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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アジア(※1)（SCEJA）は、次世代コンピュータエンタテインメントシ

ステム「プレイステーション ４」(PS4™)を、日本国内で2014年2月22日（土）から希望小売価格41,979円（税込）

/39,980円（税抜）で発売いたします。(※2) 

また、PS4™本体にPlayStation®Cameraを同梱した「プレイステーション ４ PlayStation®Camera同梱版」を同日よ

り46,179円（税込）/43,980円（税抜）で発売いたします。(※2) 

 

PS4™は、高い描写力と処理性能、様々なソーシャルとの融合、そして「プレイステーション ヴィータ」や様々なモ

バイル端末との連携を実現し、ユーザーの皆様の“最高の遊び場”として、いままでにない新しいゲーム体験をお楽

しみいただけます。表現力豊かで没入感のあるゲーム体験、お好みのアプリケーションや各種サービスを通じて、

ユーザーの皆様に、「プレイステーション」ならではの豊かなエンタテインメントを提供いたします。 

PS4™本体の発売と同時にソフトウェアメーカー各社様およびSCEワールドワイド・スタジオ（SCE WWS）から19ソ

フトウェアタイトルが日本国内向けに発売されます。また、これらのタイトルに加え、現在23を超える各種タイトルの

制作が進行しているほか、インディーズ（独立系）をはじめとした幅広いゲーム開発者様からもご賛同いただき、合

計51以上のタイトルが順次日本向けに提供されます。（※3） 

 

さらに、PS4™本体色 ジェット・ブラックと同色の、PS4™専用ワイヤレスコントローラー（DUALSHOCK®4）および

DUALSHOCK®4のカラーバリエーション「マグマ・レッド」、「ウェイブ・ブルー」を、PS4™本体と同時に希望小売価格 

6,279円（税込）/5,980円（税抜）にて発売いたします。ユーザーの皆様は、これら3色からお好みの色のコントロー

ラーで、PS4™のゲームプレイやエンタテインメントをお楽しみいただけます。また、PS4™専用周辺機器として

「PlayStation®Camera」（希望小売価格 6,279円（税込）/5,980円（税抜））、「DUALSHOCK®4 充電スタンド」（希望小

売価格 2,604円（税込）/2,480円（税抜））、「縦置きスタンド」（希望小売価格 2,394円（税込）/2,280円（税抜））も本体と

同時に発売いたします。 

 

SCEJAは、2014年2月22日のPS4™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PS4™の魅力を訴

求していくとともに、日本の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およびアジア地域向けのビジネスを担当。 

※2  初回限定商品「PlayStation®4 First Limited Pack」および「PlayStation®4 First Limited Pack with PlayStation®Camera」の出荷完了後、順次

出荷開始いたします。「PlayStation®4 First Limited Pack」および「PlayStation®4 First Limited Pack with PlayStation®Camera」の詳細は、別途発
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表した弊社プレスリリースをご参照ください。 

※3 2013年9月9日現在の情報です。予定は変更となる場合がございます。 

 

 

＜「プレイステーション ４」 発売予定ソフトウェアラインナップ＞(発売日/発売元/タイトル名 50 音順) 計 51 タイトル 

発売日 タイトル名 発売元 ジャンル 

提供形態、 

Blu-ray Disc™ 希望小売価格 

ダウンロード版 販売価格 

2014/2/22 
とっても E 麻雀ぷら

す 

アークシステムワークス株

式会社 
テーブルゲーム ダウンロード版 1,500 円（税込） 

2014/2/22 バトルフィールド 4 
エレクトロニック・アーツ株式

会社 

ミリタリーアク

ションシューティ

ング 

Blu-ray Disc™ 価格未定 

ダウンロード版 価格未定 

2014/2/22 
FIFA 14 ワールドク

ラスサッカー 

エレクトロニック・アーツ株式

会社 
スポーツ 

Blu-ray Disc™ 価格未定 

ダウンロード版 価格未定 

2014/2/22 
NATURAL 

DOCTRINE 
株式会社角川ゲームス 

シミュレーション

RPG 

Blu-ray Disc™ 価格未定 

ダウンロード版 価格未定 

2014/2/22 ストライダー飛竜 株式会社カプコン 
ハイスピード探

索アクション 
未定 

2014/2/22 
真・三國無双７ with 

猛将伝 

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 

Blu-ray Disc™ 価格未定 

ダウンロード版 価格未定 

2014/2/22 
コール オブ デュー

ティ ゴースト 

株式会社スクウェア・エニッ

クス 

ファーストパー

ソン・シューティ

ング 

Blu-ray Disc™ 価格未定 

ダウンロード版 価格未定 

2014/2/22 

ファイナルファンタ

ジーXIV: 新生エオ

ルゼア βテスト 

株式会社スクウェア・エニッ

クス 
MMO RPG 未定 

2014/2/22 龍が如く 維新！ 株式会社セガ 
アクション・アド

ベンチャー 

Blu-ray Disc™ 価格未定 

ダウンロード版 価格未定 

2014/2/22 
KILLZONE 

SHADOW FALL 

株式会社ソニー・コンピュー

タエンタテインメント 

ファーストパー

ソン・シューティ

ング 

Blu-ray Disc™ 7,245 円（税込）

/6,900 円（税抜） 

ダウンロード版 価格未定 

2014/2/22 
Doki-Doki Universe

（仮） 

株式会社ソニー・コンピュー

タエンタテインメント 

コミュニケーショ

ン 

ダウンロード版 基本プレイ無料

（一部アイテム課金あり） 

2014/2/22 DRIVECLUB 
株式会社ソニー・コンピュー

タエンタテインメント 
レーシング 

Blu-ray Disc™ 6,195 円（税込）

/5,900 円（税抜） 

ダウンロード版 価格未定 

2014/2/22 KNACK 
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 

Blu-ray Disc™ 5,145 円（税込）

/4,900 円（税抜） 

ダウンロード版 価格未定 

2014/2/22 Hohokum 
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 ダウンロード版 価格未定 

2014/2/22 RESOGUN 
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 ダウンロード版 価格未定 

2014/2/22 

ドリームクラブ ホス

トガール オンス

テージ 

株式会社ディースリー・パブ

リッシャー 

ステージ鑑賞ソ

フトウェア 
ダウンロード版 価格未定 

2014/2/22 
ニコリのパズル 4 

数独 
株式会社ハムスター パズル ダウンロード版 500 円（税込） 

2014/2/22 
アサシン クリード 4 

ブラック フラッグ 
ユービーアイソフト株式会社 アクション 

Blu-ray Disc™ 価格未定 

ダウンロード版 価格未定 

2014/2/22 ウォッチドッグス ユービーアイソフト株式会社 アクション 
Blu-ray Disc™ 価格未定 

ダウンロード版 価格未定 

2014 年春予

定 

inFAMOUS 

Second Son 

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 

Blu-ray Disc™ 7,245 円（税込）

/6,900 円（税抜） 

ダウンロード版 価格未定 



   

 

 

2014 年春予

定 

Flowery 

（フラアリー）(仮） 

株式会社ソニー・コンピュー

タエンタテインメント 

ポエティックアド

ベンチャー 
ダウンロード版 価格未定 

2014 年予定 
GUILTY GEAR Xrd 

–SIGN- 

アークシステムワークス株

式会社 
対戦格闘 

Blu-ray Disc™ 価格未定 

ダウンロード版 価格未定 

2014 年予定 
JOYSOUND DIVE 2

（仮） 
株式会社エクシング 

オンラインカラ

オケ 

Blu-ray Disc™ 価格未定 

ダウンロード版 価格未定 

2014 年予定 
ニード・フォー・ス

ピード ライバルズ 

エレクトロニック・アーツ株式

会社 

アクションレー

シング 

Blu-ray Disc™ 価格未定 

ダウンロード版 価格未定 

2014 年予定 リリィ・ベルガモ 
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 

Blu-ray Disc™ 価格未定 

ダウンロード版 価格未定 

2014 年予定 Thief 
株式会社スクウェア・エニッ

クス 

ステルスアク

ション 

Blu-ray Disc™ 価格未定 

ダウンロード版 価格未定 

2014 年予定 

ファイナルファンタ

ジーXIV: 新生エオ

ルゼア 

株式会社スクウェア・エニッ

クス 

MMO RPG 
Blu-ray Disc™ 価格未定 

ダウンロード版 価格未定 

2014 年予定 
Wolfenstein:  

The New Order 
Bethesda Softworks 

アクション・

シューター 

Blu-ray Disc™ 価格未定 

ダウンロード版 価格未定 

2014 年予定 PsychoBreak Bethesda Softworks 
サバイバルホ

ラー 

Blu-ray Disc™ 価格未定 

ダウンロード版 価格未定 

2014 年予定 ワンダーフリック 株式会社レベルファイブ RPG 
Blu-ray Disc™ 価格未定 

ダウンロード版 価格未定 

2014 年予定 ダイイングライト 
ワーナー エンターテイメント 

ジャパン株式会社 

サバイバルホ

ラーアクション 

Blu-ray Disc™ 価格未定 

ダウンロード版 価格未定 

未定 

Oddworld: Abe’s 

Oddysee New ‘n’ 

Tasty 

Oddworld アクション ダウンロード版 価格未定 

未定 deep down 株式会社カプコン 

記憶を読み取る

RPG（リーディン

グ RPG） 

未定 

未定 Don't Starve Klei Entertainment アドベンチャー ダウンロード版 価格未定 

未定 

METAL GEAR 

SOLID Ⅴ THE 

PHANTOM PAIN 

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 

オペレーション 

未定 

未定 Contrast Compulsion Games アクション ダウンロード版 価格未定 

未定 
KINGDOM HEARTS 

ＩＩＩ 

株式会社スクウェア・エニッ

クス 
RPG 

Blu-ray Disc™ 価格未定 

ダウンロード版 価格未定 

未定 
FINAL FANTASY 

XV 

株式会社スクウェア・エニッ

クス 
RPG 

Blu-ray Disc™ 価格未定 

ダウンロード版 価格未定 

未定 
ウィッチャー３ ワイ

ルドハント 

株式会社スパイク・チュンソ

フト 
RPG 

Blu-ray Disc™ 価格未定 

ダウンロード版 価格未定 

未定 GALAK-Z 17-BIT アクション ダウンロード版 価格未定 

未定 
The Order: 1886

（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・アド

ベンチャー 
未定 

未定 
Blacklight: 

Retribution 
Zombie Studios 

ファーストパー

ソン・シューティ

ング 

ダウンロード版 基本プレイ無料

（一部アイテム課金あり） 

未定 
地球防衛軍シリー

ズ 

株式会社ディースリー・パブ

リッシャー 
シューティング 

Blu-ray Disc™ 価格未定 

ダウンロード版 価格未定 

未定 Warframe Digital Extremes アクション 
ダウンロード版 基本プレイ無料

（一部アイテム課金あり） 

未定 
アイドルマスター シ

リーズ（仮称） 

株 式 会 社 バ ン ダ イ ナ ム コ

ゲームス 
未定 未定 



   

 

 

未定 
機動戦士ガンダム 

シリーズ（仮称） 

株 式 会 社 バ ン ダ イ ナ ム コ

ゲームス 
未定 未定 

未定 PAVILION Visiontrick Media パズル ダウンロード版 価格未定 

未定 

ファントムブレイ

カー：バトルグラウ

ンド オーバードラ

イブ 

株式会社MAGES. アクション ダウンロード版 価格未定 

未定 Minecraft Mojang シミュレーション ダウンロード版 価格未定 

未定 
Octodad: Dadliest 

Catch 
Young Horses シミュレーション ダウンロード版 価格未定 

未定 ザ・クルー ユービーアイソフト株式会社 ドライビング 
Blu-ray Disc™ 価格未定 

ダウンロード版 価格未定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜「プレイステーション ４」 商品概要＞  

商品名 「プレイステーション ４」 

型番 CUH-1000AB01 

発売日 2014 年 2 月 22 日(土) 

希望小売価格 41,979 円（税込） 39,980 円（税抜） 

内容物 ・ 「プレイステーション ４」本体 × 1 

・ ワイヤレスコントローラー（DUALSHOCK®4）×1 

・ モノラルヘッドセット × 1 

・ 電源コード × 1 

・ HDMIケーブル × 1 

・ USBケーブル × 1 

 

＜「プレイステーション ４ PlayStation®Camera同梱版」商品概要＞ 

商品名 「プレイステーション ４ PlayStation®Camera 同梱版」 

型番 CUH-1000AA01 

発売日 2014 年 2 月 22 日(土) 

希望小売価格 46,179 円（税込） 43,980 円（税抜） 

内容物 ・ 「プレイステーション ４」本体 × 1 

・ PlayStation®Camera × 1 

・ ワイヤレスコントローラー（DUALSHOCK®4）×1 

・ モノラルヘッドセット × 1 

・ 電源コード × 1 

・ HDMIケーブル × 1 

・ USBケーブル × 

 

 



   

 

 

＜「プレイステーション ４」 本体概要＞ 
商品名称 「プレイステーション ４」  
色名称 ジェット・ブラック 

型番 CUH-1000A シリーズ 
Main Processor Single-chip custom processor 

CPU : x86-64 AMD “Jaguar”, 8 cores 

GPU : 1.84 TFLOPS, AMD next-generation Radeon™ based graphics engine 
メモリ GDDR5 8GB 
ハードディスク 500GB (※4)  
外形寸法 約 275mm×53mm×305 mm（幅×高さ×奥行き）（最大突起含まず） 
質量 約 2.8kg 
光学ドライブ 

（読み出し専用） 
BD 6 倍速 CAV 

DVD 8 倍速 CAV 
入出力 Super-Speed USB （USB 3.0）ポート×2 

AUX ポート×1 
通信 Ethernet （10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T）×1 

IEEE 802.11 b/g/n 

Bluetooth® 2.1（EDR） 
電源 AC 100-240V, 50/60Hz 

消費電力 最大 250W 

動作環境温度 5℃ - 35℃ 

AV 出力 HDMI 出力端子 

光デジタル出力端子 
※ 4 ハードディスクには、実際にご利用いただける容量（ユーザー容量）と、システムファイル領域があり、実際にご利用いただける容量は記載さ

れている容量よりも少なくなります。 

※ 仕様については予告なく変更される場合があります。 

 

 

※ 「PlayStation」、「プレイステーション」および「DUALSHOCK」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。また、「PS4」

は同社の商標です。 

※ "Blu-ray Disc™"および"Blu-ray™"はブルーレイディスクアソシエーションの商標です。 

※  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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


