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＜ご参考資料＞ 

＊ 2004年9月16日に欧州で発表されたプレスリリース(別添)の抄訳です。 

 

株式会社スクウェア・エニックス 

 

FINAL FANTASY® XIー欧州版、本日発売開始 

 
 

 
   SQUARE ENIX LTD.（本社：英国ロンドン、社長兼CEO：山本純）は本日、PlayOnlineタイトル

FINAL FANTASY XIのウィンドウズ用・欧州版を発売開始することを発表いたしました。FINAL FANTASY 

XIは、世界的に有名なFINAL FANTASY」シリーズ初のオンライン・タイトルです。 FINAL FANTASY XI

は、最初の複数プラットフォーム対応・多国籍MMORPGであり、プラットフォームや地域にとらわれ

ず、ゲーマーが同じ世界に接続することを可能にいたします。 

 

これは、50万人以上の登録会員と120万アクティブ・キャラクターのオンライン・コミュニテ

ィを誇るFINAL FANTASY XIが、北米や日本でいかに成功を収めてきたかを欧州のゲーマーが実際に

経験できるまさに最初の機会となります。SQUARE ENIX LTD.の社長兼CEOである山本純は「私共の市

場でFINAL FANTASY XIの最新版を発売できるのは喜ばしいことです。このタイトルはますます威力

を増し、今や全ての新しいコミュニティのプレーヤーがヴァナ･ディールでの冒険を共有することが

できるでしょう。」と述べています。 

 

 
FINAL FANTASY XIについて 

 

FINAL FANTASY XIは、スクウェア･エニックスが長年にわたってゲームコンソールにもたらしてき

た豊かなゲーム経験をPCオーナーに提供します。 SQUARE ENIX LTD.によって発売されるFINAL 

FANTASY XIには、先に発売された「ジラートの幻影」と新しい「プロマシアの呪縛」の拡張パック

はもちろん、FINAL FANTASY Ⅸから採った人気ミニゲームTetra Masterが含まれています。 

 

FINAL FANTASY XIでは、プレーヤーはヴァナディールの世界における広大な環境でいつもの冒険

をこなします。そこには100以上の探検エリアがあり、山、森、氷河、砂漠、大洋、川、城、そして

ダンジョンがあります。 プレーヤーはチョコボ、連絡船、飛空艇などの交通手段を用いて、エリ

アを旅します。時間と天候の変化があり、昼夜、照りつける太陽、濃霧、嵐から豪雪まであります。

ヴァナ･ディールの持続する世界は、産業と権力で知られるバストゥーク共和国、要塞内の伝説の都

市サンドリア王国、知識の果実の上に築かれたウィンダス連邦などのユニークな国々で構成されて

います。 

これらの国々が表面上は友好的な関係にある一方、リーダーたちは当然のごとくつねに領土拡張大

をもくろみ、対立傾向が潜在しています。プレーヤーはそれぞれ、これらの国の中から母国として



一国を選び、自国の利益のみならず、ヴァナ･ディールの過去・現在・未来を明らかにするためにク

エストやミッションを遂行することになります。  

 

 プレーヤーは様々な種族、顔の特徴や髪型を選んでヴァナ･ディールの世界に存在する自身の分身

を 

創造することができます。 ゲーマーは自分のペースで遊ぶことができるほか、FINAL FANTASY XI

に組み込まれた簡便なチャットやメッセージ･システムなどの様々なコミュニケーション・ツールを

活用してパーティーを形成することが可能です。プレーヤーは、国家の栄光のための戦闘だけでな

く、錬金術、皮細工、金属工芸、漁業などの非戦闘能力が含まれる広大なオリジナル・ストーリー

に没頭することでしょう。プレーヤーは単独でゲームを始めますが、ゲームが進行するにつれ、パ

ーティーに参加することの利点と楽しみを発見するでしょう。ゲーマーがヴァナ･ディールの世界の

新しい運命を生み出すことになるので、他のキャラクターや環境とのコミュニケーションや相互関

係が重要となります。 

 

 
FINAL FANTASY XIシステム条件について 

 

 FINAL FANTASY XIに必要なPCのシステム条件は以下の通りです。 

Windwos98/98SE/Me/2000/XP、Intel® Pentium® III 800Mhz以上、123MB RAM、7.5GBのハードディス

ク空容量、 DirectX® 8.1、DirectX® 8.1互換サウンド・カード、CD-ROMドライブ、キーボード、マ

ウス、56K以上の通信環境、および32MB RAM搭載NVIDIA® GeForce™ ビデオ・カードまたはATI®RADEON™  

9000シリーズ・グラフィックス・カード（AGP）。  

ゲーム画面上のテキストは英語で表示されますが、カスタマー・サポート（24時間のゲーム内サポ

ート含む）は、英語、仏語および独語で提供されます。 

 

 

価格・支払いについて 

 

欧州版パッケージは7枚のCD-ROMで構成されており、価格はおよそ50ユーロとなっております。購

入者は、30日間無料でアクセスできます。インターネット･サービス・プロバイダー接続料金とは関

係なく、無料お試し期間はプレーヤーが最初にコンテンツIDかキャラクターを作成した日から始ま

ります。 また無料お試し期間中はコンテンツIDを無料で追加することが可能です。30日経過後は、

プレーヤーはUS$12.95の月額会費を払うことにより、1キャラクターで、FINAL FANTASY XIを継続し

てプレーすることができます。15キャラクターまで追加可能で、1キャラクター追加ごとに毎月

US$1.00が課金されます。 

同梱されているTetra Masterは、FINAL FANTASY IXから採った人気ミニゲームのオンライン版で、

月額US$1.00で利用可能です。 

月々の使用料は、ヴィザまたはマスターカードのマークの付いたクレジットカード、デビットカ

ード、またはプリペイドカードでお支払いいただくことになります。 

上記価格、料金は税込みとなっております。 

 

 

PlayOnlineについて 

 

 FINAL FANTASY XIは、PCからブロードバンドやダイアル･アップ経由でインターネットに接続して

プレーするマルチプレーヤー・オンライン・ゲームです。プレーヤーはインターネットに接続して、



PlayOnlineでの登録を行う必要があります。PlayOnlineは、スクウェア･エニックス独自のネットワ

ーク・サービスで、オンライン･ゲーム、オンライン・エンターテイメント、コミュニケーションを

含む広範なサービスとエンタテインメントを提供しております。  

PlayOnline™ は、FINAL FANTASY XIの世界へのポータルとしてのサービスだけではなく、Eメール、

メッセージ、「フレンド リスト」ゲーム・サポート、ダウンロード可能なファイル、オーディオ･

ビジュアル・カスタマイズ等のコミュニケーション・ツールを含むその他のアプリケーションへのゲートウェ

イとなります。プレーヤーはそれぞれPlayOnline IDや、PlayOnlineネットワーク上どこにいても他のプ

レーヤーとのコミュニケーションを可能にする‘ハンドル’を作成することが可能です。これらのPlayOnline

の基本サービスは無料です。 

PlayOnline、FINAL FANTASY XI、および Tetra Masterに関する詳細は、PlayOnline公式ウェ

ブサイトhttp://www.playonline.com. をご覧下さい。 

 

スクウェア・エニックスは、Sony Pictures Digital のオンラインゲーム部門である Sony 

Online Entertainment Inc. (SOE)と提携し、FINAL FANTASY XI および PlayOnline のゲー

ム内サポートや電話によるカスタマーサービスを行っております。Ubisoft Entertainment

が流通を担当しております。 

 

  

株式会社スクウェア･エニックスについて 

 

株式会社スクウェア・エニックスは、エンタテインメント分野において、創造的かつ革新的なデジタルコン

テンツのヒット作を生み続けるリーディングカンパニーです。代表作「ドラゴンクエスト」シリーズはこれまで

に 3,500 万本以上、「ファイナルファンタジー」シリーズは 6,000 万本以上の世界出荷を記録しています。ス

クウェア・エニックスに関する詳細は、http://www.square-enix.co.jp/ をご覧下さい。 

 

Square Enix Ltd.は、英国ロンドンを拠点とするスクウェア・エニックスの 100%子会社

として、スクウェア･エニックス・タイトルのローカライズ、マーケティングおよび販売を

始めとする欧州での事業活動を行っています。Square Enix Ltd.に関する詳細は、
http://www.square-enix-europe.com/をご覧下さい。 
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FINAL FANTASY® XI EUROPEAN VERSION IS LAUNCHED TODAY! 
 
 

Square Enix launches their highly acclaimed MMORPG to a new audience 
 
 
LONDON (September 16, 2004) – Square Enix, Ltd. today announced that the European version 

of their PlayOnline™ title, FINAL FANTASY® XI for Windows® - the first online title in the 

world-renowned series - would be released today. The first cross-platform, cross-continent 

massively multiplayer online role-playing game (MMORPG), FINAL FANTASY® XI allows 

gamers to connect to the same world regardless of platform or location. For the very first time 

European gamers will be given the opportunity to experience for themselves exactly what has 

made the title so successful in North America and Japan, boasting an online community of over 

500,000 registered users and 1.2 million active characters. “We’re delighted to launch the latest 

version of FINAL FANTASY® XI in our market,” said John Yamamoto, President and CEO of 

Square Enix Ltd. “The title has gone from strength to strength, and now a whole new community of 

players will be able to share the adventure in Vana’diel®.”  

 

 

About FINAL FANTASY® XI 

FINAL FANTASY®XI gives PC owners the rich gaming experience that Square Enix has been 

bringing to game consoles for years.  Published by Square Enix Ltd., FINAL FANTASY®XI will 

include both the previously released Rise of the Zilart™ and the new Chains of Promathia™ 

expansion packs, as well as Tetra Master®, the wildly popular and addictive mini-game from 

FINAL FANTASY®IX.  

 

In FINAL FANTASY®XI, players will undertake multiple adventures through vast environments 

in the world of Vana’diel®, which has more than 100 areas to explore, including mountains, 

forests, glaciers, deserts, oceans, rivers, castles and dungeons. Players travel through these areas 

using various modes of transportation including chocobos, ferries and airships.  Incorporating 



time and climate changes, ranging from daytime to evening, blazing sunshine to dense fog and 

thunderstorms to heavy snow, Vana’diel®’s persistent world is comprised of unique nations: the 

Republic of Bastok, known for industry and might; the Kingdom of San d’Oria, a proverbial city 

within a fortress, and the Federation of Windurst, founded on the fruits of knowledge. While 

these nations enjoy a friendly relationship on the surface, territorial expansion is a constant and 

natural desire for their leaders, causing an underlying antagonistic tone.  Players must choose one 

of these nations as their home and carry out quests and missions not only to benefit their nation 

but also uncover the past, present and future of Vana’diel®. 

 

The game allows players to create an alter ego who will exist in the world of Vana’diel®, 

choosing from a variety of races, facial features and hairstyles.  Gamers can play at their own 

pace and form parties by utilising the various communication tools that have been incorporated 

into FINAL FANTASY® XI, including easy-to-use chat and messaging systems.  Players will 

become immersed in an expansive, original story that not only includes fighting for the glory of 

their nation, but also non-battle-related skills such as alchemy, leathercraft, goldsmithing and 

fishing.  While players may start out on their own, as they advance, they will realise the 

advantages and enjoyment found in joining parties. Communication and interaction with other 

characters and the environment are key as gamers create a new fate for the world of Vana’diel®. 

For more information on FINAL FANTASY® XI, please visit www.playonline.com. 

 

FINAL FANTASY® XI System Requirements 

The system requirements for FINAL FANTASY®XI for the PC are as follows:  Windows® 98/98 

SE/Me/2000/XP, Intel® Pentium® III 800Mhz or higher, 128MB RAM, 7.5GB hard disk drive 

space, DirectX® 8.1, DirectX® 8.1-compatible sound card, CD-ROM drive, keyboard, mouse, 

56K or faster connection, and NVIDIA® GeForce™ video card with 32MB of RAM or 

ATI®RADEON™ 9000 series graphics card (AGP).  The game’s screen text is English, with full 

customer support (including the 24-hour in-game support) in English, French and German.  

 

Pricing and Payment 

The European retail package will consist of 7 CD-ROMs and is priced at around 50 Euros. 

Subscribers will receive their first 30 days of access without charge. Aside from Internet service 

provider access charges, the free trial period will begin on the date players create their first 

Content ID or character. Any additional Content IDs purchased are also available without charge 

until the end of the free trial period. After 30 days, players can continue to play FINAL 



FANTASY®XI by paying a monthly fee of $12.95 (USD) for one FINAL FANTASY®XI 

character and can create up to 15 additional characters for an additional charge of $1.00 (USD) 

per character, per month.  

 

Tetra Master®, the online version of the wildly popular and addictive mini-game from FINAL 

FANTASY® IX, is also included in the package and is available for $1.00 (USD) per month.   

Payment for all monthly access charges must be made by a credit, debit or prepaid card with the 

Visa or MasterCard logo. 

The above prices and fees include applicable taxes. 

 

About PlayOnline™ 

FINAL FANTASY®XI is a multiplayer online game which is played over the Internet via a 

broadband or dial-up connection on the PC. Players are required to have an Internet connection 

and register via PlayOnline™, a network service created by Square Enix, which provides a wide 

range of services and entertainment including online games, online entertainment and 

communication.  PlayOnline™ not only serves as a portal to the world of FINAL FANTASY®XI, 

but it is also a gateway to several other applications including communication tools such as email, 

messaging, a “Friend List,” games support, downloadable files and audiovisual customisation.  

Players create personalised PlayOnline™ identities or “handles” that allow other players to 

communicate with them, no matter where they are on the PlayOnline™ network.  These basic 

services on the PlayOnline™ network are free of charge.  For more information on PlayOnline™, 

FINAL FANTASY®XI and Tetra Master®, please visit the official PlayOnline™ web site at 

http://www.playonline.com. 

 

 

Square Enix has partnered with Sony Online Entertainment Inc. (SOE), the online gaming 

division of Sony Pictures Digital, to provide in-game support and customer service by phone for 

FINAL FANTASY®XI as well as PlayOnline™. Ubisoft Entertainment will handle distribution.  

 

About Square Enix  

With its headquarters in Tokyo, Square Enix Co., Ltd. (Square Enix) develops, publishes and 

distributes entertainment content including interactive entertainment software and publications in 

Japan, North America, Europe and Asia.  Square Enix brings two of Japan’s best-selling 

franchises – FINAL FANTASY®, which has sold over 60 million units worldwide and DRAGON 



QUEST (DRAGON WARRIOR™ in Europe) which has sold over 35 million units worldwide – 

under one roof.  Square Enix is one of the most influential providers of digital entertainment 

content in the world and continues to push the boundaries of creativity and innovation.  More 

information on Square Enix can be found on the Internet at http://www.square-enix.co.jp. 

 

Square Enix Ltd. is a 100% subsidiary of Square Enix and is based in London, England. It 

handles operations in Europe, including localisation, marketing and publishing of Square Enix 

titles. More information on Square Enix Ltd. can be found online at www.square-enix-

europe.com. 
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