
PRESS RELEASE 
【報道関係者各位】                                                 2022年 8月 1日 

株式会社ハピネット 
 

 
 

 
 

 

 

 

株式会社ハピネット（本社：東京都台東区、代表取締役社長：榎本誠一、証券コード：7552）は、おもしろいイン

ディーゲームを世界中からセレクトして発売するゲームレーベル『Happinet Indie Collection』について、2022 年 8 月

6 日（土）～7 日（日）に京都市勧業館「みやこめっせ」で開催される国内最大のインディーゲームの祭典【BitSummit】

に初めてブース出展することをお知らせします。 

また本日より、ハピネットゲームズ公式 Twitter（@happinet_game）にて、Amazon ギフトコードが抽選で当たるフォ

ロー&リツイートキャンペーンを開始します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■各種ゲーム情報やニュースはこちらから！ 

ハピネットゲームズ（Happinet GAMES）公式 Twitter：@happinet_game 

 

■BitSummit にインディゲームレーベル『Happinet Indie Collection』のブースを初出展 

 

 

 

 

 

 

 

国内最大のインディーゲームの祭典【BitSummit】に Happinet 

Indie Collection ブースを初出展、また本日より Amazon ギフト

コードが抽選で当たる Twitter キャンペーンを開始！ 

https://twitter.com/happinet_game
https://twitter.com/happinet_game


 
Happinet Indie Collection のブースでは、2022 年 8 月 25 日（木）に発売を迎える Switch/PS4 用ソフト「ミュータント 

タートルズ：シュレッダーの復讐 スペシャルエディション」（パッケージ版）を中心に、4 タイトルを出展します。 

 

◆BitSummit 公式サイト内『Happinet Indie Collection』タイトルのページ 

https://bitsummit.org/ja/sponsors/happinet/ 

 

また当日は「ミュータント タートルズ：シュレッダーの復讐 スペシャルエディション」の紙製サンバイザーや、その他

ノベルティを配布します。会場にお越しの際は是非 Happinet Indie Collection ブースにお立ち寄りください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『Happinet Indie Collection（ハピネットインディーコレクション）』について 

“おもしろいインディーゲームを世界中からセレクトし、ゲームファンへ新しい体験を提供する”をコンセプトに掲げて

立ち上げたレーベルです。今後、ジャンルは限定せず、クオリティが高く優良なインディータイトルを展開していきま

す。 

 

《出展タイトル一覧》 

 

ミュータント タートルズ：シュレッダーの復讐 スペシャルエディション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1987 年の TV アニメシリーズをベースにしたベルトスクロールアクション。 

タートルズの CV（音声：US 版）は当時のオリジナルキャストで収録！懐かしいアクションでありながらも画期的な

ゲームプレイを特徴とし、お気に入りのタートルズと共に繊細なピクセルアートで描かれる世界で大暴れできます。 

パッケージ版2大特典として、オリジナルサウンドトラックCDと『T.M.N.T』アクリルジオラマスタンドが同梱されます。 

https://bitsummit.org/ja/sponsors/happinet/


 
【商品概要】 

タイトル：ミュータント タートルズ：シュレッダーの復讐 スペシャルエディション 

発売日：2022 年 8 月 25 日（木） 

価格：5,280 円（税込） 

対応機種：Nintendo Switch/PlayStation 4 

ジャンル：ベルトスクロールアクション 

プレイ人数：1 人～6 人 （PS4 の協力プレイの人数は、オフライン最大 4 人、オンライン最大 6 人です） 

CERO：B 

言語：日本語/英語/フランス語/イタリア語/ドイツ語/スペイン語/ブラジルポルトガル語/ロシア語 

コピーライト：© 2022 Viacom Overseas Holdings C.V. All Rights Reserved. Teenage Mutant Ninja Turtles and all 

related titles, logos and characters are trademarks of Viacom Overseas Holdings C.V. Nickelodeon and all related 

titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc. 

© 2022 Dotemu, All rights reserved. Game developed by Tribute Games. Licensed to and Published in Japan by 

HAPPINET CORPORATION. 

公式サイト：https://tmnt-shredders-revenge.happinet-games.com/ 

トレーラー：https://youtu.be/4zqzF6ipuL4 

 

Apopia（アポーピア）：スイート・ナイトメア 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユーモアが散りばめられた物語をベースにダークな要素が絡み合うアドベンチャーゲーム。 

プレイヤーの目的は、主人公の少女マイが家に帰れるように手助けすることです。物語は二つの世界を行き来しな

がら進みます。ファンタジーな世界では、個性豊かな動物たちとユーモアたっぷりな会話やアクション要素を含んだ

謎解きが楽しめます。そしてダークな世界では、心の内面を探り、よりシリアスな謎を解明していきます。 

 

◆Steam 無料体験版のダウンロードはこちら 

◆体験版のストーリーより前の出来事が描かれたアニメーション「Apopia：The Broken Crown」のご視聴はこちら 

 

【商品概要】 

タイトル：Apopia（アポーピア）：スイート・ナイトメア ［英題 Apopia: Sugar Coated Tale］ 

発売日：2023 年夏 

価格：未定 

対応機種：Steam 

ジャンル：謎解きアドベンチャー 

プレイ人数：1 人 

言語：日本語/英語/繁体字/簡体字/フランス語/ドイツ語/スペイン語/ブラジルポルトガル語/ロシア語 

コピーライト： 

© Quillo Entertainment Limited and Licensed to and Published in worldwide by HAPPINET CORPORATION. 

公式サイト：https://apopia.happinet-games.com/ 

トレーラー：https://youtu.be/b0sjbZwqY24 

Steam ストアページ：https://store.steampowered.com/app/1661610/Apopia_Sugar_Coated_Tale/ 

https://tmnt-shredders-revenge.happinet-games.com/
https://youtu.be/4zqzF6ipuL4
https://store.steampowered.com/app/1648210/Apopia_Prologue/
https://youtu.be/cBWsGSKvbbE
https://apopia.happinet-games.com/
https://youtu.be/b0sjbZwqY24
https://store.steampowered.com/app/1661610/Apopia_Sugar_Coated_Tale/


 
AWAY（アウェイ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然界を題材にしたドキュメンタリー番組を模したような、ストーリー主導型のアクションアドベンチャーゲーム。 

プレイヤーは小さなフクロモモンガとなり、さらわれた家族を救う為に広大な自然界を冒険します。また字幕/音声

によるナレーションがフクロモモンガの旅をサポートしてくれます。時には空腹をしのぐ為に食料を探したり、肉食動

物の脅威を乗り越える為に上空を滑空したり、自然災害の中を捕食者から身を隠しながら旅をしていきます。ス

トーリーを辿りながら様々な困難を乗り越え、広大で美しい自然界の中を探索する事が可能です。 

 

【商品概要】 

タイトル：AWAY（アウェイ） 

発売日：2022 年 夏 

価格：通常版 2,178 円（税込）/デジタルデラックス版 3,278 円（税込） 

対応機種：PlayStation 4/PlayStation 5（ダウンロード専用） 

ジャンル：アクションアドベンチャー 

プレイ人数：1 人（オフラインプレイのみ） 

CERO：A 

言語：<字幕対応>日本語/英語/フランス語/イタリア語/ドイツ語/スペイン語/ポルトガル語/ロシア語/繁体中文/

簡体中文/韓国語 <音声対応>英語/フランス語 

コピーライト：©Breaking Walls 2021 ™ AWAY: The Survival Series Licensed to and published in Japan by HAPPINET 

CORPORATION. 

公式サイト：https://awayseries.happinet-games.com/ 

トレーラー：https://youtu.be/-NudfAhmxMw 

 

Fury Unleashed（フューリー アンリーシュド） 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレイヤーがアクションコミック「フューリー アンリーシュド」の主人公フューリーとなり敵と戦う、横スクロールのロー

グライトアクション。主人公であるフューリーは、作者ジョンがスランプに陥り感じた苦悩を体感しながら、コミック世

界を舞台に創造の産物達を蹴散らして突き進みます。また本作は、ガンガン撃ちまくりながら突き進む爽快感のあ

るアクション、ダメージを受けずに敵を倒すと繋がるコンボ、プレイする度に変化する武器や防具などにより、常に

新鮮なプレイフィールを楽しめます。 

 

◆Switch 無料体験版のダウンロードはこちら 

◆PS4 無料体験版のダウンロードはこちら 

https://awayseries.happinet-games.com/
https://youtu.be/-NudfAhmxMw
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000044048.html
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0530-CUSA29667_00-FURYUNLEASHEDJPN/


 
【商品概要】 

タイトル：Fury Unleashed（フューリー アンリーシュド） 

発売日：2021 年 10 月 28 日（木） 

価格：1,628 円（税込） 

対応機種：Nintendo Switch/PlayStation 4（ダウンロード専用） 

ジャンル：ローグライトアクション 

プレイ人数：1～2 人（オンライン/オフライン協力プレイ） 

CERO：C 

言語：日本語/英語/フランス語/ドイツ語/スペイン語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語/繁体中文/簡体中文/

韓国語 

コピーライト： 

© Awesome Games Studio Sp. z o.o. Licensed to and published in Japan by HAPPINET CORPORATION. 

公式サイト：https://furyunleashed.happinet-games.com/ 

トレーラー：https://youtu.be/PyloUkRaEpw 

 

 

《BitSummit 概要》 

日程：2022 年 8 月 6 日(土)～7 日(日) ※6 日（土）はビジネスデイのため、一般の方はご入場出来ません。 

時間：10:00～17:00 

会場：京都市勧業館「みやこめっせ」   

公式サイト： https://bitsummit.org/ja/ 

 

 

■公式 Twitter にて『Happinet Indie Collection BitSummit 初出展記念』キャンペーンを開始 

『Happinet Indie Collection』の BitSummit 初出展を記念し、本日 8 月 1 日（月）よりハピネットゲームズ（Happinet 

GAMES）公式 Twitter にてフォロー＆リツイートキャンペーンをスタートしました。 

ハピネットゲームズ（Happinet GAMES）公式 Twitter をフォローしてキャンペーンツイートをリツイートしていただい

た方の中から、抽選で 5 名様に Amazon ギフトコード 1 万円分をプレゼント！ 

 

応募期間：2022 年 8 月 1 日（月）～8 月 7 日（日）23：59 まで 

詳細は以下のキャンペーンページをご確認下さい。 

キャンペーン詳細：https://happinet-games.com/news/0801twittercp/ 

 

また今後も公式 Twitter では各種キャンペーンを含め、ゲームの様々な情報を発信していきますので是非フォロー 

してください。》》》ハピネットゲームズ（Happinet GAMES）公式 Twitter：@happinet_game 

 

 

 

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。 

 

 

 

 

 

＜報道関係者の方のお問い合わせ先＞ 

株式会社ハピネット ゲームパブリッシング部 宣伝広報担当 

〒111-0043 東京都台東区駒形 1-3-16 駒形プラザビル 3F 

メールアドレス：info-games@hsn.happinet.co.jp 

https://furyunleashed.happinet-games.com/
https://youtu.be/PyloUkRaEpw
https://bitsummit.org/ja/
https://twitter.com/happinet_game
https://twitter.com/happinet_game
https://twitter.com/happinet_game
https://happinet-games.com/news/0801twittercp/
https://twitter.com/happinet_game
mailto:info-games@hsn.happinet.co.jp

