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ソニー･コンピュータエンタテインメントジャパン（SCEJ）（※1）は、次世代携帯型エンタテインメントシステム

「PlayStation®Vita(プレイステーション ヴィータ)」(PS Vita)を日本国内で2011年12月17日(土)から発売いたします。また、

2011年10月15日(土)から多くのPS Vita取扱店様でPS Vitaの予約受付を開始いただく予定である（※2）ことを合わせて発表

いたします。 

 

PSP®「プレイステーション・ポータブル」および「プレイステーション 3」プラットフォーム上で実現してきた最先端のエン

タテインメント体験をさらに進化させ、高品質なゲームの世界を現実に取り込みつつ、現実の体験と連動するような革新

的な遊びを可能にするPlayStation®Vitaには、発売と同時に26タイトルものPlayStation®Vita向けソフトウェアが当社および

ソフトウェアメーカー様よりリリースされる予定（※３）です。また、これらのタイトルに加え、現在74タイトルを超えるゲーム

ソフトウェアの制作が進行しており、合計100タイトル以上のタイトルがPlayStation®Vitaに順次提供される予定となってお

ります(別紙参照)。 

 

SCEJは、2011年12月17日の発売に向け日本国内で開催されるイベント等を通じ、皆様にPlayStation®Vitaの魅力を訴

求していくとともに、携帯ゲーム機市場のさらなる拡大を強力に推進してまいります。 

              以上 
 
(※1)株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントのディビジョンカンパニーとして日本国内向けビジネスを担当。 
(※2)予約受付開始時期および予約方法に関しましては、PS Vita取扱店様へお問い合わせください。 
(※3)2011年9月14日現在の情報です。予定は変更となる場合がございます。 

(※）「PlayStation」、「プレイステーション」および「PSP」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。 

 

■情報に関する報道関係からのお問い合わせ先（掲載/露出不可） 

ソニー・コンピュータエンタテインメントジャパン マーケティング部 

TEL．050-3807-0581  FAX．050-3807-0633 

※上記問い合わせ先の掲載はご遠慮下さい。 

 

■ーザー様からのお問い合わせ先（掲載/露出可） 

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント インフォメーションセンター 

http://www.jp.playstation.com/support 

  TEL．0570-000-929（PHS、一部IP電話でのご利用は 03-6733-0800） 

         受付時間10：00～18：00 
 

■PlayStation®Vitaオフィシャルサイト 

 http://www.jp.playstation.com/psvita/ 

 

次世代携帯型エンタテインメントシステム 
PlayStation®Vita 

日本国内における発売日を2011年12月17日（土）に決定 
同時発売タイトル、及び国内開発中ソフトウェアラインアップも発表 
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【別紙】 

 
＜PlayStation®Vita 本体同時発売ソフトウェアラインナップ＞(発売元/タイトル名 50音順)  計26タイトル 

タイトル名 発売元 ジャンル ご提供形態 

BLAZBLUE CONTINUUM SHIFT EXTEND アークシステムワークス株式会社 2D対戦格闘 
PS Vitaカード /  

PS Storeダウンロード版 

Project N.O.E.L.S. （仮） アークシステムワークス株式会社 (音ゲーが楽しめる)音楽プレイヤー PS Storeダウンロード版 

ブラウザ三国志 タッチバトル（仮） 株式会社AQインタラクティブ リアルタイム戦略シミュレーション PS Storeダウンロード版 

FISH ON(仮) 株式会社角川ゲームス スポーツ(フィッシング) 
PS Vitaカード /  

PS Storeダウンロード版 

アルティメット マーヴル ＶＳ. カプコン 3 株式会社カプコン ファイティングアクション 
PS Vitaカード /  

PS Storeダウンロード版 

真・三國無双 NEXT 株式会社コーエーテクモゲームス タクティカルアクション 
PS Vitaカード /  

PS Storeダウンロード版 

F1 2011™ コードマスターズ株式会社 レーシング 
PS Vitaカード /  

PS Storeダウンロード版 

地獄の軍団 株式会社スクウェア・エニックス 軍団アクション 
PS Vitaカード /  

PS Storeダウンロード版 

ロード オブ アポカリプス 株式会社スクウェア・エニックス アクションRPG 
PS Vitaカード /  

PS Storeダウンロード版 

忍道２ 散華 株式会社スパイク 忍者ステルスアクション 
PS Vitaカード /  

PS Storeダウンロード版 

パワースマッシュ4 株式会社セガ スポーツ（テニス） 
PS Vitaカード /  

PS Storeダウンロード版 

アンチャーテッド -地図なき冒険の始まり- 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント アクション・アドベンチャー 
PS Vitaカード /  

PS Storeダウンロード版 

サワリ・マ・ク～ル 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント ミニゲームコレクション PS Storeダウンロード版 

みんなといっしょ 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント ビジュアル・フレンドネットワーク PS Storeダウンロード版 

みんなのGOLF 6 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント ゴルフゲーム 
PS Vitaカード /  

PS Storeダウンロード版 

勇者のきろく（仮） 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント 生活アプリ PS Storeダウンロード版 

モンスターレーダー ソニーマーケティング株式会社 位置情報ゲーム 
PS Vitaカード /  

PS Storeダウンロード版 

＠ｆｉｅｌｄ 株式会社ソニックパワード 仮想空間ゴルフアクション 
PS Vitaカード /  

PS Storeダウンロード版 

真かまいたちの夜 11人目の訪問者 

（サスペクト） 
株式会社チュンソフト サウンドノベル 

PS Vitaカード /  

PS Storeダウンロード版 

ドリームクラブZERO ポータブル 株式会社ディースリー・パブリッシャー 恋愛シミュレーション 
PS Vitaカード /  

PS Storeダウンロード版 

ニコニコ 株式会社ドワンゴ Niconico PS Storeダウンロード版 

魔界戦記ディスガイア３ Return 株式会社日本一ソフトウェア 
1,000万時間遊べる史上最凶のシミュ

レーションRPG 

PS Vitaカード /  

PS Storeダウンロード版 

塊魂 ノ・ビ～タ 株式会社バンダイナムコゲームス 
さわって、転がして、大きくするゲー

ム 

PS Vitaカード /  

PS Storeダウンロード版 

リッジレーサー（仮） 株式会社バンダイナムコゲームス 爽快ドリフトレース 未定 

ダーククエスト（仮） ユービーアイソフト株式会社 RPG 
PS Vitaカード /  

PS Storeダウンロード版 

MICHAEL JACKSON THE EXPERIENCE HD

（仮） 
ユービーアイソフト株式会社 リズムゲーム 

PS Vitaカード /  

PS Storeダウンロード版 
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＜PlayStation®Vita 国内開発中ソフトウェアラインナップ＞(発売元/タイトル名  50音順)    計74タイトル 

タイトル名 発売元 ジャンル 

モンスター大百科（仮） アイディアファクトリー株式会社 カードゲーム 

パチパラシリーズ（仮） アイレムソフトウェアエンジニアリング株式会社 パチンコ 

未定 株式会社アクアプラス ダンジョンRPG 

墨鬼 SUMIONI  株式会社アクワイア 墨筆アクション 

MALICIOUS（仮） 株式会社アルヴィオン アクション 

SRPG（仮） 株式会社アルファ・ユニット SRPG 

ドラゴンズクラウン イグニッション・エンターテイメント・リミテッド アクションRPG 

真・女神転生シリーズ 株式会社インデックス （アトラス） RPG 

ペルソナ4 ザ・ゴールデン 株式会社インデックス （アトラス） RPG 

MAPLUSポータブルナビ4（仮） 株式会社エディア ナビゲーション 

FIFA （仮） エレクトロニック・アーツ サッカー 

未定 加賀クリエイト株式会社 恋愛アドベンチャー 

未定 加賀クリエイト株式会社 シューティング 

新規タイトル 株式会社ガスト 新ジャンル 

ストリートファイター X 鉄拳 株式会社カプコン 対戦格闘 

ラグナロク オデッセイ ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 アクション 

未定 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 アクション 

未定 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 アクションパズル 

しろつく 株式会社ケイブ シミュレーション 

新作シューティング 株式会社ケイブ シューティング 

NINJA GAIDEN Σ 株式会社コーエーテクモゲームス アクション 

アスファルト インジェクション 株式会社コナミデジタルエンタテインメント レース 

ARコンバットデジQ 株式会社コナミデジタルエンタテインメント シミュレーション 

王と魔王と7人の姫君たち ～新・王様物語～ 株式会社コナミデジタルエンタテインメント ロールプレイング 

サッカータイトル 株式会社コナミデジタルエンタテインメント スポーツ 

ZONE OF THE ENDERS HD EDITION 株式会社コナミデジタルエンタテインメント ハイスピードロボットアクション 

麻雀格闘倶楽部 新生・全国対戦版 株式会社コナミデジタルエンタテインメント 麻雀 

METAL GEAR SOLID HD EDITION 株式会社コナミデジタルエンタテインメント タクティカル・エスピオナージ・アクション 

野球タイトル 株式会社コナミデジタルエンタテインメント スポーツ 

DJ MAX TECHNIKA PORTABLE 株式会社サイバーフロント DJシミュレーション 

三極姫～三国乱世・覇天の采配～ システムソフト・アルファー株式会社 シミュレーション+アドベンチャー 

出撃！！乙女たちの戦場２～天翔ける衝撃の絆～ システムソフト・アルファー株式会社 シミュレーション+アドベンチャー 

戦極姫３～天下を切り裂く光と影～ システムソフト・アルファー株式会社 シミュレーション+アドベンチャー 

萌え萌え大戦争☆げんだいばーん ＋＋（ぷらすぷらす）  システムソフト・アルファー株式会社 シミュレーション+アドベンチャー 

銀星囲碁（仮） 株式会社シルバースタージャパン 囲碁 

銀星将棋 風雲龍虎雷伝（仮） 株式会社シルバースタージャパン 将棋 

ファイナルファンタジーX 株式会社スクウェア・エニックス RPG 

スーパーモンキーボール（仮） 株式会社セガ アクションパズル 

Escape Plan（仮）  株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント サバイバルストラテジー 
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GRAVITY DAZE/重力的眩暈：上層への帰還において、彼女の内

宇宙に生じた摂動 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント 重力アクション・アドベンチャー 

サウンドシェイプ（仮）  株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント アクション・ミュージッククリエーター 

STARSTRIKE DELTA  株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント シューティング 

リアリティーファイター 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント AR対戦格闘 

リトルビッグプラネット（仮）  株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント アクション 

WipEout®2048 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント レース 

極限脱出ADV 善人シボウデス 株式会社チュンソフト 極限脱出ADV 

狩るキルDragon（仮） 株式会社デジタルワークスエンターテインメント 
進化していく敵を変身して倒すハンティン

グＡＣＴゲーム 

スロッターマニアＶ 株式会社 ドラス スロットシミュレーション 

ハローキティといっしょ ブロッククラッシュＶ 株式会社 ドラス ブロッククラッシュ 

イース セルセタの樹海 日本ファルコム株式会社 アクションRPG 

大都技研公式パチスロシミュレーターシリーズ（仮） 株式会社パオン パチスロ実機シミュレーター 

ニコリの数独 ～完全版～（仮） 株式会社ハムスター パズル 

機動戦士ガンダムシリーズ（仮） 株式会社バンダイナムコゲームス アクション 

スーパーロボット大戦シリーズ（仮） 株式会社バンダイナムコゲームス 未定 

テイルズ オブ イノセンス R 株式会社バンダイナムコゲームス RPG 

アニメ アクション（仮） 株式会社バンダイナムコゲームス アクション 

RPG（仮） フリュー株式会社 RPG 

リトルバスターズ！ Converted Edition 株式会社プロトタイプ 恋愛アドベンチャー 

未定 ポリゴンマジック株式会社 アンドロイド コミュニケーター 

新作アクションRPG（仮） 株式会社マーベラスエンターテイメント アクションRPG 

新作アクションゲーム（仮） 株式会社マーベラスエンターテイメント アクションアドベンチャー 

新作シミュレーションRPG（仮） 株式会社マーベラスエンターテイメント シミュレーションRPG 

新作ファンタジーRPG（仮） 株式会社マーベラスエンターテイメント アクションRPG 

東大将棋シリーズ 株式会社毎日コミュニケーションズ テーブル 

麻雀覇王シリーズ 株式会社毎日コミュニケーションズ テーブル 

未定 株式会社MAGES.(5pb.) アドベンチャー 

Next Education [英文法] 株式会社メディアファイブ 教育・学習 

Next Education [行政書士] 株式会社メディアファイブ 教育・学習 

Next Education [TOEIC TEST] 株式会社メディアファイブ 教育・学習 

LUMINES Electronic Symphony （仮） ユービーアイソフト株式会社 音楽パズル 

Rayman Origins （仮） ユービーアイソフト株式会社 アクション 

RPG(仮) 株式会社ライドオンジャパン RPG 

Jumpin'(仮) レールファンホールディングス株式会社 ジャンプアクション 

レベルファイブの新作ＲＰＧ 株式会社レベルファイブ RPG 

 
 
 
 
 
 



5/7 

＜PlayStation®Vita 商品概要＞ 

商品名 PlayStation®Vita 3G/Wi-Fiモデル クリスタル・ブラック 初回限定版 

型番 PCH-1100 AA01 

発売日 2011年12月17日（土） 

希望小売価格 29,980円（税込） 

内容品 

・PlayStation®Vita 3G/Wi-Fiモデル 本体×1 

・USBケーブル×1 

・ACアダプター×1 

・電源コード×1 

・印刷物×1式 

・SIMカード×1(本体挿入済み)(プリペイドデータプラン 100h付) 

※50万台数量限定商品 
 

商品名 PlayStation®Vita 3G/Wi-Fiモデル クリスタル・ブラック 限定版 

型番 PCH-1100 AB01 

発売日 ＊初回限定版の出荷が完了次第、限定版の出荷を開始致します。 

希望小売価格 29,980円（税込） 

内容品 

・PlayStation®Vita 3G/Wi-Fiモデル 本体×1 

・USBケーブル×1 

・ACアダプター×1 

・電源コード×1 

・印刷物×1式 

・SIMカード×1(本体挿入済み)(プリペイドデータプラン 20h付) 

※数量限定商品 
 

商品名 PlayStation®Vita Wi-Fiモデル クリスタル・ブラック 

型番 PCH-1000 ZA01 

発売日 2011年12月17日（土） 

希望小売価格 24,980円（税込） 

内容品 

・PlayStation®Vita Wi-Fiモデル 本体×1 

・USBケーブル×1 

・ACアダプター×1 

・電源コード×1 

・印刷物×1式 
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＜PlayStation®Vita 本体概要＞ 
商品名称 PlayStation®Vita 
型番 PCH-1000 series 
CPU ARM® Cortex™-A9 core （4 core） 
GPU SGX543MP4+ 
メイン・メモリ 512MB 
VRAM 128MB 
外形寸法 約182.0 x 18.6 x 83.5mm （幅×高さ×奥行き） （最大突起部除く） 
質量 約279g （3G/Wi-Fiモデル） 

約260g （Wi-Fiモデル） 
スクリーン 
（タッチスクリーン） 

5インチ（16:9）、960 x 544、約1677万色、有機ELディスプレイ 
マルチタッチスクリーン（静電容量方式） 

背面タッチパッド マルチタッチパッド（静電容量方式） 
カメラ 前面カメラ、背面カメラ 

フレームレート : 120fps@320x240(QVGA), 60fps@640x480(VGA) 
解像度 : 最大640x480(VGA) 

サウンド ステレオスピーカー内蔵 
マイク内蔵 

センサー 6軸検出システム（3軸ジャイロ・3軸加速度）、3軸電子コンパス機能 
ロケーション GPS内蔵 (3G/Wi-Fi モデルのみ) 

Wi-Fiロケーションサービス対応 
キー・スイッチ類 PSボタン 

電源ボタン 
方向キー（上下左右） 
アクションボタン（△、○、×、□ボタン） 
Lボタン、Rボタン 
左スティック、右スティック 
STARTボタン、SELECTボタン 
音量＋ボタン、音量－ボタン 

ワイヤレス通信機能 モバイルネットワーク通信機能 （3G/Wi-Fi モデルのみ） 
  携帯モデム（データ通信）： HSDPA/HSUPA 
IEEE 802.11b/g/n （n = 1x1）準拠（Wi-Fi） （インフラストラクチャーモード/アドホックモード） 
Bluetooth® 2.1+EDR準拠（A2DP/AVRCP/HSP対応） 

主な端子/主なI/O PlayStation®Vitaカードスロット 
メモリーカードスロット 
SIMカードスロット (3G/Wi-Fi モデルのみ) 
マルチユース端子 (USBデータ通信/本体電源入力/音声入出力[ステレオ出力/モノラル入力]/シリア

ル入出力兼用),  
ヘッドホン/マイク端子 (ステレオミニジャック) (音声入出力[ステレオ出力/モノラル入力]) 
アクセサリー端子 

電源 バッテリー： 
種類 内蔵リチウムイオン充電池 
電力 DC3.7V 2200mA 

ACアダプター： 
DC 5V 

動作環境温度 5℃～35℃ 
対応コーデック ミュージック 

－MP3 MPEG-1/2 Audio Layer 3、MP4 (MPEG-4 AAC)、WAVE (Linear PCM) 
ビデオ 
－MPEG-4 Simple Profile (AAC)、H.264/MPEG-4 AVC High/Main/Baseline Profile (AAC) 
フォト 
－JPEG (Exif 2.2.1), TIFF, BMP, GIF, PNG 
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※ 「PlayStation」および「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。 
※ ARMおよびCortexは、ARM Ltd. の商標または登録商標です。 
※ Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する商標であり、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントは、これら商標を使用する

許可を受けています。 
※ その他記載されている名称は各社の商標または登録商標です。 
 

＜参考： セーブデータの保存について＞ 
※ PlayStation®Vitaゲームタイトルには、セーブデータ等のデータをメモリーカードに保存するタイプと、PlayStation®Vitaカードに保存するタイプがあります。メ

モリーカードに保存するタイプの場合、遊ぶにはメモリーカード（別売）が必要となります。詳しくはPlayStation®Vitaゲームタイトルのパッケージ記載事項や

ゲームの解説書にてご確認ください。 

 
＜参考： バッテリー持続時間の目安＞ 
ゲーム 約３～５時間 

動画再生 約５時間 

音楽再生 （スタンバイ時） 約９時間 
※ スクリーンの明るさは工場出荷時の設定、Bluetooth機能不使用、ヘッドフォン使用時 

※ ゲームはネットワーク機能不使用時 

※ スクリーンの明るさやネットワーク機能（モバイルネットワーク/ワイヤレスLAN）の利用状況、お楽しみ頂くコンテンツの種類によって持続時間が異なること

が有ります。 

 
＜参考： バッテリー充電時間の目安＞ 

ACアダプター充電 約２時間４０分 

※ バッテリー残量がなくなった状態から充電したとき 

 


