2014 年 1 月 27 日
報道関係者各位
株式会社スクウェア・エニックス

「ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア」PlayStation4版
2014年4月14日発売決定
本日より予約販売を開始、コレクターズエディション版も同時発売

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、
「ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア（以下、「新生
FFXIV」
）
」のPlayStation®4版を2014年4月14日（月）に発売することを発表いたしました。正式
サービスも同日より開始いたします。
「ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア 」
発売日：2014年4月14日（月）発売予定
対応機種：PlayStation4
希望小売価格：3,394 円（税込／通常版）
＜商品概要＞
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希 望 小 売 価格

：通常版（パッケージ／ダウンロード）3,143 円（税込 3,394 円）
コレクターズエディション版（パッケージ）9,800 円（税込 10,584 円）
コレクターズエディション版（ダウンロード）5,048 円（税込 5,452 円）
デジタルアップグレード（※1）2,190 円（税込 2,365 円）
※2014 年 4 月以降の消費税率の改正に伴い、税込価格は 8%で表記しています。
※別途サービス利用料金が必要となります。
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公 式 サ イ ト

新生Lodestone http://jp.finalfantasyxiv.com/pr/
製品概要ページ http://jp.finalfantasyxiv.com/pr/product/

（※1）デジタルアップグレードについて
・ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア 通常版をお持ちの方が、ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア コレク
ターズエディションのインゲームアイテムをご利用いただけるようになるアップグレードサービスです。

・デジタルアップグレードの特典はインゲームアイテムのみとなり、その他の特典は含まれません。
・ファイナルファンタジーXIV コレクターズエディションをお持ちの方は、ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア コレ
クターズエディションのインゲームアイテムを進呈いたしますので、このアップグレードサービスをご購入いただく必要はござ
いません。
・デジタルアップグレードは「ファイナルファンタジーXIV: モグステーション」
（http://sqex.to/Msp）で購入することができま
す。

■PlayStation4 版の発売日は 2014 年 4 月 14 日（月）に決定、本日より予約販売を開始
「新生 FFXIV」PlayStation4 版の発売日が 2014 年 4 月 14 日に決定いたしました。正式サービス
も同日より開始いたします。これに伴い、本日、1 月 27 日(月)より、予約販売も開始いたしまし
た。予約特典は「アーリーアクセス」と「インゲームアイテム」です。
＜予約特典＞
［アーリーアクセス］
発売日よりも数日早く「新生 FFXIV」PlayStation4 版をプレイできる特典です。
アーリーアクセスの期間は、2014 年 4 月 11 日（金）～4 月 13 日（日）を予定しています。
［インゲームアイテム］

頭装備 モグモグキャップ

ミニオン

マメット・ケットシー

※予約特典コードの配布方法は、販売店様によって異なります。
※配布時期は 4 月上旬頃を予定しております。詳細は後日、公式サイトにて公開いたします。

■スペシャル特典付きの「コレクターズエディション」PlayStation4 版も数量限定で同時発売
「新生 FFXIV」PlayStation4 通常版と同時に、7 つのスペシャル特典が同梱された「コレクターズエディシ
ョン」も発売いたします。
「新生 FFXIV」PlayStation4 版の「コレクターズエディション」は、PlayStation3 版/Windows 版「コレクタ
ーズエディション」の内容に加え、新たに 2 つのインゲームアイテムが追加されます。
[新たに追加されるインゲームアイテム]

マウント

でぶチョコボ

ミニオン

マメット・モーグリ

※今回特典に追加されたインゲームアイテム（「マウント でぶチョコボ」
「ミニオン マメット・モーグリ」
）
は、旧 FFXIV コレクターズエディション、「新生 FFXIV」PlayStation3 版/Windows 版のコレクターズエディショ
ンをお持ちのお客様にも、PlayStation4 版のインゲームアイテムと同じ時期に配布いたします。

[コレクターズエディション特典内容]
 ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア 特別装丁ボックス
 ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア ビジュアルアートブック ～The Art of
Eorzea :A Realm Reimagined～
 ファイナルファンタジーXIV 第七霊災特別編集映像ブルーレイディスク ～The Waning of
the Sixth Sun～
 インゲームアイテム付属
マウント でぶチョコボ／マウント クァール／チョコボ装備 ベヒーモスバード／ミニオ
ン マメット・モーグリ／ミニオン ベビーモス／頭装備 ヘルム・オブ・ライト
 ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア スペシャルサウンドトラック～The Sounds of
Eorzea～
 ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア CG アートカードセット
 ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア オリジナルデザインセキュリティートークン

■PlayStation4 版のパッケージアートを公開
「新生 FFXIV」PlayStation4 版のパッケージは、吉田明彦氏による描きおろしイラストです。

■「新生 FFXIV」PlayStaion3 版から PlayStation4 版へのアップグレードキャンペーンの実施
「新生 FFXIV」PlayStation3 版をお持ちの方は、4 月 11 日より、PlayStation4 版へアップグレー
ドすることが可能になります。
※PlayStation3 版のアップグレードは、
「新生 FFXIV」PlayStation4 版を追加で入手いただけるものではありません。アップグ
レードを選択すると同時に、お手元の PlayStation3 版によりゲームプレイをすることはできなくなりますのでご承知おきくださ
い。
※一度アップグレードを選択いただいた後は、PlayStation3 版へ戻すことは不可能となりますのでご注意ください。
※PlayStaion3 版から PlayStation4 版へのアップグレードは、モグステーションでお手続きいただきます。このお手続きは無償
で行えます。
※FFXIV サービスアカウントに PlayStation3 版を登録いただいていない場合は、登録いただくことでアップグレードを選択い
ただけるようになります。
※アップグレード後、PlayStation4 版「新生 FFXIV」をプレイするには、PlayStation4 本体をご用意ください。PlayStaion3 上
で PlayStation4 版をプレイすることができるようになるわけではありません。
※PlayStation3 版を登録していた FFXIV サービスアカウントで作成されたキャラクター、インゲームアイテム等のデータは、ア
ップグレード後も引き続きご利用いただけます。
※PlayStation3 と PlayStation4 の両方でプレイしたい方は、アップグレードを選択せず、
「新生 FFXIV」PlayStation4 版を新た
にご購入ください。
※アップグレードキャンペーンの期間は、2014 年 4 月 11 日から 2014 年 12 月 31 日までの予定です。
［訂正］「「新生 FFXIV」PlayStaion3 版から PlayStation4 版へのアップグレードキャンペーンの実施」に関する記述を訂正（2014 年 3 月 4 日）

■PlayStation4 版ベータテストは 2 月 22 日（土）開始、PlayStation4 をお持ちの方全てが対象
2014 年 2 月 22 日（土）より、いよいよベータテストを開始いたします。
PlayStation4 をお持ちの方ならどなたでも参加できますので、是非ご参加ください。
■PlayStation4 版の特設サイトは 2 月上旬公開予定
PlayStation4 版の特設サイトを 2 月上旬公開に向けて準備しています。今後の続報をお待ちくだ
さい。
［サービス利用料金］※2014 年 4 月以降の消費税率の改正に伴い、税込価格は 8%で表記しています。
サービス
コース
エントリー
スタンダード

契約周期
30 日
30 日
90 日

利用料金
1,280 円（税込 1,382 円）
1,480 円（税込 1,598 円）
4,140 円（税込 4,471 円）

1 ワールドあたり
作成可能な
キャラクター数

1 サービスアカウント
あたり作成可能な
キャラクター総数

1

8

8

40

※ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼアご購入時には、30 日間の無料プレイ期間が付属しております。
※30 日目以降にプレイを継続される場合には、上記のサービス利用料金が必要となります。

［動作環境］
プレイヤー人数
ストレージ空き容量
ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)
マウス キーボード
インターネット
PlayStation®Network
対応映像出力
PlayStation®VITA リモートプレイ
Share 機能

1人
40GB 以上
必須
任意（キーボードモード操作可能）
ブロードバンド接続
必須
480p、720p、1080p
対応
対応

＜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」「PS3」｢DUALSHOCK」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。
※Windows は、米国 Microsoft Corporation および / またはその関連会社の商標です。
※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、エオルゼア／EORZEA、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。

