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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（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、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、今夏正式サービス開始予定の 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 』（のオープンβ テストを本日より開始いたしました。 

 

 

本作は、「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。クローズドβ テストにご参加をいただいた皆様からのご意見をもとに、より快適により楽しくプ

レイしていただける内容となっております。この機会に、オープンβ テストにぜひご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「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 7 作品を発売し、2012 年 3 月で

10 周年を迎え、全世界で累計 1,900 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 

 

ディズニーとスクウェア・エニックスから生まれた 

「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] オープンβ テスト開始！ 
キングダム     ハーツ     キー 

 

『KINGDOM HEARTS χ  [chi]』 オープンβ テスト参加 URL はコチラ！ 

>>> 本日 15 時より開始 <<< 

http://sqex.to/6hu 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆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のワールドは、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、服アイテムなど、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ものから、ディズニーキャラクターのモチーフなどのバリエーションもご用意

する予定です。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簡単！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。敵とのバトルの他にもフィールド散策で

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！ 

 

◆カード集めてド派手な技を繰り出そう！フレンドとの協力プレイで、レイドボスに大ダメージ！ 

本作では、敵を倒すことで得られる光のかけら「ルクス」を集めて、ユーザーが所属する「ユニオン」毎に集めたルクスの数で

勝敗が決まります。より多くの「ルクス」を集めるためにも、まずはワールドの敵を倒し、カードを集めて強くなりましょう。 

入手できる「バトルカード」によっては強力な必殺技やアビリティなども発動可能です。さらに、1 日に何度か出現するレイド

ボスをフレンドと協力して倒せば、沢山の「ルクス」が手に入り、自身が所属する「ユニオン」を勝利へと導くことができます。 

 

◆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！ 

©Disney  ※画面はすべて開発中のものです。 

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。 

 



◆ 『KH χ 』オープンβ テストについて ◆ 
オープンβ テスト 

開始日時 

2013 年 7 月 8 日＇月（ 15：00 ～ 

※ご参加には、Yahoo! JAPAN ID が必要となります。 

 

 

 

オープンβ テスト 

参加 URL 

http://sqex.to/6hu 

クローズドβ テストに参加され、参加者向けのアンケートにご回答頂いた方を対象に、以下の特典アイテムを付与

させて頂きます。 

◆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（ 

 

◆オープンβ テストスタート記念キャンペーン！LV20 到達で限定 R+カードが必ず貰える！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【キャンペーン期間】 

  2013 年 7 月 8 日＇月（～ 2013 年 8 月 1 日＇木（メンテ開始まで 

 

【キャンペーン内容】 

  キャンペーン期間中、アバターの LV が 20 に到達した全員に 

  期間限定の R+カード「ソラ・ブレイブ F Ver.」をもれなくプレゼント致します。 

 

【プレゼント方法】 

  アバターの LV が 20 に到達した時点でプレゼント BOX に配布いたします。 

 

【注意事項】 

  プレゼントアイテムは、1 アカウントにつき 1 つの贈呈となります。 

 

◆ログインボーナスキャンペーン！ 
 

 

 

7/8～7/18 までの間にログインすると、毎日「ゴールドチケット」をプレ

ゼントします！ 

ゴールドチケットは、レアカードをドローできるチャンス！ 

是非毎日ログインしてチケットをゲットしましょう！ 

 

◆『KINGDOM HEARTS-1.5 ReMIX-』特典シリアルコードをお持ちの皆様へ 
 

＜初回生産封入特典＞ 

『KINGDOM HEARTS χ  [chi]』用お役立ちセット 

①カード：ソラ＇R+（＇ゲーム内でバトルをする際に使用（ 

②20,000 マニー＇ゲーム内でカードの合成などに使用（ 

③カードドロー4,000 ポイント＇ゲーム内でカードと交換できる（ 

 

＜e-STORE 購入特典＞ 

『KINGDOM HEARTS χ  [chi]』用バトルサポートセット 

①カード：リク＇R+（＇ゲーム内でバトルをする際に使用（ 

②ポーション×10 個＇行動力を回復できます（ 

③エーテル×10 個＇ボスと戦う際に必要な力を回復（ 

 

上記の特典シリアルコードの有効期限を 2013 年 12 月 31 日＇火（ 23：59 まで延長致します。 

 

※延長後の期限が過ぎたシリアルコードはご使用できなくなりますのでご注意ください。 

※シリアルコード１つにつき１セット付与されます。 

 



【 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 

◆ 正式サービス開始日 ： 近日中 

◆ 利用料金 ： アイテム課金制、基本プレイ料金無料＇※オープン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 11.7 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。 

 

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

 

【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（ 

 

Yahoo! JAPAN  http://www.yahoo.co.jp/ 
ヤフー株式会社＇市場名：東証 1 部/JASDAQ、銘柄コード：4689、本社：東京都港区、設立年月日：1996 年 1 月 31 日、代表取締役社

長：宮坂 学（は、全スマートフォン利用者 2,493 万人＇※1（の 76.2％＇※2（、1,900 万人がアクセスする日本最大級のインターネットの総合

情報サイトです。 

 

※1 ビデオリサーチインタラクティブ「WebPAC2 ベーシック調査 推定人口」＇2012 年 4 月（による PC ネット利用者数 7,184 万人に、同社「Smartphone 

Contents Report」＇2012 年 9 月（の予備調査でのスマートフォン所有率 34.7％を掛け合わせて当社算出 

※2 ビデオリサーチインタラクティブ「Smartphone Contents Report」＇2012 年 9 月（を元に当社算出 

 

■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.jp.square-enix.com/
http://www.yahoo.co.jp/

