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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：松田 洋祐、以下ス
クウェア・エニックス）は、ディズニーの世界を冒険する「キングダム ハーツ」シリーズの最新
作として、キングダム ハーツII などのHD版、「キングダム ハーツ -HD 2.5 リミックス-」の発
売日および価格を決定いたしました。 
 

「キングダム ハーツ -HD 2.5 リミックス-」 
発売日：2014年10月2日（木）予定 

希望小売価格：6,648円 +税 
 
 第 1 作目の発売から約 10 年以上ものあいだ絶え間なく続く物語が、今なお多くの熱狂的な支
持を集めるこの一大シリーズは、次回作である続編「キングダム ハーツ III」で一つの章がクライ
マックスを迎えます。そこに至るまでの壮大な物語を、より美しく、さらに統一したハードでお
楽しみ頂けるよう、シリーズ第 1 作目を含む 3 作品を HD 化し収録した「キングダム ハーツ -HD 
1.5 リミックス-」を 2013 年 3 月に発売いたしました。 

 
そして 2 つめの HD 化作品となる本作「キングダム ハーツ -HD 2.5 リミックス-」では、シリ

ーズを語る上で欠かせない「キングダム ハーツ II」、それに連なる物語「キングダム ハーツ Re:
コーデッド」、さらにシリーズの起源が描かれた「キングダム ハーツ バース バイ スリープ」の
3 作品を一挙にお楽しみ頂けます。 

 
 既にシリーズを遊んでいる方へは物語の振り返りをHDクオリティで、新たにシリーズを遊んで
頂く方へは統一ハードで高画質の本作をお楽しみください。 
 

＜商品概要＞ 

タ イ ト ル 
：KINGDOM HEARTS -HD 2.5 ReMIX- 

（キングダム ハーツ -HD 2.5 リミックス-） 

対 応 機 種 ：プレイステーション®3 

ジ ャ ン ル ：RPG 

発 売 日 ：2014 年 10 月 2 日（木）発売予定 

希 望 小 売 価 格 
「キングダム ハーツ -HD 2.5 リミックス-」 6,648円+税 
「キングダム ハーツ スターターパック -HD 1.5+2.5 リミックス-」 9,800円+税 
「キングダム ハーツ コレクターズパック -HD 1.5+2.5 リミックス-」 14,000 円+税 

年齢別レーティング 
（ C E R O ） ：審査予定 

権 利 表 記 ：©Disney Developed by SQUARE ENIX 

公 式 サ イ ト http://www.square-enix.co.jp/kingdom/khhd2/ 

＜限定封入特典＞ 
PCブラウザゲーム「キングダム ハーツ χ[chi]」で使用できるアイテムセット 
「アニバーサリーセット」のシリアルコード 

「キングダム ハーツ III」へと繋がる3作品を収録 

キングダム ハーツ -HD 2.5 リミックス- 
発売日、価格決定＆最新トレーラー公開！ 

http://www.square-enix.co.jp/kingdom/khhd2/


 

 

■「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「キングダム ハーツ」（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 8 作品（ファイナルミックス版なども含めると 13 作品）
を発表し、2012 年 3 月で 10 周年を迎え、全世界で累計 2,000 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 
 
■「キングダム ハーツ」シリーズ第1作目からまとめて6タイトルを遊べるスペシャルなセット 
新たに「キングダム ハーツ」シリーズを遊んで頂く方などに向けて、前作「キングダム ハー

ツ -HD 1.5 リミックス-」と「キングダム ハーツ -HD 2.5 リミックス-」のディスクをセットに
した、お得なパッケージを2種類ご用意いたしました。シリーズ第1作目の「キングダム ハーツ」
から続く計6タイトルがPS3®でお楽しみ頂けます。 
 
◆キングダム ハーツ スターターパック -HD 1.5+2.5 リミックス- 
「キングダム ハーツ -HD 1.5 リミックス-」と「キングダム ハーツ -HD 2.5 リミックス-」のデ
ィスク2枚が特別仕様のパッケージに収められたスペシャルパック。 ※数量限定 
 
◆キングダム ハーツ コレクターズパック -HD 1.5+2.5 リミックス- 
「キングダム ハーツ -HD 1.5 リミックス-」と「キングダム ハーツ -HD 2.5 リミックス-」のデ
ィスク2枚に加え、ゲーム収録楽曲から厳選した楽曲を高音質な状態でお楽しみ頂けるBlu-ray 
Disc Music、さらに本シリーズ歴代のアートなどを収録した小冊子が、特別仕様のパッケージに
収められたスペシャルパック。※スクウェア・エニックス e-STORE専売、数量限定 

 
詳細な仕様は追って公式サイト内で発表いたします。 
公式サイト： http://www.square-enix.co.jp/kingdom/khhd2/ 

 

 

 

 

通常版 

商品名 キングダム ハーツ -HD 2.5 リミックス- 

対応機種 プレイステーション®3 

希望小売価格 6,648 円 +税 

ディスク内 

収録作品 

・キングダム ハーツ II ファイナルミックス 

・キングダム ハーツ バース バイ スリープ ファイナルミックス 

・キングダム ハーツ Re:コーデッド （HD 映像作品） 

【数量限定】 

商品名 キングダム ハーツ スターターパック -HD 2.5 リミックス- 

対応機種 プレイステーション®3 

希望小売価格 9,800 円 +税 

同梱内容 

特別仕様のパッケージ内に 2 枚のディスクが入ったセットパック 

・PS3®「キングダム ハーツ -HD 1.5 リミックス-」 ×1 

・PS3®「キングダム ハーツ -HD 2.5 リミックス-」 ×1 

ディスク内 

収録作品 

「キングダム ハーツ -HD 1.5 リミックス-」ディスク内の収録作品 

・キングダム ハーツ ファイナルミックス 

・キングダム ハーツ Re:チェイン オブ メモリーズ 

・キングダム ハーツ 358/2 Days （HD 映像作品） 

 

「キングダム ハーツ -HD 2.5 リミックス-」ディスク内の収録作品 

・キングダム ハーツ II ファイナルミックス 

・キングダム ハーツ バース バイ スリープ ファイナルミックス 

・キングダム ハーツ Re:コーデッド （HD 映像作品） 

http://www.square-enix.co.jp/kingdom/
http://twitter.com/_KINGDOMHEARTS
http://www.square-enix.co.jp/kingdom/khhd2/


 

 

 

■限定封入特典 

 一部対象商品にはPCブラウザゲーム「キングダム ハーツ χ[chi]」のゲーム内で使用できる、
最上級レアリティのKeyArtカードを含むアイテムセット「アニバーサリーセット」のシリアルコ
ードを封入いたします。セット内容の詳細は追って公式サイト内で発表いたします。 

 

対象商品 

・キングダム ハーツ -HD 2.5 リミックス- の初回生産分 

・キングダム ハーツ スターターパック -HD 1.5+2.5 リミックス- 

・キングダム ハーツ コレクターズパック -HD 1.5+2.5 リミックス- 

 

◆キングダム ハーツ χ[chi] 

「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です。 

 プレイヤーはおなじみのディズニーのワールドを探索してストーリーを進めたり、バトルやフ
ィールド探索でアイテムを集めたりなど、ゆっくりと自分のペースで好きな時にお楽しみ頂けま
す。また、本作で綴られるストーリーは、「キングダム ハーツ」シリーズのストーリーにも繋が
る壮大な物語の一遍となりますので、シリーズファン必見の一作です。 

 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、基本無料でどなたでもお楽しみいただくことが可能です。 

 

キングダム ハーツ χ[chi] はこちらから 

Yahoo!ID をお持ちの方 ⇒ http://kingdomhearts.jp/ 

ハンゲーム ID をお持ちの方 ⇒ http://kingdomhearts.hangame.co.jp/ 

 

■最新トレーラーを公開！ 

本日、発売日の決定を記念して「キングダム ハーツ -HD 2.5 リミックス-」の最新トレーラー

を公開いたしました。HD版への移行にあたりテクスチャの一つ一つを手作業で高解像化するなど、

非常に丁寧に作りこまれた本作のクオリティを、ぜひその目でお確かめください。 

また、映像の最後には「キングダム ハーツIII」の物語に触れるような演出が含まれております。

ぜひ「キングダム ハーツ -HD 2.5 リミックス-」を手にとり、来たるべき物語に備えてください。 

 

KINGDOM HEARTS -HD 2.5 ReMIX- E3 Trailer 

http://youtu.be/UzdPoK94cyc 

【SQUARE ENIX e-STORE 専売商品／数量限定】 

商品名 キングダム ハーツ コレクターズパック -HD 1.5+2.5 リミックス- 

対応機種 プレイステーション®3 

希望小売価格 14,000 円 +税 

同梱内容 

特別仕様のパッケージ内に 2 枚のディスクと Blu-ray Disc、小冊子が入ったセットパ
ック 

・PS3®「キングダム ハーツ -HD 1.5 リミックス-」 ×1 

・PS3®「キングダム ハーツ -HD 2.5 リミックス-」 ×1 

・Blu-ray Disc Music  （収録曲数未定）×1 

・小冊子（シリーズ歴代アート等を収録予定）×1 

ディスク内 

収録作品 

「キングダム ハーツ -HD 1.5 リミックス-」ディスク内の収録作品 

・キングダム ハーツ ファイナルミックス 

・キングダム ハーツ Re:チェイン オブ メモリーズ 

・キングダム ハーツ 358/2 Days （HD 映像作品） 

 

「キングダム ハーツ -HD 2.5 リミックス-」ディスク内の収録作品 

・キングダム ハーツ II ファイナルミックス 

・キングダム ハーツ バース バイ スリープ ファイナルミックス 

・キングダム ハーツ Re:コーデッド （HD 映像作品） 

http://kingdomhearts.jp/
http://kingdomhearts.hangame.co.jp/
http://youtu.be/UzdPoK94cyc


 

 

■キングダム ハーツ -HD 2.5 リミックス- 内容紹介 

 
■キングダム ハーツ II ファイナルミックス 
＜ストーリー＞ 

世界を襲う闇を封じ込めるため、闇の扉の向こうに残った王様とリク。 

彼らとの再会を信じ、ソラ、ドナルド、グーフィーの3人は再び冒険の 

旅に出る。だがその行く先を謎の組織XIII機関が襲うのだった──。 

＜ポイント＞ 

・大ボリュームの物語、多彩なバトル、豊富なサブゲームなど、全ての要素を豪華に詰め込んだ超大作 

・「美女と野獣」や「ライオンキング」、「パイレーツ・オブ・カリビアン」などを含む個性的なディズニー作

品の世界と、総勢100人を超えるディズニーのキャラクターが登場 

・衣装と共に能力が変化する「フォームチェンジ」、ディズニーのキャラクターと共に戦う「連携」、状況に応

じたボタン操作が求められる「リアクションコマンド」など、バトルがより多彩に進化 

＜HD版のポイント＞ 

・多数の追加要素が入った「ファイナルミックス」版をベースに、ボイスを日本語へと変更して収録 

・キャラクター、メニュー、フィールドマップなど全てのテクスチャを高画質化対応 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■キングダム ハーツ バース バイ スリープ ファイナルミックス 
＜ストーリー＞ 

舞台はソラがキーブレードを手にするより以前、優れたキーブレードの 

使い手「キーブレードマスター」を目指して日々修行に励む 

ヴェントゥス、テラ、アクアの 3 人を、老キーブレードマスターの陰謀が襲う。 

＜ポイント＞ 

・3 人の主人公を操作して、物語を 3 つの側面から体験することができる。 

・「シンデレラ」や「白雪姫」、「リロ＆スティッチ」など新たなディズニー作品の世界が多数登場 

・簡単なボタン操作で 100 を超える技が発動できる「デッキコマンド」や、仲間の力をかりる「D-LINK」、敵を

多重ロックオンして猛攻撃できる「シュートロック」など、爽快感あふれるバトルが楽しめる 

＜HD 版のポイント＞ 

・多数の追加要素が入った「ファイナルミックス」版をベースに、ボイスを日本語へと変更して収録 

・キャラクターや背景など一部のモデルをクオリティアップ。さらにキャラクター、メニュー、フィールドマッ

プなど全てのテクスチャを高画質化対応 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
■キングダム ハーツ Re:コーデッド 
＜ストーリー＞ 

「キングダム ハーツ II」の冒険を記録したジミニーメモに、 

書いた覚えのないメッセージを発見した王様たちは、 

ジミニーメモをデータ化し、データ世界のソラに謎の解明を依頼する。 

＜ポイント＞ 

・「キングダム ハーツ II」と「キングダム ハーツ III」を繋ぐ重要な物語の 1 つが描かれる 

＜HD 版のポイント＞ 

・観るだけで物語の全容がわかる HD 映像作品として収録 



 

 

・オリジナル版に収録されていた映像 1 時間分の HD 化のほか、 

 本作で新たに制作した 2 時間分の映像も収録 

・ディズニーの世界の冒険や、バトルシーンの一部が新たに映像化される 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜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6,200万本以上）、「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/） 
 
※「PlayStation」、「PLAYSTATION」、「プレイステーション」および「PS3」は株式会社ソニー・コンピュー
タエンタテインメントの登録商標です。 
※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、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。 
 
 

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

