2013 年 5 月 24 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」
PlayStation3 版・Windows 版の発売日が決定！
本日より予約販売を開始
さらにコレクターズエディション版の発売も決定！

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：和田 洋一、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® 3版（以下、PS3）・Windows®版（以下、PC版）を2013年8月27日（火）に発売
し、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：2013年8月27日（火）発売予定
価格：PlayStation3 / 3,300 円（税込）
Windows / オープン価格
これに伴い、2013 年 5 月 24 日（金）本日より予約販売を開始いたします。早期予約特典には、
正式サービス開始に先駆けて「新生 FFXIV」に先行ログインが出来る「アーリーアクセス」や、2
つの限定ゲーム内アイテムが付与されます。
また、7 つのスペシャル特典が同梱された「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」PS3 版・PC 版も 8 月 27 日（火）に完全限定生産にて発売が決定いた
しました。特典の詳細は下記をご参照ください。
さらに、
「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」の特別
装丁ボックスにも使用されている天野喜孝氏のイラストと、パッケージイラストとして使用して
いる吉田明彦の描きおろしイラストも併せて公開いたします。
上記内容の詳細に関しましては下記をご参照ください。
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「ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア」
プロモーションサイト
http://jp.finalfantasyxiv.com/
＜パッケージ価格・対応機種＞
対応機種
PlayStation® 3

Windows®

商品名

価格

ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア 通常版（パッケージ版）

\3,143 （税込 \3,300）

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（パッケージ版）

\9,800 （税込 \10,290）

ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア 通常版（パッケージ版）

オープン価格

ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア 通常版（ダウンロード版）

オープン価格

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（パッケージ版）

オープン価格

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（ダウンロード版）

オープン価格

デジタルアップグレード（※）

\2,190 （税込 \2,300）

※【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。

＜サービス利用料金＞
「ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア」のご購入時には、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、以下のサービス利用料金が必要
となります。
1 ワールドあたり

1 サービスアカウントあたり

作成可能なキャラクター数

作成可能なキャラクター数

1,280 円（税込 1,344 円）

1

8

30 日

1,480 円（税込 1,554 円）

8

40

90 日

4,140 円（税込 4,347 円）

8

40

サービス名

契約周期

利用料金

エントリー

30 日

スタンダード

＜PC（Windows）動作環境＞
必要動作環境
OS
CPU
メインメモリ

Windows Vista 32/64bit、Windows 7 32/64bit、Windows 8 32/64bit

Intel® Core™2 Duo 3GHｚ
2GB （64bitOSの場合は4GB推奨）

ハードディスク／SSD空き容量

グラフィックカード
画面解像度
サウンドカード
DirectX®

OS
CPU
メインメモリ
ハードディスク／SSD空き容量

グラフィックカード
画面解像度
インターネット
サウンドカード
DirectX®

20GB
NVIDIA® Geforce® 8800以上、ATI Radeon™ HD 4770以上
1280x720
DirectSound® 対応サウンドカード（DirectX® 9.0c以上）
DirectX® 9.0c以上
推奨動作環境
Windows 7 64 bit、Windows 8 64bit
Intel® Core™ i5 2.66GHｚ
4GB
20GB
NVIDIA® Geforce® GTX 660以上、AMD Radeon™ HD 7950以上

1920x1080
ブロードバンド接続
DirectSound® 対応サウンドカード（DirectX® 9.0c以上）
DirectX® 9.0c以上

＜PS3 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
キーボード
インターネット
PlayStation®Network
対応映像出力

1人
12GB 以上
必須
任意（文字入力にのみ対応）
ブロードバンド接続
必須
480p, 720p

●「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」
天野喜孝氏書き下ろしイメージイラストをデザインしたコレクターズエディション特別装丁デザ
インボックスです。このボックスには 7 つの特典が同梱されます。
「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」完全限定生産でのご用意となります！

↑画像は PS3 版（※デザインは変更の可能性がございます）

[特典 1] 「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
天野喜孝氏書き下ろしイメージイラストをデザインしたコレクターズエディション特別装丁デザ
インボックスです。このボックスには以下のすべての特典が同梱されます。
さらにコレクターズエディションに同梱されるゲームパッケージは PS3 版、PC 版ともにリバー
シブルジャケット仕様です。

↑画像は PC 版（※デザインは変更の可能性がございます）

[特典 2] 「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」開発のために書きためられた数々のアートを、コレクターズエデ
ィションのために編集した特別上製本仕様。アートディレクター吉田明彦完全監修の下、アート
チームの仕事を一冊にまとめたビジュアルアートブックです。
[特典 3] 「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～
「ファイナルファンタジーXIV」の前日譚となる世界崩壊を生んだ「第七霊災」……。
第七霊災に立ち向かった「光の戦士たち」 その足跡をこの一枚にすべて収録。
新生エオルゼアの世界をより深く理解するためのスペシャルな映像集です。
[特典 4] 4 つのインゲームアイテム付属
頭装備 ヘルム・オブ・ライト

FFI の光の戦士の兜をイメージした頭装備です。
初期レベル・全クラスが装備可能なアイテムです。

マウント

クァール

「新生 FFXIV」では、『チョコボ』や『魔導アーマー』な
どの乗り物（マウント）に騎乗／搭乗することが可能です！
そして今回、コレクターズエディション購入特典として、
クァールに乗って大地を駆けめぐりましょう！！
※プレイヤーが Lv20 まで育ち、チョコボを手に入れたあ
と、クァールに乗ることができるようになります
チョコボ装備 べヒーモスバード
「新生 FFXIV」では、自分だけのチョコボを成長させ、プ
レイヤーと共にモンスターと戦うことが可能です！
チョコボはチョコボ専用装備によって着せかえも自由。
コレクターズエディション購入特典では、特別なチョコボ
専用装備として『ベヒーモスの装備』が手に入ります！
※プレイヤーが Lv20 まで育ち、チョコボを手に入れたあ
と、装備させられるようになります
ミニオン

ベビーモス

冒険者の後を可愛らしくついて回る存在ミニオン。コレク
ターズエディション限定のミニオンは『ベビーモス』です。
※ミニオンにはステータス上昇などの効果はありません

[特典 5] 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～
冒険者が多くの時間を過ごすことになるリムサ・ロミンサ、ウルダハ、グリダニア、三都市の街
と、フィールドの 6 曲を１枚の CD にまとめた新生コレクターズエディション限定のスペシャル
サウンドトラックです。
[特典 6] 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
スクウェア・エニックス ヴィジュアルワークスにより表現された超高精細ＣＧアートをポスト
カード 5 枚のセットにしました。
[特典 7] 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
スクウェア・エニックスアカウントを安全に安心してお使いいただくためのセキュリティトーク
ンをスペシャルデザイン仕様でご用意いたしました。
＜予約特典＞
「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版/通常版に関わら
ず）をご予約頂いたお客様にはスペシャルな特典があります！ 予約特典はなくなり次第終了と
なりますので、既にご購入を考えている方はご予約がおススメです！
[特典 1] アーリーアクセス
「ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア」取扱店にてご予約いただき、指定期間に予約特
典コードをご登録いただければ、発売日よりも数日早く「ファイナルファンタジーXIV: 新生エオ
ルゼア」をプレイできる特典です！
※アーリーアクセス期間は後日公開します。
※アーリーアクセスにはインターネット環境が必須です。
※詳細は、予約特典コード配布時に別途ご案内いたします。

[特典 2] インゲームアイテム
予約特典コードをご登録頂きましたサービスアカウントに、
『ミニオン マメット・ケットシ
ー』
、
『頭装備 モグモグキャップ』をプレゼントいたします。
ミニオン マメット・ケットシー
冒険者の後を可愛らしくついて回る存在ミニオン。
予約特典限定のミニオンは”マメット・ケットシー”です。
※ミニオンにはステータス上昇などの効果はありません。
頭装備 モグモグキャップ

シリーズを通して登場するモーグリをイメージした頭装備です。
初期レベル・全クラスが装備可能です。

※予約特典コード受付期間は 2013 年 12 月 31 日（火）までとさせていただきます。
※詳細は、予約特典コード配布時に別途ご案内いたします。
※この予約特典には数に限りがございます。予定数量が無くなり次第終了いたします。あらかじめご了承ください。

「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」特別装丁デザイン
ボックスに大きく使用している新イメージイラストを公開！ さらに、吉田明彦の描きおろし通
常版パッケージイラストも併せて公開！

「ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア」通常版
パッケージアート/作：吉田明彦

＜「ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア」プロデューサー兼ディレクター 吉田直樹よりメッセージ＞
ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼアの発売日をご報告できること、本当に嬉しく思いま
す。これまでの α テスト、β テストを経て、世界中から沢山のフィードバック、そして熱いご声
援を頂きました。それらすべての想いを製品に込めてのお届けとなります！
価格につきましても、一人でも多くのお客様に、新たな冒険の世界「エオルゼア」を堪能して頂
くため、精一杯努力しました。それと同時にプレミアム性の高い、豪華特典付きコレクターズエ
ディションもご用意いたしました。スクウェア・エニックスの総力を結集した新たなファイナル
ファンタジーに、皆様、ぜひご期待ください！
2013 年 8 月 27 日、その冒険の開始日を心待ちにしながら。
ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア プロデューサー兼ディレクター
吉田 直樹
・「ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア」β テスター募集ページ http://entry.ffxiv.com/beta/jp
・ファイナルファンタジーXIV プレイヤーズサイト「The Lodestone」 http://lodestone.finalfantasyxiv.com/pl/

＜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 6,100 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）
※Windowsは、米国 Microsoft Corporation および / またはその関連会社の商標です。
※「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／FINALFANTASY、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。

