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2004 年 12 月 15 日 

＜ご参考資料＞ 

2004 年 12 月 14 日に北米で発表されたプレスリリースの抄訳です。 

株式会社スクウェア・エニックス 

     

 

 ファイナルファンタジーコンサートツアー 

「Dear Friends ‒ Music from FINAL FANTASY®」 

２００５年２月１９日 シカゴ公演開催  
 

初のゲーム音楽米国公演成功後、ツアー開催決定 

株式会社スクウェア・エニックスのインタラクティブ・エンターテインメント製品の北米における販売を担当している

SQUARE ENIX, INC. (本社：米国ロサンゼルス 社長兼 COO 乙部 一郎) は、２００５年２月１９日オーケストラコン

サートツアー 「Dear Friends ‒ Music from FINAL FANTASY®」の最初の公演がローズモントシアター（イリノイ州ロ

ーズモント）で開催されることを発表致しました。 今コンサートではシカゴランドポップスオーケストラ(Chicagoland 

Pops Orchestra)と CPO フェスティバル合唱団が、ビデオゲームシリーズとして数々の賞を受賞している「ファイナ

ルファンタジー」の楽曲を演奏をし、北米では待望の初ツアー開幕公演となります。  

 

作曲家の植松伸夫氏は、「ロサンゼルス公演で好評を博し、シカゴでもその経験ができるという事に興奮してお

り又光栄に思います。ファイナルファンタジーの音楽、そしてゲームを愛する人達とともに過ごせるひとときを楽しみ

にしています。」と述べています。 

 

「ロサンゼルスでの初の米国コンサートでは、各地から集まってくださったファンの方々に忘れられない音楽を体

験してもらうことが出来ました。そしてさらに、みなさんの声により、この感動的な音楽を北米ツアーとしてより多くの

ファンに届けることができて嬉しく思います。」と、SQUARE ENIX, INC. 社長兼 COO 乙部一郎は述べています。 

 

植松氏は作曲および公演内容のプロデュースをし、シカゴランドポップスの音楽監督兼首席指揮者である Arnie 

Roth が指揮を務めます。このコンサートは、Jason Michael Paul Productions の協力により、シカゴランドポップス

の主催となります。 

 

このコンサートではファンの方々に植松氏に直接会うことが出来るＶＩＰチケットを販売いたします。 

そのＶＩＰチケットを含むすべてのチケットは、会場であるローズモントシアターのチケット売り場、または、

Ticketmaster (３１２－５５９－１２１２) www.ticketmaster.com/venue/32859で取り扱いを行います。
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ファイナルファンタジーのコンサートは、２００２年２月東京国際フォーラムにて、東京フィルハーモニー交響楽団

の演奏、竹本泰蔵氏による指揮の下、開催されました。数日でチケット完売になったこのコンサートは、 

５，０００人の観客数の中、盛況に終わりました。その後、スクウェア・エニックスは、日本国内において６都市７公演

「Tour de Japon」を２００４年３月と４月に開催。２００４年５月１０日には、ロサンゼルスの ウォルトディズニーコンサ

ートホールで初の米国コンサート「DEAR FRIENDS -music from FINAL FANTASY-」（演奏は、ロサンゼルス・フィル

ハーモニックと ロサンゼルス・マスター合唱団）を行い、チケットは３日で完売となりました。今回の北米ツアーは、

ロサンゼルス公演で好評を博した事により、実現されることとなりました。 

 

ゲーム機の高性能化により洗練されたゲーム音楽は、ここ数年で急速に人気を得ています。現在、ゲームの中

の音楽は、ゲームのプレイをより面白くする重要な役割を担っています。まだ成長過程ですが、ゲームサウンドトラ

ックは大きなマーケットで販売され、有名アーティストによるロック、ヒップホップ、テクノ、クラシックなどの楽曲や歌

を取り入れています。 オリジナルのファイナルファンタジーサウンドトラックは、好評を博し、シリーズの主な作曲者

である植松氏は TIME 誌の「Time 100: The Next Wave ‒ Music」という記事において、音楽における「革新者」の内

の一人として紹介されています。スクウェア･エニックスは、ゲーム音楽を音楽業界全体に浸透させていきたいと考

えています。 

 

ファイナルファンタジー について 

ファイナルファンタジーは、大ヒットフランチャイズの一つで、全世界で 6,000 万本以上の売上を記録しています。

ファイナルファンタジーは 1987 年に日本、1990 年に北米で発売されました。シリーズは、様々なプラットフォーム上

で世界中のプレイヤーに向けて RPG の世界観を発信し続けてきました。シリーズ初のオンラインタイトルである「フ

ァイナルファンタジーXI」は、北米・欧州そして日本でサービスを運営中です。数多くのプレイヤーを虜にしたその革

新的なシステム、奥深いストーリーが評価され、北米でも数々の賞に輝きました。 

「ファイナルファンタジーXI」は初のクロスプラットフォームシステム（プレーヤーは PlayStationR2 と Windows パソコ

ンの両方でプレイが可能）を導入し、現在もプレイヤーたちを楽しませてくれています。 

 

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(本社：日本、東京、代表取締役社長 和田 洋一)は、日本、北米、欧州、アジア

において、エンタテインメント・ソフトウェアや出版等のエンタテインメント・コンテンツを開発、発表、販売しています。 

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, Inc.は、米国ロサンゼルス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北米での事業活動を行っています。

Square Enix, Inc.に関する詳細は、http://www.square-enix.com/sei/index.htmをご覧下さい。 
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 “DEAR FRIENDS - MUSIC FROM FINAL FANTASY-” CONCERT SERIES 
TO KICK OFF FEBRUARY 19, 2005, IN CHICAGO  

 
Success of First Stateside FINAL FANTASY Orchestral Performance 

Generates Tour Celebrating Video Game Music  
 

 
LOS ANGELES, Calif., December 14, 2004 – Square Enix, Inc., the publisher of Square Enix™ 

interactive entertainment products in North America, announced today that a FINAL FANTASY® 

symphony concert series will kick off on Saturday, February 19, 2005, at the Rosemont Theatre in 

Rosemont, IL. The concert, to be performed by the Chicagoland Pops Orchestra and the CPO Festival 

Choir, will be the first in a series of long awaited concerts in North America featuring award-winning 

music from Square Enix’s world-renowned FINAL FANTASY video game series. Outstanding graphics 

will tie memorable moments from the video games along with the scores on massive screens during the 

performance.  
 

“After the fantastic support received at the first concert in Los Angeles, I am thrilled and honored to 

extend the experience to Chicago,” said series composer Nobuo Uematsu. “I’m looking forward to sharing 

the moments with those who love the music and games of FINAL FANTASY.” 
 

“The first FINAL FANTASY concert in the U.S. brought fans from far and wide together in Los Angeles 

to share in an unforgettable musical experience,” said Ichiro Otobe, president and COO of Square Enix, 

Inc. “We are pleased to announce that, due to the overwhelmingly positive response, a North American 

tour will soon bring the emotionally moving and powerful scores to fans across the country.” 
 

The 2-hour program produced by Uematsu, will be conducted by Grammy award winning Arnie Roth, 

music director and principal conductor of the Chicagoland Pops. This concert is presented by the orchestra 

in association with Jason Michael Paul Productions. VIP tickets will be available for this performance, 

offering fans a meet and greet opportunity with Uematsu. All tickets including the VIP meet and greet are 

available at the box office, Ticketmaster locations, by credit card at 312-559-1212 or on the internet at 

www.ticketmaster.com/venue/32892. 
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Building upon the success of the 2002 FINAL FANTASY concert held in Japan, Square Enix announced a 

six-city, seven-show tour of Japan titled “Tour de Japon - Music from FINAL FANTASY-,” for 2004. The 

first stateside concert, “Dear Friends -Music from FINAL FANTASY-,” followed on May 10, 2004 at the 

Walt Disney Concert Hall in Los Angeles, CA and sold out in three days. It featured music from Square 

Enix’s world-renowned FINAL FANTASY video game series, performed by the acclaimed Los Angeles 

Philharmonic and the Los Angeles Master Chorale. The positive reception of this performance gave rise to 

the U.S. concert series beginning next year. 

 

Video game music has grown increasingly popular in the last few years. With the technology available in 

today’s gaming consoles, video game music has moved beyond the stereotypical blips and bleeps of its 

predecessors and become far more sophisticated. Music plays an integral role in today’s games, enhancing 

players’ overall experience. While still a growing market, video game soundtracks are now sold in major 

outlets and include a variety of genres such as rock, hip-hop, electronica, classical compositions, and 

songs performed by popular artists. The FINAL FANTASY soundtracks, which are original compositions, 

have grown so popular that Time magazine named series composer Nobuo Uematsu a notable “Innovator” 

in its recent “Time 100: The Next Wave – Music” feature. Square Enix hopes to pioneer awareness and 

appreciation of not only its own musical creations, but also video game music throughout the industry. 

 

About FINAL FANTASY 

FINAL FANTASY is one of the best-selling video game franchises in the world, with more than 60 

million units sold worldwide. Created by Hironobu Sakaguchi, the first FINAL FANTASY was released 

in 1987 in Japan and 1990 in North America. Spanning multiple platforms, the long-running series has 

introduced the world of cinematic role-playing games (RPGs) to millions of gamers around the world. 

FINAL FANTASY XI, the first online title in the series, offers a persistent experience in a brand new 

universe that contains the award-winning visual content, innovative gameplay, and deep storyline that 

have become the series’ hallmark. It is also the first cross-platform and cross-continent massively 

multiplayer online RPG (MMORPG); players from around the globe are connected to the same world 

regardless of whether they are using the PlayStation® 2 computer entertainment system or a personal 

computer. 

 

About the Chicagoland Pops Orchestra 

The Chicagoland Pops is Chicago’s only resident pop orchestra, a professional symphonic ensemble 

presenting an innovative blend of popular music, classical works and a variety of contemporary genres – 

rock, pop and jazz.  The orchestra is made up of the area’s finest musicians.  

- more - 
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About Arnie Roth 

Arnie Roth is a Grammy winning artist known for his work with performers including Diana Ross, 

Charlotte Church, Peter Cetera, Art Garfunkel and Dennis DeYoung.  Roth has conducted the London 

Symphony Orchestra, the National Symphony, the Atlanta Symphony, the Hollywood Bowl Philharmonic, 

the Dallas Symphony, the Houston Symphony, the BBC Symphony and Ravinia Festival Orchestra.  Roth 

has produced dozens of best-selling CDs.  

 

About Square Enix Co., Ltd. and Square Enix, Inc. 

Headquartered in Tokyo, Japan, 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™, 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. 

 

Square Enix, Inc. is a wholly owned subsidiary of Square Enix Co., Ltd. with offices in Los Angeles, CA 

and Seattle, WA. It handles operations in North America, including development, localization, marketing, 

and publishing of Square Enix titles. More information on Square Enix can be found on the Internet at 

http://www.square-enix.com. 
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