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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、JR東日本発足30周年と、12月18日（月）に発売から30周年を 
迎える「FINAL FANTASY（以下FF）」との特別企画「FINAL FANTASY YL（以下FFYL）」が、

2017年11月15日（水）から開催されることをお知らせいたします。 
 
 
 
 
＜概要＞ 
キャンペーン名称 ：「FINAL FANTASY YL」 

概 要 

：山手線29駅+Suicaのペンギン広場の計30箇所を舞台に「FFYLモバイ

ルスタンプラリー」のほか、山手線周辺のエキソト施設15箇所に出現す

るボスと戦う「FFYLツイートボスバトル」、特設webサイトにて30周年

を記念するインタラクティブプロジェクト「FFYLツイート大行進」等を

実施します。 
開 催 期 間 ：2017 年 11 月 15 日（水）～12 月 27 日（水） 
特設W E B サイト ：https://ffyl.jp    

権 利 表 記 
：© 1987 - 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.  
ILLUSTRATION: ©2017 YOSHITAKA AMANO 
© KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. 
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA 

 
＜各施策詳細＞ 
① FFYL モバイルスタンプラリー 

山手線 29 駅および「Suica のペンギン広場」計 30 箇所に掲出している

歴代 FF キャラクター達がデザインされた限定ポスターの QR コードを、

スマートフォン等の携帯電話で読み取り、特設 web サイトにアクセスして

いただくとキャラクターとオリジナル壁紙が手に入ります。 
更に、QR コードを何度も読み込むことで、そのキャラクターならではの

BGM や歴代の名シーンを手に入れることができます。総勢 30 体のキャラ

クター図鑑をコンプリートすると FFYL 限定オリジナル壁紙をプレゼント

します！ 
 

※各駅のポスター掲出時間は各駅改札の営業時間に準じます。 
※各箇所の QR コードポスターの QR コードは翌日の AM4:00 以降に再度取得可能となります。 
※各箇所の QR コードポスターは一部を除き改札の外にあります。取得にはそれぞれの駅までの

きっぷ（乗車券）または Suica 等が必要です。 
※詳細なポスター掲出箇所は後日、特設サイトにて掲載いたします。（URL：https://ffyl.jp） 
 

JR東日本発足30周年とFINAL FANTASY発売30周年記念特別企画 
「FINAL FANTASY YL」開催のお知らせ 

 

FFYL キャラクター画面 
（イメージ） 

https://ffyl.jp/
https://ffyl.jp/


 

② FUN!TOKYO!×FINAL FANTASY YL～東京の FUN!TASY!を探せ！～ 
JR 東日本東京支社では、山手線沿線の良質なまちあるき情報を発信する「FUN!TOKYO!」と

いう取り組みを行っています。FFYL では「FUN!TOKYO!」の取り組みの一環として、モバイル

スタンプラリーでキャラクターを取得した際に、各箇所周辺のまちあるきスポットを FF お馴染

みのキャラクターが楽しく紹介してくれます。キャラクターを集めながら、周辺のまちあるきも

是非お楽しみください。 
 

（参考）「FUN!TOKYO!」について 
もう一歩足を伸ばせば、まだまだ気付かない魅力がたくさんある“東京”。 
「FUN!TOKYO!」は、そんな“東京”をもっともっと楽しむための良質なまち歩き情報をお届けし

ていく、JR 東日本東京支社の取り組みです。https://www.facebook.com/funtokyo.jreast/  
 
 
③ FFYL ツイートボスバトル 

山手線周辺にあるスクウェア・エニックス、株式会社アトレ、株式

会社 JR 東日本ステーションリテイリングの施設 15 箇所に掲出してい

る限定ポスターの QR コードを読み取ることで、それぞれのボスと戦

うことができ、モバイルスタンプラリーで手に入れたキャラクターで

攻撃する事ができます。更に、その模様をツイートすることで、他の

参加者と戦いの様子を共有し、参加者の力を合わせて強大なボスに挑

みましょう。見事倒すことが出来ればボスのオリジナル壁紙を FFYL
参加者全員にプレゼント！  
 
 
 
 
 
＜FFYL ツイートボスバトル QR ポスター掲出箇所（予定）＞ 
施設名称  設置箇所  最寄り駅  
Suica のペンギン広場  JR 新宿駅新南改札外  新宿駅  
アトレ恵比寿本館  3階エレベーターホール  恵比寿駅  
アトレ目黒1 1階階段横  目黒駅  
アトレヴィ五反田  1階‐2階階段踊り場  五反田駅  
アトレ品川  2階ATM前  品川駅  
マーチエキュート神田万世橋  S6区画入口  秋葉原駅  

神田駅  
アトレ秋葉原 1階北口エントランス  秋葉原駅  
スクウェア・エニックス カフェ 入口前店頭スペース  秋葉原駅  
パセラ秋葉原マルチ店 
（エオルゼアカフェ）  

1階総合フロント  秋葉原駅  

アトレ上野 2階レトロ館レストランフロア入口前  上野駅  
アトレヴィ田端 3階 エレベーター前  田端駅  
アトレヴィ巣鴨 4階 ブックエキスプレス前  巣鴨駅  
アトレヴィ大塚 2階 お手洗い前  大塚駅  
STORIA 6階 エレベーター入口  

（タイトーステーション 池袋西口店）  
5階 ディシディアコーナー  

池袋駅  

ARTNIA  店舗入口付近  東新宿駅  
 
※各箇所のポスター掲出時間は各商業施設の営業時間に準じます。 
 
 

FFYL ツイートボスバトル 
（イメージ） 

https://www.facebook.com/funtokyo.jreast/


 

 
④ FFYL ツイート大行進 

FFYL 特設 web サイトにて JR 東日本と FF のダブル 30 周年を祝して、記念メッセージを投稿

することができます。自分の好きなキャラクターを選びメッセージを投稿すると、選んだキャラ

クターが記念メッセージと共に特設 web サイトで行進します。全国のファンみなさまで大行進

を巻き起こしましょう！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

このほか、Suica のペンギン広場は、ファイナル

ファンタジーの BGM が流れ、特別なクリスタルイ

ルミネーションが設置されるメイン会場として、企

画を盛り上げます。 
実施期間：11 月 15 日（水）～12 月 27 日（水） 
 
 
 
 
 
※当資料中の写真・イラスト等はイメージです。実際のものとは異なりますのでご了承ください。 
※また、イベント内容等は変更となる場合があります。 
 
 
 
＜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。 

 

イメージ 

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

