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スクウェア・エニックス、「TOKYO GAME SHOW 2017」にて
「ファイナルファンタジー」シリーズ30周年記念施策を発表

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、2017年9月21日（木）から開催された「TOKYO GAME SHOW 2017」
において、
「ファイナルファンタジー」シリーズ30周年を記念した様々な施策を発表いたしました。
「ファイナルファンタジー」シリーズは1987年12月18日の第1作発売以来、今年2017年12月に
30周年を迎えます。この集大成として、
「別れ」をテーマに30年の歴史を振り返る大規模展覧会
「FINAL FANTASY 30th ANNIVERSARY EXHIBITION -別れの物語展-」をはじめとして、さま
ざまな施策を展開してまいります。各施策の詳細は「ファイナルファンタジー」30周年記念ポー
タルサイトをご参照ください。
（http://www.finalfantasy.jp/30th/）
＜各施策情報＞
■30 周年記念展：「FINAL FANTASY 30th ANNIVERSARY EXHIBITION -別れの物語展-」
30 周年記念の集大成として、30 年の歴史を「別れ」をテーマに振り返る大規模展覧会「FINAL
FANTASY 30th ANNIVERSARY EXHIBITION -別れの物語展-」を開催いたします。
今後も公式 WEB サイトにおいて、本展覧会に関する情報は随時発信してまいりますので、どうぞ
ご期待ください。






開 催 期 間：2018 年 1 月 22 日（月）〜2 月 28 日（水）（会期中無休）
開 催 場 所：森アーツセンターギャラリー（六本木ヒルズ森タワー52 階）
主
催：「FINAL FANTASY30 周年記念展」製作委員会
公 式 サ イ ト：http://www.finalfantasy.jp/30th/exhibition/
チケット情報：公式サイトにて順次公開

■アクターズライブ（朗読劇）：
「DISSIDIA FINAL FANTASY SECRETUM -秘密-」
「ファイナルファンタジー」シリーズに登場した歴代のキャラクターを操作し戦う 3D アクション
ゲームとして、作品の垣根を越えたクロスオーバー作品である「DISSIDIA FINAL FANTASY」。
この「DISSIDIA FINAL FANTASY」のアクターズライブ（朗読劇）の開催が決定いたしました。
シリーズのキャラクターが一堂に会する「DISSIDIA」の世界で繰り広げられる、ここでしか語ら
れないオリジナルストーリーをぜひお楽しみください。現在、スクウェア・エニックス e-STORE
にて先行抽選受付中です。（受付期間：10 月 1 日（日）23：59 まで）
先行抽選予約ページ ：http://store.jp.square-enix.com/sp/dffevent/index.html




公演日時：2017 年 12 月 18 日（月）/ 19 日（火）
会
場：中野サンプラザ ホール
出 演 者：森川智之、石川英郎、森田成一、櫻井孝宏、小野友樹

■オーケストラコンサート：「FINAL FANTASY 30th Anniversary Distant Worlds: music from
FINAL FANTASY JIRITSU / 而立」
ファイナルファンタジーのオーケストラコンサート「Distant Worlds」の新たなワールドツアー
「FINAL FANTASY 30th Anniversary Distant Worlds:music from FINAL FANTASY JIRITSU / 而
立」が、7 月のオーストラリア公演を皮切りに、アメリカ、ヨーロッパ、アジアと公演を展開。
2017 年 12 月には、日本公演（東京・大阪）を実施いたします。
日本公演のチケットは現在スクウェア・エニックス e-STORE にて先行抽選予約を受付中です。
（受付期間：10 月 9 日（月・祝）23：59 まで）
先行抽選予約ページ：http://store.jp.square-enix.com/sp/ff30thdw/index.html
＜大阪公演＞
 開催日程：2017 年 12 月 8 日（金）
 会
場：グランキューブ大阪 メインホール
＜東京公演＞
 開催日程：2017 年 12 月 9 日（土）、12 月 10 日（日）
 会
場：東京国際フォーラム ホール A
■「ファイナルファンタジー」30 周年記念書籍
シリーズ 30 周年を記念して、以下 3 種類の書籍発売が決定いたしました。「ファイナルファンタ
ジー30 周年記念展」の会場および、スクウェア・エニックス e-STORE にて販売いたします。
※「FF DOT. -The Pixel Art of FINAL FANTASY-」 は上記のほか、一般書店でもお買い求め頂けます。

① 「FF DOT. -The Pixel Art of FINAL FANTASY-」
 「ファイナルファンタジー」シリーズで生み出されてきたキャラクター、モンスター、背景
などのドット絵の数々をオシャレに魅せるドットアート集です。
 発売日：2018 年 1 月 20 日（予定）
 価 格：3,500 円（税別）
② 「FF DOT. CALENDAR 2018.1-2019.3」
 オシャレで可愛い「ファイナルファンタジー」シリーズのド
ット絵卓上カレンダーが登場。2018 年 1 月～2019 年 3 月ま
での 15 か月間を「ファイナルファンタジー」シリーズのドッ
ト絵で彩る卓上カレンダーです。
 発売日：2017 年 12 月 25 日（予定）
©2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. ※画像は制作中のものです。
※左：「FF DOT. -The Pixel Art of FINAL FANTASY-」／※右：「FF DOT. CALENDAR 2018.1-2019.3」
 価 格：1,500 円（税別）

③ 「MINIATURE FINAL FANTASY」
 大人気ミニチュア作家・田中達也氏と「ファイナルファンタジー」が
コラボレーションして、FF30 周年オフィシャルサイトや SNS で展開
中の企画「MINIATURE FINAL FANTASY」を完全書籍化いたします。
 発売日：2018 年 1 月 20 日（予定）
 価 格：1,574 円（税別）
©2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. ©Tatsuya Tanaka ※画像はイメージです。

■「ファイナルファンタジー30 周年記念ファントリビュートビデオ」
シリーズを代表する曲である「ファイナルファンタジー」のメインテーマを世界中の皆様に演奏
いただき、1 つの記念ムービーを完成させる施策を展開いたします。
応募期間や応募要項などの詳細は後日、「ファイナルファンタジー」30 周年記念ポータルサイト
上で公開いたします。
＜参考情報＞
■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとのコラボレーション、
シリーズ史上初の"超体感"コースター；「ファイナルファンタジー XR ライド」
「ファイナルファンタジー」シリーズが持つ唯一無二の映像美を生み出したスクウェア・エニッ
クスの映像制作集団「ヴィジュアルワークス部」と、圧倒的な技術力と再現力を持つユニバーサ
ル・スタジオ・ジャパンとがコラボレーション。壮大で美しい世界を生身で冒険できるシリーズ
史上初の"超体感"コースター「ファイナルファンタジー XR ライド」が、ユニバーサル・スタジ
オ・ジャパンに登場。上下左右 360 度見渡す限り忠実に再現された「ファイナルファンタジー」
の世界を、猛烈なスピードで駆け巡ります。
 開催施設：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン内
「スペース・ファンタジー・ザ・ライド」にて
 開催期間：2018 年 1 月 19 日（金）から（期間限定）
 URL：http://www.usj.co.jp/universal-cool-japan2018/ff/
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
© 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
TM & © Universal Studios. All rights reserved.

＜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（累計出荷・ダウンロード販売本数 7,100 万本
以上）
、
「ファイナルファンタジー」シリーズ（同 1 億 3,500 万本以上）
、「トゥームレイダー」シ
リーズ（同 6,000 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）
※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。
※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。

