2018 年 6 月 12 日
報道関係者各位
株式会社スクウェア・エニックス

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」シリーズの正統続編

「KINGDOM HEARTS III」
商品ラインアップ発表のお知らせ

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、
「キングダム ハーツ」シリーズ最新作「KINGDOM HEARTS III」
（対応機種：PlayStation®4、Xbox One）の、商品ラインアップを発表いたしました。
＜商品概要＞
タ

イ

ト

ル ：
「KINGDOM HEARTS III」
（キングダム ハーツ3）

対

応

機

種 ：PlayStation4、Xbox One

ジ

ャ

ン

ル ：ロールプレイングゲーム
：日本・アジア 2019年1月25日（金）
（予定）
日
北米・欧州 2019年1月29日（火）
（予定）

発

売

価
C

格 ：8,800円（税別）
（通常版）
E

R

O ：審査予定

公 式 サ イ ト ：http://www.square-enix.co.jp/kingdom/kh3/
：ディズニーのワールド「アナと雪の女王」
「パイレーツ・オブ・カリビアン」
を新たに公開いたしました。

最 新 トレ ー ラー ①https://youtu.be/Cs2oepBWTSg
②https://youtu.be/iwqzwxTB7WU
③https://youtu.be/oFKlDX4vzz8
権

利

表

記 ：©Disney ©Disney/Pixar Developed by SQUARE ENIX

＜商品ラインアップ＞ ※以下の情報は日本国内の商品構成です。北米・欧州とは異なります。


通常版（パッケージ版／ダウンロード版）


対応機種：PlayStation 4／Xbox One



価格：8,800円（税別）



早期購入特典（ダウンロード版のみ）：

※パッケージ版はPlayStation 4のみ



PlayStation 4版：ゲーム内武器（キーブレード・PS4®）



Xbox one版：ゲーム内武器（キーブレード・Xbox One）

※予約受付開始時刻は各ストアで異なります。詳細は各ストアをご確認ください。
※武器（キーブレード）は、後日有料で頒布される可能性があります。
※早期購入特典の対象期間は本商品の発売後1か月間です。



オールインワンパッケージ（仮称）
（パッケージ版／ダウンロード版）

シリーズの1作目から最新作までの物語がお楽しみいただけるお得なパッケージです。


対応機種：PlayStation 4



価格：パッケージ版 18,333円（税別）／ダウンロード版 15,600円（税別）



内容物（パッケージ版）





「KINGDOM HEARTS III」
（*1）



「KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-」
（*2）



「KINGDOM HEARTS -HD 2.8 Final chapter prologue-」
（*3）



アートブック／PlayStation 4用テーマ（スクウェア・エニックス e-STORE）



オリジナルBOX入り

内容物（ダウンロード版）


「KINGDOM HEARTS III」
（*1）



「KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-」
（*2）



「KINGDOM HEARTS -HD 2.8 Final chapter prologue-」
（*3）



オリジナルPlayStation 4用テーマ（PS STORE）



ゲーム内アイテム（武器・キーブレード）（*4）

※パッケージ版はスクウェア・エニックスe-STORE（日本）限定予約商品です。
※（*1）～（*3）はゲームソフト、対応機種は全てPlayStation 4。
ダウンロード版では、（*2）・
（*3）はご予約後すぐにプレイいただくことが可能です。
※（*4）は本商品の発売後1カ月間限定の早期購入特典となります。
※PS Storeの「ウォレット」のチャージ（入金）上限は「20,000円（税込）」です。
プレイステーションストアカードまたはプレイステーションストアチケットでチャージされる際には、残高にご注意ください。



「PlayStation 4 Pro KINGDOM HEARTS III LIMITED EDITION」＜数量限定＞
本商品は、PlayStation 4 Pro本体の天面を黒のレザーを模したテクスチャに仕上げ、「キングダ

ム ハーツ」シリーズを象徴するハートや王冠、鍵状の武器であるキーブレードをモチーフにした
繊細なデザインと、本商品のために新たに描き起こされたエンブレムを落ち着きのあるシルバー
で施した特別モデルです。付属のワイヤレスコントローラー（DUALSHOCK®4）は光沢のあるブ
ラックを基調に、PS4 Pro本体のデザインをタッチパッドに踏襲しました。随所にこだわりを感
じさせるラグジュアリーな装いと、本体とコントローラーの異なる質感によるシックな印象が相
まって、「キングダム ハーツ」らしい特別な一品に仕上がっています。
ゲーム内で使える武器（キーブレード）や、LIMITED EDITION オリジナルPS4用テーマも付属！
同梱物の詳細は、特設サイトにてご確認ください。


特設サイトURL：http://www.jp.playstation.com/ps4/product-lineup/cuhj10025/



発売日：2019年1月25日（金）
（予定）



価格：53,780円（税別）48,780円（税別）
（2018年10月1日、価格の記載情報の更新を行いました。
詳細は特設サイトにてご確認ください。
）

※本商品に含まれるゲーム内武器（キーブレード）を入手頂くためには、インターネ
ット接続環境が必要です。
※武器（キーブレード）は、後日有料で頒布される可能性があります。
※同梱する1つのプロダクトコードでテーマと武器（キーブレード）がダウンロードで
きます。プロダクトコードの有効期限は2020年1月25日（土）までです。



【セット商品】
「『KINGDOM HEARTS III』+『KINGDOM HEARTS III ブリングアーツ』
＜ソラ & ドナルドダック & グーフィー＞ トイ・ストーリーVer.」＜数量限定＞

トイ・ストーリーのワールドでおもちゃの姿となって登場するソラ、ドナルド、グーフィーがブ
リングアーツで登場する、ゲームソフトとフィギュアのセットです。


対応機種：PlayStation 4



発売日：2019年1月25日（金）
（予定）



価格：23,600円（税別）



内容物：


「KINGDOM HEARTS III」（ゲーム本編）



「KINGDOM HEARTS III ブリングアーツ」（フィギュア）
（ソラ・ドナルドダック・グーフィー（トイ・ストーリーVer.）
）

※本商品は、スクウェア・エニックスe-STORE、セブンネットショッピング限定予約商品です。
※ゲームソフトとフィギュアのセット販売です。オリジナルの化粧箱等に同梱された商品ではありません。
※画像はイメージです



「KINGDOM HEARTS III」について

全世界で 2,500 万本を出荷・販売した「キングダム ハーツ」シリーズの最新作です。１作目から
続いた“ダークシーカー編”が、様々な冒険を経て成長した主人公ソラを中心に、ついに完結します。
「キングダム ハーツ」シリーズはディズニーの世界を舞台に物語が展開、シリーズ最新作となる
「KINGDOM HEARTS III」では、ピクサーなどの新たなワールドが加わったことにより、より壮
大な世界観へと発展しました。
また、爽快なアクションに加え、アトラクションの様な演出やディズニーのキャラクターたちと
の連携技など、シリーズ最高峰ともいえるバトルの展開も見どころの一つです。
「キングダム ハ
ーツ」でしか味わえないエンタテインメント性に富んだ本作に是非ご期待ください。
■「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「キングダム ハーツ」（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11作品（ファイナルミックス版も含めると19作品）を発表し、
2017年3月で15周年を迎え、全世界で累計2,500万本以上を出荷・販売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

＜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 7,600 万本以上）
、
「ファイナルファンタジー」シリーズ（同 1 億 4,100 万本以上）
、
「トゥームレイダー」
シリーズ（同 6,600 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”は、株式会社ソニー・インタラクティブ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／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。

