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 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、本日開催をいたしました「ファイナルファンタジー生誕30周年 
Opening Ceremony」において、シリーズ関連タイトルの最新情報および30周年記念施策を発表

いたしました。 
 
1987 年 12 月 18 日に第 1 作が発売された「ファイナルファンタジー」シリーズは、本 2017 年

に 30 周年を迎えます。シリーズ関連タイトルはもちろんのこと、30 周年を記念した様々な施策

を展開してまいります。 
 
詳細は「ファイナルファンタジー」30 周年記念ポータルサイトをご参照ください。 
「ファイナルファンタジー」30 周年記念ポータルサイト：http://www.finalfantasy.jp/30th/  

 
＜シリーズ関連タイトル最新情報＞ 
 

 ■「ファイナルファンタジーXII ザ ゾディアック エイジ」 
※本日、タイトルの発売日および価格を発表いたしました。 
 
 発 売 日：2017 年 7 月 13 日（木）予定 
 価 格：6,800 円（税別） 
 対 応 機 種：PlayStation®4 
 公式サイト：http://www.jp.square-enix.com/ff12_tza/  
 
©2006,2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. 

 
 
 

■「いただきストリート ドラゴンクエスト＆ファイナルファンタジー 
30th ANNIVERSARY」 
 
 「ファイナルファンタジーXV」より「ノクティス」、 

「ファイナルファンタジーVI」より「ケフカ」が登場することが決定 
 「いただきストリート」シリーズとして初めてキャラクターボイスに対応 
 公式サイト：http://www.jp.square-enix.com/itastDQFF30th/  
 
© 2017 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved. 
DRAGON QUEST characters: © ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX 
FINAL FANTASY characters: © SQUARE ENIX 
CHARACTER ILLUSTRATION:SHIRO AMANO 

 
 
 

■「ファイナルファンタジーVII リメイク」 
※本日、新たなキーアートを発表いたしました。下記特設ページをご参照ください。 

 
URL：http://www.jp.square-enix.com/ffvii_remake/  

 
© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.  
CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI 
 

「ファイナルファンタジー」シリーズ30周年 
関連タイトル最新情報および30周年記念施策を発表 

http://www.finalfantasy.jp/30th/
http://www.jp.square-enix.com/ff12_tza/
http://www.jp.square-enix.com/itastDQFF30th/
http://www.jp.square-enix.com/ffvii_remake/


 

 
 
 

■「ファイナルファンタジーXV」 
 
 新しい遊びをご提供する追加ダウンロードコンテンツ 

「ブースターパック+」・「ブースターパック（無料版）」、 
「エピソードグラディオラス」の内容を発表 

 公式サイト：http://www.jp.square-enix.com/ff15/ 
 
© 2016 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.  
MAIN CHARACTER DESIGN：TETSUYA NOMURA 

 
 
 

■「ファイナルファンタジーXIV」 
 
 「ファイナルファンタジー」シリーズを題材にした初の実写化作品、

ドラマ「ファイナルファンタジーXIV 光のお父さん」が 2017 年 4 月

より放送開始予定 
 公式サイト：http://jp.finalfantasyxiv.com/  
 
© 2010 - 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. 

 
 
 

■「ディシディア ファイナルファンタジー オペラオムニア」 
※本日、配信開始日を発表いたしました。 
 
 2017 年 2 月 1 日（水）より配信開始 
 「ファイナルファンタジーVII」からは「クラウド」「ティファ」「ユ

フィ」が参戦 
 公式サイト：http://www.jp.square-enix.com/DFFOO/ 
 
©2017 KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. 
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA 

 
 
 

■「メビウス ファイナルファンタジー」 
 
 「ファイナルファンタジーVII」とのゲーム内コラボイベント 

「フェイタル・コーリング－宿命の呼び声－」を開催予定 
 「ファイナルファンタジーVII」20 周年＆登録者 1000 万突破を記念

して、ゲーム内で様々なボーナスを予定 
 公式サイト：http://www.jp.square-enix.com/MOBIUSFF/  
 
© 2015-2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. 

 
 
 

■「ファイナルファンタジー ブレイブエクスヴィアス」 
 

 全世界 2,000 万ダウンロード突破 
 2 月 6 日に、「「ファイナルファンタジーVII」より「クラウド」が新た

に参戦、さらに「FFVII」イベント「魔晄炉爆破作戦」を開催予定 
 ヨウジヤマモト「Ground Y」とコラボレーション 
 公式サイト：http://www.jp.square-enix.com/FFBE/  
 
© 2015-2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. 

 
＜「ファイナルファンタジー」30 周年記念施策＞ 
 

■「ファイナルファンタジー」30 周年記念コミック 
 
 

「ファイナルファンタジー」30 周年に、スクウェア・エニックス

出版部門から、初のオリジナルシナリオによる「ファイナルファ

ンタジー」のコミック化が決定いたしました。 
2017 年春、スクウェア・エニックスが発行する月刊「少年ガンガ

ン」にて連載開始予定です。 
 

原作：「C３（シーキューブ）」の水瀬葉月（みなせ はづき）氏 

作画：「階段途中のビッグ・ノイズ」作画担当の亀屋樹（かめや いつき）氏 
 
 

http://www.jp.square-enix.com/ff15/
http://jp.finalfantasyxiv.com/
http://www.jp.square-enix.com/DFFOO/
http://www.jp.square-enix.com/MOBIUSFF/
http://www.jp.square-enix.com/FFBE/


 

■「ファイナルファンタジー」30 周年記念グッズ 
「ファイナルファンタジー」30 周年を記念し、「サボテンダー」「チョコボ」「モーグリ」など

の「ファイナルファンタジー」の人気キャラクターをモチーフとしたオリジナルケーキや、日本

初上陸の高品質ワインとコラボレーションした記念ボトルワイン、1987 年生まれのワインと ス
ワロフスキー®・クリスタルで装飾されたオリジナルペアグラスの豪華セット、30 周年デザイン

のトートバッグ・マグカップ・クリアファイルなど、様々な記念グッズを発売することが決定い

たしました。 
詳細はＨＰ（URL：http://sqex.to/FF30TH_estore）をご参照ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
▲オリジナルケーキ       ▲記念ボトルワイン（赤・白）  ▲ワイン・オリジナルペアグラスセット 

 
※Swarovski®は、Swarovski AG の登録商標です。 

※画像はイメージです。実際の商品とは異なります。 
 
 

■「ファイナルファンタジー」30 周年記念コラボレーション商品 
「ファイナルファンタジー30 周年プロジェクト」が、日清食品株式会社

（社長：安藤徳隆）のカップヌードルとコラボレーションしたアニバーサ

リー商品「カップヌードル FINAL FANTASY BOSS COLLECTION ボス

キャラパッケージ」が明日 2 月 1 日より予約発売いたします。 
詳細は HP（URL：https://store.nissin.com/jp/feature/finalfantasy30th/）を

ご参照ください。  
 
 

■「ファイナルファンタジー」30 周年記念セール 
30 周年を記念して、シリーズタイトルのダウンロード版を最大 50%OFF にて販売するセールを、

スクウェア・エニックス e-STORE をはじめ、様々なストアで順次展開いたします。 
対象タイトル・各ストアでのセール開始時期などの詳細は、ファイナルファンタジー30 周年ポー

タルサイトにて追って公表いたします。 
 
 

■「ファイナルファンタジー」30 周年記念ミニチュアカレンダー 
30 周年記念施策のひとつとして、ミニチュア写真家である田中達也さんとのコラ

ボレーションによる「ミニチュアカレンダー」を作成。 
2017 年 1 月から 12 月まで毎月 1 作品、全 12 作品を田中達也さん、スクウェア・

エニックスの公式 SNS アカウントなどで公開していく予定です。 
特設ページ「MINIATURE FINAL FANTASY」：http://miniature-calendar.com/ff30th 
 
 

■「FINAL FANTASY 30 周年記念展（仮称）」 
30 周年を記念して、「FINAL FANTASY 30 周年記念展（仮称）」の開催が決定いたしました。 
詳細は順次、公表してまいります。 
 開催時期：2018 年（予定） 
 開催場所：森アーツセンターギャラリー 

http://sqex.to/FF30TH_estore
https://store.nissin.com/jp/feature/finalfantasy30th/
http://miniature-calendar.com/ff30th


 

 
 
＜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 7,000 万本以上）、「ファイナルファンタジー」シリーズ（同 1 億 3,000 万本以上）、「トゥームレイダー」

シリーズ（同 5,800 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） 
 
※シリーズ累計出荷・ダウンロード販売本数は、パッケージゲーム出荷本数と本編ダウンロード販売本数の合計。ダウンロード販売本数は、2015
年 4 月以降の累計値を使用し、パッケージゲームの本編ダウンロード版と家庭用ゲーム機および PC 向け本編ダウンロード専用タイトルを含む。 
 
 
※“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、ファイナルファンタジー ザ ゾディアック エ
イジ／FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE、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。 

 

http://www.jp.square-enix.com/

