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報道関係者各位

“セルフカバー”でプレイステーション 2 に登場！

PS2 用、運命という名の RPG｢テイルズ オブ デスティニー｣を発売
社
長 : 石川 祝男
本
社 : 東京都大田区矢口 2-1-21
資 本 金 : 150億円
株式会社バンダイナムコゲームスは、プレイステーション（以下 PS）2 用ロール
プレイングゲーム「テイルズ オブ デスティニー」を 11 月 30 日（木）に発売します。
本作は、1997 年 12 月に『テイルズ オブ』シリーズ 2 作目として発売された PS
用「テイルズ オブ デスティニー」の、ゲームシステムやビジュアル、戦闘システム、
ボイスなど、全てを刷新したシリーズ初の完全セルフカバー（リメイク）版です。
物言う剣「ディムロス」と主人公スタンとの運命的な出会いから始まり、いくつ
もの出会いや衝撃的な別れを紡ぎながら展開するストーリーが、今新たに PS2 でよ
みがえります。
パッケージ

【特 徴】
■ほぼ全てのセリフを一新
メーンシナリオはそのままに、ほぼ全てのセリフを新たに書き起こし、豪華声優陣による完全フル
ボイス化を実現しました。サブイベントや、より登場人物の内面に深く関わるセリフを追加し、初め
てプレイする方はもちろんのこと、PS 版をプレイされた方でも新鮮な気持ちで楽しんでいただけます。
■冒険の世界を完全 3D 化
PS 版では 2D だったマップを全て 3D に書き直し、より臨場感溢れる
柔らかな描写で｢デスティニー｣の世界を描きました。またダンジョン
を完全 3D 化することにより、2D に比べて広大なエリアを冒険するこ
とができる上、ダンジョン内の仕掛けも 3D ならではの表現によって、
奥深く、より一層楽しめるものとなっています。

■アニメーションムービーや CG ムービーを多数追加
『テイルズ オブ』シリーズに欠かすことのできない要素のひとつで
あるアニメーションムービーや CG ムービーを多数追加しました。
物語の随所に挿入されるそれらの美麗なムービーが「デスティニー」
の世界を美しく、また感動的に描き出します。

ゲーム画面
（3D 化されたタウンマップ）

■テーマソングは DEEN『夢であるように』
テーマソングは、PS 版で好評だった DEEN「夢であるように」を引き続き採用しました。
『テイルズ オ
ブ』シリーズのテーマソングの中でも名曲と評判の DEEN の優しい歌声と歌詞が、本作の世界に美しい
彩りを添えています。

【完全攻略本を発売】
本作をよりお楽しみいただくために、完全攻略本となる「テイルズ オブ デスティニー 公式コン
プリートガイド」を 12 月下旬に発売します。
ゲームの徹底的な解説と、その質の高さにおいてユーザーからご好評をいただいている｢バンダ
イナムコゲームスブックス｣シリーズの第 12 弾です。今回も開発スタッフの協力のもと、攻略か
らインタビュー、設定資料集に至るまで盛りだくさんの内容で、｢テイルズ オブ デスティニー｣
のすべてを網羅する内容になっています。
商品名

テイルズ オブ デスティニー 公式コンプリートガイド

発売日

2006 年 12 月下旬 （予定）

価 格

未定

発売元

株式会社山下書店

発行元

株式会社バンダイナムコゲームス

ISBN コード

4-902372-12-6

攻略本カバーイラスト

№52-054（2/2）
【『テイルズ オブ』シリーズとは】
1995 年 12 月 15 日に発売したスーパーファミコン用ソフト「テイルズ オブ ファンタジア」以来、本編のシリーズ化や
外伝の発売、また他のゲーム機への移植など、これまでにシリーズ 19 作品で累計約 750 万本(外伝・廉価版含む)を
販売してきた人気シリーズです。緻密な世界観、秀逸なキャラクター、ドラマチックなストーリー、アクション性の高い
戦闘システムによりゲームファンのみならずアニメファンからも圧倒的な支持をいただいています。

参考：『テイルズ オブ』シリーズ年表
製品名

発売日

対応機種

ジャンル

1995年12月15日

スーパーファミコン

RPG

1997年12月23日

プレイステーション

RPG

1998年12月23日

プレイステーション

RPG

テイルズ オブ ファンタジア なりきりダンジョン

2000年11月10日

ゲームボーイカラー

ダンジョンRPG

テイルズ オブ エターニア

2000年11月30日

プレイステーション

RPG

テイルズ オブ ファンダム Vol.1

2002年 1月31日

プレイステーション

ファンディスク

テイルズ オブ ザ ワールド なりきりダンジョン2

2002年10月25日

ゲームボーイアドバンス

RPG

テイルズ オブ デスティニー2

2002年11月28日

プレイステーション2

RPG

テイルズ オブ ザ ワールド ～サモナーズ リネージ～

2003年 3月 7日

ゲームボーイアドバンス

シミュレーションRPG

テイルズ オブ ファンタジア (GBA版※2)

2003年 8月 1日

ゲームボーイアドバンス

RPG

テイルズ オブ シンフォニア

2003年 8月29日

ゲームキューブ

RPG

テイルズ オブ シンフォニア(PS2版※3)

2004年 9月22日

プレイステーション2

RPG

テイルズ オブ リバース

2004年12月16日

プレイステーション2

RPG

テイルズ オブ ザ ワールド なりきりダンジョン3

2005年 1月 6日

ゲームボーイアドバンス

RPG

テイルズ オブ エターニア(PSP版 )

2005年 3月 3日

プレイステーション・ポータブル RPG

テイルズ オブ レジェンディア

2005年 8月25日

プレイステーション2

RPG

テイルズ オブ ジ アビス

2005年12月15日

プレイステーション2

RPG

2006年 9月 7日

プレイステーション・ポータブル RPG

テイルズ オブ ファンタジア
テイルズ オブ デスティニー
※1

テイルズ オブ ファンタジア (PS版

)

※4

テイルズ オブ ファンタジア –フルボイスエディション-

※5

2006年10月26日
テイルズ オブ ザ テンペスト
ニンテンドーDS
RPG
※1・・・1995年に発売のスーパーファミコン版「テイルズ オブ ファンタジア」をプレイステーション用に移植したものです。
※2・・・1995年に発売のスーパーファミコン版「テイルズ オブ ファンタジア」をゲームボーイアドバンス用に移植したものです。
※3・・・2003年に発売のゲームキューブ版「テイルズ オブ シンフォニア」をプレイステーション2用に移植したものです。
※4・・・2000年に発売のプレイステーション版「テイルズ オブ エターニア」をプレイステーション・ポータブル用に移植したものです。
※5・・・1995年に発売のスーパーファミコン版「テイルズ オブ ファンタジア」をプレイステーション・ポータブル用に移植したものです。

【製品概要】
製品名
発売日
対応機種
ジャンル
価格
レーベル
著作権標記

テイルズ オブ デスティニー
2006 年 11 月 30 日（木）
プレイステーション 2
ロールプレイングゲーム
6,800 円 （税込 7,140 円）
ナムコ
(C) いのまたむつみ (C) 1997 2006 NBGI

対象年齢

（全年齢対象）

バンダイナムコゲームスは、 世界中の人々に感動 と豊かで 楽しい時間 を提 供し続けるため、 あくなき
チャレンジを続けます。
※プレスリリースの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
※著作権表記中の（C）は、○の中に C の表記をしていただきますようお願い致します。

以上

