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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、全世界で累計9,700万本以上を出荷している人気ゲーム 
「ファイナルファンタジー」シリーズ 新作である「ファイナルファンタジーXIV」Windows®版

を、2010年9月30日（木）に発売し、正式サービスを同日より開始、同「プレイステーション3」
（PS3®）版を2011年3月上旬に発売することを決定いたしました。 

これに伴い、正式サービス開始に先駆けてゲームをご体験いただける先行ログイン権をはじめ、

様々な特典が付いた「ファイナルファンタジーXIV コレクターズエディション」Windows版を

2010年9月22日（水）に発売いたします。さらに、7月上旬からはWindows版のβテストを開始 
いたします。 

 
「ファイナルファンタジーXIV」は、多人数同時参加型オンラインロールプレイングゲーム

（MMORPG）で、日本語・英語・ドイツ語・フランス語版のサービスを同時に開始、「エオルゼ

ア」と呼ばれる大地を舞台に、世界中の冒険者たちの新たな物語が幕を開けます。是非ご期待く

ださい！ 
当社は、オンラインゲームを始めとして、オンラインコミュニティ・ショッピングサイトの運

営など、ネットワークを活用した新たなエンタテインメントの創造に積極的に取り組んでいます。

今後も様々なメディア・端末を通じて、世界中のより多くのお客様へ多様なコンテンツをお届け

してまいります。 
 
なお、「ファイナルファンタジーXIV」および「ファイナルファンタジーXIV コレクターズエ

ディション」、βテストの詳細は、次ページ以降をご覧ください。 
 
 
 

 

「ファイナルファンタジー」シリーズ 新作 

「ファイナルファンタジーXIV」Windows 版 
発売日決定！ 

MMORPG として全世界同時発売 



 

■「ファイナルファンタジーXIV」Windows版 商品概要 

商品名 ファイナルファンタジーXIV ファイナルファンタジーXIV  
コレクターズエディション 

対応機種 Windows 

発売日 2010年9月30日（木） 2010年9月22日（水） 

標準価格 オープン価格 

利用料金 1,280円（税込1,344円）／30日（※1） 

サポート言語 日本語・英語・ドイツ語・フランス語（同時にサービス開始） 

ジャンル MMORPG 

特典 

 初回キャラクター購入日から30日間

利用料金無料 

 
※初回生産分には、ゲーム内でご利用い

ただけるアイテム「ガーロンドゴーグル」

インゲームアイテムコード（※2）が付属

しています 

 初回キャラクター購入日から30日間

利用料金無料 
 9 月 30 日（木）の正式サービス開始

日に先駆け、9 月 22 日（水）から先

行ログインが可能 
 天野喜孝氏・吉田明彦のイメージイラ

ストが両面にデザインされた豪華特

別装丁パッケージ 
 その他、以下の特典を同梱 
「オニオンヘルム」インゲームアイテム

コード（※2）／「ファイナルファンタジ

ーXIV」オリジナルタンブラー／「ファイ

ナルファンタジーXIV」メイキング DVD
「Eorzea ― The Making of a Realm」／

ハードカバーピクチャーケース（ゲーム

ソフト・メイキング DVD 封入）／ 
「ファイナルファンタジーXIV」オリジナ

ルデザインセキュリティトークン 

年齢別レーティ

ング（CERO） B（12歳以上対象） 

権利表記 © 2010 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. 

公式サイト http://www.finalfantasyxiv.com/ 

 
※1 利用料金について 
・無料期間 

「ファイナルファンタジーXIV」サービスアカウント（以下サービスアカウント）には、初回
キャラクター購入日から30日間に限り無料でゲームをプレイできる「無料期間」があります。
無料期間は初回キャラクター購入日から30日間となり、この期間中はサービスアカウントに
紐付くプレイヤーキャラクター、リテイナーが無料でご利用いただけます。 
 

・ご利用料金の課金開始時期 
サービスアカウントの「無料期間」終了後、30日ごとにプレイヤーキャラクター、リテイナ
ー数に応じた利用料金のお支払いが必要です。 

 
・契約可能なサービスアカウント数 

ひとつのスクウェア・エニックス アカウントにつき、 大8つのサービスアカウントをご契
約いただけます。 
 

・キャラクター等の追加購入 
リテイナー（アイテム保管およびログイン・ログアウト中にゲーム内でプレイヤーキャラク
ターの代わりにアイテム売買を行うノンプレイヤーキャラクター）はプレイヤーキャラクタ
ーひとつにつき1体無料で利用することができます。将来的に、リテイナー1体につき30日間
100円（税込105円）で追加契約が可能になる予定です。またプレイヤーキャラクター本体は
ひとつにつき30日間300円（税込315円）で 大8つまで追加契約が可能です。 



 

・決済方法 
当社が提供する「スクウェア・エニックス Crysta（クリスタ）」またはクレジットカード（Visa、
MasterCard）をお支払方法としてご利用いただけます。「スクウェア・エニックス Crysta」
の詳細については以下のページをご覧ください。 

 
スクウェア・エニックス Crysta について 
http://account.square-enix.com/howtocrysta/jp/ 

 
 
※2 インゲームアイテムについて 
「インゲームアイテム」は、「ファイナルファンタジーXIV」サービスアカウントに対してのみ
特典を受けることができます。アイテムコードが登録されたサービスアカウントにて新規作成
されたすべてのプレイヤーキャラクターは、登録したアイテムコードの特典アイテムを所持し
た状態でゲームを開始することができます。（アイテムコード登録前に作成されていたプレイヤ
ーキャラクターには特典アイテムを持たせることはできませんのでご注意ください。） 
 
○ガーロンドゴーグル 

新進気鋭の機械工房｢ガーロンド・アイアンワークス｣社製の高機能保護眼鏡 
  ・能力：スキル成長速度ＵＰ 
○オニオンヘルム 

   一皮剥けて活躍できるようにと、新米冒険者用に復刻された玉葱型の古式冑 
  ・能力：行動不能時ペナルティ軽減 
 
 
※「ファイナルファンタジーXIII」初回生産分に付属したキャンペーンコードは「ファイナルファ

ンタジーXIV」Windows 版でも使用可能です。詳しくは http://jp.finalfantasyxiv.com/ffxiii/
をご覧ください。 

 
「ファイナルファンタジーXIII」キャンペーンコードで入手できるインゲームアイテム 

 
○アシュラアームガード 

   多手多芸の東方神｢アシュラ｣の名を冠する、魔法加工された 万能手甲 
・能力：武器・魔器・道具・用具への適応ＵＰ 

 
※PS3 版の発売予定日は 2011 年 3 月上旬、価格は未定です。 
 
 
 
■「ファイナルファンタジーXIV」について 
 
冒険の世紀が、いま始まる！ 
「ファイナルファンタジーXIV」の舞台「エオルゼア」。「ファイナルファンタジー」シリーズの伝

統を継承する美しきこの地で、あなたは世界中から参加している大勢のプレイヤーと共に、自由

に暮らすことになります。時を忘れて酒場で語らい仲間を募る。集めた仲間と協力して荒野で魔

物と戦う。大物を狙って海原にひとり釣り糸をたらす。工房にこもり歴史に名を残す名剣を作り

出す。街路に店を出して商売で大もうけする。どれもあなたの選択次第。 
そう、この「ファイナルファンタジーXIV」の物語を紡ぐのは、あなた自身なのです。 
 
選べる主人公 －多彩なキャラクター－ 
あなたは自分自身の分身、冒険者となるキャラクターを、多様な民族、個性的なルックス、多彩

なクラスなどから決定し、エオルゼアの都市国家のひとつに降り立つことになります。 
そこでは、きっと驚くべき物語や意外な事件、そして、運命の出会いが、あなたを待っているこ

とでしょう。 
 
 



 

選べるプレイスタイル －アーマリーシステム－ 
武器や道具を持ち替えるだけで、あなたはいつでもクラス（職業）をチェンジできます。 
初の１時間は剣術士として、友人と賞金稼ぎ。次の１時間は調理師となり、厨房で活躍。そん

な、あなただけの冒険プランを立て、そしてキャラクター成長が楽しめます。 
 
選べるライフスタイル －ギルドリーヴ－ 
冒険者に日々ランダムに提示される多様なクエスト「ギルドリーヴ」。いくつ受けるか、仲間を誘

うか、どのくらいの時間で切り上げるか。その選択はあなた次第。あなたのライフスタイルに合

わせた、ゲームへの関わり方ができます。 
 
 
 
■7 月上旬より Windows 版 β テスト開始予定！ 
【βテスト募集概要】 
「ファイナルファンタジーXIV 」βテスター応募サイト（http://entry.ffxiv.com/jp/） 
詳細は上記サイトをご確認ください。 
 
【βテスト必要動作環境】 
※お客様のコンピューターが下記動作環境を満たしていない場合、また必要動作環境を満たして

いる場合でも、各種ドライバー、ハードウェア、ソフトウェアの組み合わせ、相性によって正常

に作動しない場合があります。 
 

OS  Windows XP SP3 （※3） 
Windows Vista® 32bit / 64bit SP2 （※4） 
Windows 7 32bit / 64bit （※4）  

CPU  Intel® Core™2 Duo (2.0GHz) 
AMD Athlon™ X2 (2.0GHz)  

メインメモリ  Windows XP：1.5GB 以上 
Windows Vista / Windows 7：2GB 以上  

ハードディスクドライブ／SSD
空き容量  

インストール：空き容量 15GB 以上 
ダウンロード：マイドキュメントのあるドライブの空

き容量 6GB 以上 (※5) 
グラフィックカード  NVIDIA® GeForce® 9600 シリーズ以上 VRAM 

512MB 以上 
ATI Radeon™ HD 2900 シリーズ以上 VRAM 
512MB 以上  

サウンドカード  DirectSound® 互換サウンドカード（DirectX® 9.0c 以

上）  
通信環境  ブロードバンド以上（常時接続必須）  
画面解像度  1280 x 720 以上 32bit  以上 
DirectX  DirectX 9.0c  
その他  マウス、キーボード、ゲームパッド （※6） 

※3 Windows XP を利用している場合、ソフトウェアの実行やインストール、バージョンアップは必ず管理者権

限で行ってください。 
※4 64bitOS は WOW64(Windows on Windows 64)での動作です。 
※5  マイドキュメントのあるドライブのファイルシステムは NTFS である必要があります。 
※6 ゲームパッドは必須ではありません。 
 
※この必要動作環境は β版のものであり、製品版では変更になる可能性があります。 新の情報

は公式サイトに随時掲載いたします。あらかじめご了承ください。 



 

【開発スタッフ】 
プロデューサー：田中弘道（たなか・ひろみち）／「FINAL FANTASY I～III」「FINAL FANTASY XI」 
ディレクター：河本信昭（こうもと・のぶあき）／「FINAL FANTASY IX」「FINAL FANTASY XI」 
アートディレクター：吉田明彦（よしだ・あきひこ）／「ベイグラントストーリー」「FINAL 
FANTASY XII」 
作曲：植松伸夫（うえまつ・のぶお）＜（有）スマイルプリーズ＞／「FINAL FANTASY」シリー

ズ他 
 
 
 
＜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 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5,400万本以上、「ファイナルファンタジー」シリーズは9,700万
本以上の世界出荷を記録しています。（http://www.square-enix.com/jp） 
 

 

 

※「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。 
※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 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・ホールディングスの商標または登録商標です。 
※エオルゼア／EORZEA 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。 
 
 


