しています。 

2012 年 12 月にはニンテンドー3DS 版をニンテンドーeShop で販売開始。 最新の販売数ランキ

ングで数々のビッグタイトルを抑え、1 位にランクインしました。 

製品概要 

販売価格 ： 5,99 USD (アメリカ)  / 5,99 CND (カナダ)  /  75 MXN (メキシコ)  /  13 BRL (ブラジル) 

5,99 EUR (欧州) / TBD (イギリス) / 8,50 CHF (スイス)  /  49 NOK (ノルウェイ)  /  60 SEK  (ス

ウェーデン)  /  45 DKK （デンマーク） /  25 PLN (ポーランド)  /  239 RUB （ロシア） /  149 CZK 

（チェコ） /  70 ZAR （南アフリカ） 

発売日：  アメリカ、カナダ、メキシコ、ブラジル →8月 1 日 

     ヨーロッパ、南アフリカ →8月 15 日 

Nintendo eShop URL： 

http://www.nintendo.co.jp/3ds/eshop/ （日本） 

http://www.nintendo.com/3ds/downloads/ (北米) 

http://www.nintendo.co.uk/Misc-/Nintendo-eShop/3DS/Nintendo-eShop-Download-games-applications-for-Nintendo-3DS--679091.html （欧州） 

http://www.nintendo.co.jp/3ds/eshop/
http://www.nintendo.com/3ds/downloads/
http://www.nintendo.co.uk/Misc-/Nintendo-eShop/3DS/Nintendo-eShop-Download-games-applications-for-Nintendo-3DS--679091.html
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スパイシーソフト株式会社 ニュースリリース 

参考資料 

全世界をチャリで冒険できる「WORLD TOUR」モード 

 

ニューヨーク、ニューデリー、ハワイなど世界の様々な名地をモチーフにした WORLD TOUR モードで 50 の面白いコースが楽しめま

す。数多くの障害物を避けながら竜巻やプロペラーなどのギミックとパワーアップアイテムを使ってコースをクリアするのがゴールで

す。さらに、全てのコースに 3 つのメダルが配置され、メダルを集めることでたくさんのボーナスステージをアンロックすることがで

きます。 

ハイスコアを競う無限走モード「GRAND PRIX」 

GRAND PRIX はランダムで制作されるエンドレスコースで走行距離を

競ってプレイヤーとしての腕を試せるモードです。走れば走るほどチャ

リのスピードが上がって、10000m を超えるとメニュからさらに難易度

の高い HARD モードが選択できるようになります。 

 

※WORLD TOUR や GRAND PRIX のプレイで特定の条件を満たすと

「AWARD」が貰えますので、全てのアワードを集めましょう！ 

日本のニンテンドーｅShop「最近売れているソフト」ランキング 1 位獲得！ 

2012年 12月にはニンテンドー3DS版をニンテンドーeShopで販売開始。 最新の販売数ランキングで数々のビッグタイトルを抑え、

1 位にランクインしました。 

順位 タイトル 順位 タイトル 

１位  チャリ走 DX ６位 とびだせ どうぶつの森 

２位 ルイージマンション 2 ７位  虫けら戦車 

３位 ひつじのショーン 3D 第 1 巻 ８位   スーパーマリオブラザーズ 3 

４位 １０秒走 9 位  ポケモン AR サーチャー 

5 位 SIMPLE DL シリーズ Vol.9 THE 密室からの脱出 テレビ局編 10 位 ぷよぷよ!!ミニバージョン 

 ニンテンドーeShop 最近売れているソフトランキング （2013 年 4 月 12 日時点） 
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スパイシーソフト株式会社 ニュースリリース 

スパイシーソフトについて 

会社名(英文社名) スパイシーソフト株式会社 (Spicysoft Corporation.) 

本社所在地 東京都千代田区九段南 2-7-1 喜京家ビル 

設立 1999 年 11 月 

代表者 代表取締役社長 山田元康 

URL http://www.spicysoft.com/ 

本ニュースリリースに関するお問い合わせ先 

クリエータおよび創作活動の支援、エンターテインメント業界の発展のために、私たちがお役に立てることであれば幅広くご協力さ

せていただきます。個人(ブロガー・学生等)・法人(メディア・出版社・プロダクション・教育機関等)等々、どなたさまでも気軽にご

連絡ください。 

会社名 スパイシーソフト株式会社 広報担当 阪森 

MAIL pr@spicysoft.com 

※ 追加の素材（スクリーンショット、詳細な数値データ等）のご要望、その他ご質問。 

 

※ アプリ★ゲットのランキング情報、レビュー情報などは、インターネット、TV、ラジオ、新聞、雑誌等の提携メディアには、無償

(内容によっては一部有償)でご提供しております。 

 

※ インターネット、モバイル、アプリ、ゲームやマンガに関して、当社代表、役員、アプリ★ゲット編集長へのインタビューもしく

は、講演・スピーチのご協力も可能です。また、学生の方や教育機関への授業・学園祭等への講師派遣・スポンサー等の支援も無償で

お引き受けしております。なお実績は、当社ホームページの「パブリシティー」よりご確認ください。 

 

※ 当社にはクリエータさまの支援をするというミッションがあり、当社メディアで取り上げたもしくは投稿プラットフォームで活躍

されているクリエータさまへの取材・インタビューへのご協力（アポのアレンジやインタビューの代行）もしております。 


