
     

                       

    
 
 
 

2006年4月25日 

株式会社スクウェア・エニックス 
 

 

 

株 式 会 社 ス ク ウ ェ ア ・ エ ニ ッ ク ス （ 本 社 ： 東 京 都 渋 谷 区 、 代 表 取 締 役 社 長 ： 和 田  洋 一 、 

以下スクウェア・エニックス）は、米国ロサンゼルスで、5月10日（水）から開催される「The Electronic 

Entertainment Expo 2006(E3 2006)」（※1）において、スクウェア・エニックスが擁する多彩なデジタル

コンテンツの中から、北米市場に向け発売を予定しているタイトルラインアップを発表いたします。 

今回の出展ラインアップには、大作ロールプレイングゲーム（RPG）やオンラインゲーム、グループ企

業であるタイトーのコンテンツを含むモバイルコンテンツなど、世代を超えて楽しめる多彩なデジタル

コンテンツをご用意しております。スクウェア・エニックスが近未来へ放つメッセージを、是非この機会

にご覧下さい。スクウェア・エニックスブースは、ロサンゼルス コンベンションセンター（Los Angels 

Convention Center）のE3会場内、サウスホール #746にてご覧いただけます。 

なお、スクウェア・エニックスでは、今回のE3出展に先立ち、5月8日（月）に、ハリウッド・パラディウム

において、報道関係者に向けての発表会も開催予定です。（※2） 
スクウェア・エニックス E3 2006特設サイトは、http://www.square-enix.co.jp/e306/ より、ご覧いただ

けます。 
 

 

 
E3 2006 出展タイトルラインアップ （一部） 

FINAL FANTASY® XII 
対応機種： PlayStation®2  ジャンル： RPG   

米国発売予定： 2006年秋  日本発売予定： 発売済み 

展示形式： 映像、試遊台 

 

DIRGE OF CERBERUS® -FINAL FANTASY VII- 
対応機種： PlayStation®2  ジャンル： ガンアクションRPG   

米国発売予定： 2006年夏  日本発売予定： 発売済み 

展示形式： 映像、試遊台 

 

BEFORE CRISIS® -FINAL FANTASY VII- 
対応機種：携帯電話      ジャンル： ネットワークアクションRPG   

米国発売予定： 2006年   日本発売予定： サービス提供中 

展示形式： 映像、試遊台 

 
Dawn of ManaTM 
（日本版タイトル： 聖剣伝説4） 

対応機種： PlayStation®2  ジャンル： アクションRPG 

米国発売予定： 未定     日本発売予定： 2006年 

展示形式： 映像 

 

 

E3 2006 にて北米向けタイトルラインアップ発表 

話題のデジタルコンテンツ群を出展 



     

                       

Children of ManaTM 
対応機種： Nintendo DS®  ジャンル：  アクションRPG 

米国発売予定： 2006年    日本発売予定： 発売済み 

展示形式： 映像、試遊台 

 
VALKYRIE PROFILE®: LENNETHTM 
対応機種： PSP®       ジャンル： RPG 

米国発売予定： 2006年  日本発売予定： 発売済み 

展示形式： 映像、試遊台 

 
VALKYRIE PROFILE 2: SILMERIATM 
対応機種： PlayStation®2  ジャンル： RPG    

米国発売予定： 2006年   日本発売予定： 2006年6月22日（予定） 

展示形式： 映像、試遊台 

 

FINAL FANTASY XI: Treasures of Aht UrhganTM 
対応機種： PlayStation®2, Xbox 360™, Windows®  ジャンル： MMORPG    

米国発売予定： 発売済み   日本発売予定： 発売済み 

展示形式： 映像、試遊台 

 

FINAL FANTASY III 
対応機種： Nintendo DS®  ジャンル： RPG    

米国発売予定： 2006年   日本発売予定： 2006年 

展示形式： 映像、試遊台 

 

FINAL FANTASY V ADVANCE   
対応機種： GAME BOY ADVANCE®  ジャンル： RPG   

米国発売予定： 2006年  日本発売予定： 2006年 

展示形式： 映像 

 
FINAL FANTASY VI ADVANCE 
対応機種： GAME BOY ADVANCE®  ジャンル： RPG   

米国発売予定： 2006年  日本発売予定： 2006年 

展示形式： 映像 

 

DRAGON QUEST HEROESTM: ROCKET SLIMETM 
（日本版タイトル： スライムもりもりドラゴンクエスト2 大戦車としっぽ団） 

対応機種： Nintendo DS®  ジャンル： アクションアドベンチャー  

米国発売予定： 2006年    日本発売予定： 発売済み 

展示形式： 映像、試遊台 

 

FINAL FANTASY  I 
対応機種： 携帯電話      ジャンル： RPG    

米国発売予定： 2006年   日本発売予定： サービス提供中 

展示形式： 映像、試遊台 

 
POKEMATE  
（日本版タイトル： ポケメ～ト） 

対応機種： 携帯電話    ジャンル： メッセージング・コミュニケーション 

米国発売予定： 未定   日本発売予定： 2006年夏 

展示形式： 試遊台（参考出展） 
 
 
3D SPACE INVADERS    / タイトー 
対応機種：携帯電話    ジャンル： シューティング  

米国発売予定： 未定   日本発売予定： サービス提供中 

展示形式： 映像、試遊台 

 



     

                       

 
CHASE H.Q. 3D  / タイトー 
対応機種：携帯電話    ジャンル： ドライブ 

米国発売予定： 未定   日本発売予定： サービス提供中 

展示形式： 映像、試遊台 
 
ELEVATOR ACTION 3D  / タイトー 
対応機種：携帯電話    ジャンル： アクション 

米国発売予定： 未定   日本発売予定： サービス提供中 

展示形式： 映像、試遊台 

 
 
その他、新作発表予定あり 

 

 

以上 
 

※1 The Electronic Entertainment Expo 2006(E3 2006) 

開催期間： 2006年5月10日（水）～12日(金)  ／会   場： ロサンゼルス コンベンションセンター 

 

※２ 報道関係者向け発表会は、事前登録制とさせていただいております。参加ご希望の方は、4月26日までに以下

のお問い合わせ先までご連絡いただけますよう宜しくお願い申し上げます。 

 

 

＜ご参考＞ 

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デジタルコンテンツのヒット

作品を生み続けるリーディングカンパニーです。代表作「ドラゴンクエスト」シリーズはこれまでに4,000万本以上、「ファ

イナルファンタジー」シリーズは6,800万本以上の世界出荷を記録しています。（http://www.square-enix.com /） 

 

 

※「プレイステーション」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。 

※ニンテンドーDS、GAME BOY、GAME BOY ADVANCEは任天堂の登録商標です。 

※ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon は、任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。 

※WindowsおよびXbox 360は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

※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、その他の社名、商品名は、

日本およびその他の国における株式会社スクウェア・エニックス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。 


