
 
 

報道関係者各位 

2013年 3月 13日 

                                       株式会社スクウェア・エニックス 

ヤフー株式会社 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：和田 洋一、以下スクウェア・エニックス）と、ヤフー株式会社（本

社：東京都港区、代表取締役社長：宮坂 学、以下 Yahoo! JAPAN）は、ディズニーの世界を冒険する人気シリーズ「キングダム ハーツ」の

PCブラウザ向けオンラインゲーム『KINGDOM HEARTS χ [chi] 』（キングダム ハーツ キー、以下『KH χ』）を国内最大級のポータルサイト 

Yahoo! JAPAN が運営するオンラインゲームサービス「Yahoo!ゲーム」にて提供することを決定いたしました。また、正式サービス開始に向けて、

本日よりクローズドβ テストの参加者の募集を開始いたしました。 

 

本作は、今年で 10 周年を迎える「キングダム ハーツ」シリーズにおける初の PC ブラウザ向けオンラインゲームとなります。 

スクウェア・エニックスと Yahoo! JAPAN は、両社連携のもと、「キングダム ハーツ」（以下 KH）シリーズ初の PC ブラウザ向けオン

ラインゲームとなる新作『KH χ』を Yahoo!ゲームにて提供いたします。 

『KH χ 』は、ゲーム専用のソフトウェアのダウンロードやインストールを行う必要がなく、インターネットに接続された PC があれば

どなたでもお楽しみいただくことが可能で、本作により、従来のシリーズファンだけでなく初めて本シリーズに触れられる方など、よ

り多くのお客様へ KHシリーズならではの「ディズニーワールド」をお届けしてまいります。なお、スクウェア・エニックスはゲームの開発、

運営を担当し、Yahoo! JAPAN は、Yahoo! JAPAN ID やオンライン決済機能の提供に加え、Yahoo! JAPAN 上での誘導や

宣伝などのプロモーション活動を行う予定です。この機会に、クローズドβ テストにぜひご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シリーズ初の PC ブラウザ向けオンラインゲームです。主人公は操作するプレイヤー自身で、様々なディズニーのワールドを

ブラウザ上で冒険することができます。ゲーム中に手に入るカードでバトルを戦略的に進めたり、時には友達と協力して敵

に立ち向かったりと、これまでのKHシリーズ作品には無い新感覚なシステムを導入しています。冒険中に手に入るアイテム

のコレクション要素も満載で、長くお楽しみ頂ける作品となっています。 

 

ディズニーとスクウェア・エニックスから生まれ 

今年で１０周年を迎える「キングダム ハーツ」シリーズ初の PC ブラウザ向けオンラインゲーム 

 

KINGDOM HEARTS χ [chi] を、Yahoo!ゲームにて提供、 

クローズドβ テスト参加者募集開始！ 

キングダム     ハーツ     キー 

◆ KINGDOM HEARTS χ [chi] とは？ ◆ 

 

キングダム   ハーツ     キー 

【クローズドβ テスト参加者募集期間】 3 月 13 日（水）15：00 ～3 月 18 日（月）15：00 予定 

【クローズドβ テスト実施期間】 3 月22 日（金）～3 月25 日（月）予定 

また、『KH χ』のクローズドβ テストにご参加いただき、アンケートにご回答いただいたプレイヤーの皆様には、正式サービス

開始時にご利用いただける特典をご用意する予定です。 



しかし、強い光は影を作り闇を生んだ。 

闇は不安や恐怖、欲望を呼び起こす。 

心の奥底に隠れた闇が、混沌として世界へと広がり始める。 

広がる闇を払うため、光を望む者たちはχブレードを模したキーブレードを作り、 

世界を巡る冒険を始めた。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キングダム ハーツならではのディズニーのワールドの探索と爽快バトルに加え、 

レイドボス戦でのフレンド協力バトル、カード収集＆強化で新たな遊びをお楽しみ頂けます。 

 

 

◆プレイヤーキャラクターは独自のアバターを採用！探索するディズニーワールドは、本作オリジナルの背景で！ 

プレイヤーは冒険に出る前に自分だけのアバターを作成可能。男女選択、髪型、肌の色、アクセサリーなど、様々なカス

タマイズをお楽しみ頂けます。デザインはオリジナルのモノから、ディズニーキャラクターのモチーフなどバリエーションも複数ご

用意。冒険に出るディズニーの各ワールドは本作用に新たに描き起こし、よりディズニーの世界を堪能できます。また、マッ

プにはアクション要素やギミックなども加え、探索を戦略的に楽しむことができます！ 

 

◆クリックで簡単アクション！＆クリック連打で簡単バトル！ 

マウスのみで、移動も楽々操作！フィールドギミックも！行き先をクリックするだけでアクロバティックに移動できます。また、

バトルでは敵をクリックすれば、カードデッキを使ったバトルが自動で始まります。敵との連続バトルやフィールド散策でマップ

上のお宝や素材を入手するのも、お手軽にクリックだけでサクサクと楽しめます！ 

 

◆カード集めて技をだそう！フレンドとの協力プレイで、よりレアな報酬も！ 

ワールドの敵を倒し、カードを集めて強くなろう！ワールドに巣食う様々な敵を倒し、「ルクス」を集めることが目的になりま

す。ゲーム内で入手できる「バトルカード」を集めることで様々な技をだせるようになります。さらに、1 日に何度か出現する

レイドボスを仲間と協力して倒そう！所持カードによっては必殺技やアビリティなども発動可能で、活躍したプレイヤーには

特別報酬が貰えます。 

 

◆カード合成＆キーブレード強化 

冒険中に手に入れたカードはデッキに組み込んで、よりバトルが有利になる様に戦略的に使うことができます。慣れていな

いプレイヤーは「おまかせ」ボタンで手軽にデッキを組むことも可能です。不要になったカードを有効活用できる様に、カード

の合成はもちろん、より強いカードに育てる為の強化や進化機能も搭載！また、武器となるキーブレードも各ワールドで

採取できる素材を集めて合成していくことにより、キーブレードの持つアビリティを強化していくことができます！ 

 

この他にも、まだまだ楽しめる要素を盛り込む予定ですので、どうぞご期待下さい！ 

◆ STORY ◆ 

遥かおとぎ話の世界。 

 世界は光で満ちている 

その光は様々な世界を生み、そして包んでいた。 

光の源キングダムハーツ、それを守る鍵χ（キー）ブレード。 

それがある限り、世界は永遠の光の中にあると信じられていた。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『KH χ』クローズドβ テスト参加者、事前登録の募集詳細 

クローズドβ テスト 

参加者（テスター）募集期間 

２０１３年３月１３日（水）１５：００ ～ ３月１８日（月）１５：００ 予定 

※ご応募の際には、Yahoo! JAPAN ID が必要となります。 

※ご応募いただいた中から抽選で、『KH χ』クローズドβ テスト参加への当選メールをお送りさせてい

ただきます。 

※当選者へのメールでのご連絡は、２０１３年３月１９日（火）を予定しております。 

クローズドβ テストサイト http://kh-cbt.square-enix.co.jp/ 

※詳しい応募方法はクローズβ テスト参加者募集サイトでご確認ください。 

クローズドβ テスト期間 ２０１３年３月２２日（金） ～ ３月２５日（月） 終了予定 

クローズドβ テスト参加特典 正式サービス開始時にご利用いただける特典をご用意する予定です。 

・エーテル×5 （ボスと戦う際に必要な力を回復できます） 

・ポーション×5 （行動力を回復できます） 

・マニー/10000 マニー（ゲーム内でカードの合成などに使用できます） 

・カードドローポイント/2000 ポイント（ゲーム内でカードと交換できるポイントです） 

※クローズドβ テスト参加者向けのアンケートにご回答いただけた参加者に限り、正式サービス開始時

に参加特典が付与されます。 

※特典内容は、予告なく変更される場合があります。 

推奨環境 Internet Explorer8 / Chrome 22 / Firefox 15 / safari5.1 以降 

※Flash Player 10.3 以降がインストールされている必要があります。 

※推奨環境ブラウザは、動作を保証するものではありません。 

注意事項 ※『KH χ 』クローズドβ テスト終了後、データはリセットされます。 

※『KH χ 』クローズドβ テストは、サーバーの負荷テストやお客さまのご感想をお聞きすることを目的と

しているため、人数を限定しての実施とさせていただきます。 

※負荷テストの影響により一時的にログインができない状態になることなども予想されます。 

 

※画面はすべて開発中のものです。 

http://kh-cbt.square-enix.co.jp/


【 商品概要 】 

◆タイトル名 ： KINGDOM HEARTS χ [chi] （キングダム ハーツ キー） 

◆ジャンル ： PC ブラウザ向けオンラインゲーム 

◆利用料金 ： アイテム課金制、基本プレイ料金無料（※「クローズドβ テスト」期間中は無料） 

◆開発・運営 ： 株式会社スクウェア・エニックス 

◆プロモーション ： 株式会社スクウェア・エニックス、ヤフー株式会社 

◆コピーライト ： ©Disney Developed by SQUARE ENIX 

◆推奨環境： Internet Explorer8 / Chrome 22 / Firefox 15 / safari5.1 以降 

         ※Flash Player 10.3 以降がインストールされている必要があります。 

         ※推奨環境は、動作を保証するものではありません。 

 

◆ 「キングダム ハーツ」シリーズ について ◆ 

「キングダム ハーツ」シリーズは、ディズニーとスクウェア・エニックスから生まれたロールプレイングゲームです。2002 年 3 月に第 1

作目「KINGDOM HEARTS」（対応機種：プレイステーション 2）を発売して以来、これまでに 6 作品を発売し、2012 年 3 月で

10 周年を迎え、全世界で累計 1,800 万本以上を出荷する人気シリーズとなっています。 

「キングダム ハーツ」シリーズ公式サイト： http://www.square-enix.co.jp/kingdom/ 

「キングダム ハーツ」シリーズ公式ツイッター： http://twitter.com/_KINGDOMHEARTS 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

【ご参考】 

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コンテンツ／サービスのヒット作品を生み続けるリーデ

ィングカンパニーです。当社グループの自社 IP の代表作には「ドラゴンクエスト」シリーズ（パッケージゲーム累計出荷本数 6,100 万本以上）、

「ファイナルファンタジー」シリーズ（同１億本以上）、「トゥームレイダー」シリーズ（同 3,500万本以上）、「スペースインベーダー」シリーズなどがあり

ます。（http://www.jp.square-enix.com） 

 

■スクウェア・エニックスと Yahoo! JAPAN の取り組みについて 
スクウェア・エニックスと Yahoo! JAPAN は、両社の協力のもと、2010 年 8 月に第一弾となるタイトル『戦国 IXA』を「Yahoo!ゲー
ム」上で開始しました。その後、2011 年 12 月にはインターネットゲーム事業における業務提携を締結、第 2 弾タイトルとして『モ
ンスタードラゴン』、2012年 4月には初のスマートフォン専用ゲーム『戦国 IXA千万の覇者』の提供を開始、同年 10月にはオン
ラインゲーム第 3 弾『クリスタル◆コンクエスト』、2013 年 2 月に『BRAVELY DEFAULT PRAYING BRAGE（ブレイブリーデフォル
ト プレイングブレージュ）』を公開し、多くの方にご好評を頂いています。 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

※SQUARE ENIXおよびSQUARE ENIXロゴ、ドラゴンクエスト／DRAGON QUEST、ファイナルファンタジー／FINAL FANTASY、トゥームレイダー／TOMB 

RAIDER、スペースインベーダー／SPACE INVADERS、クリスタルコンクエスト／CRYSTAL CONQUEST、戦国IXA、千万の覇者、ブレイブリーデフォルト／

BRAVELY DEFAULT、モンスタードラゴン／MONSTER DRAGON、その他の社名、商品名は、日本およびその他の国におけるスクウェア・エニックス・グループの

商標または登録商標です。 

※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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.square-enix.co.jp/kingdom/
http://twitter.com/_KINGDOMHEARTS
http://www.jp.square-enix.com/

