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報道関係者各位 

『テイルズ オブ』シリーズ全世界累計 1,000 万本突破！ 

 
 
 
 
 
 

 

株式会社バンダイナムコゲームスが発売する人気家庭用ゲームソフト『テイルズ 

オブ』シリーズの全世界販売累計が、12 月 6 日をもって 1,000 万本を突破しました。

『テイルズ オブ』シリーズは 1995 年 12 月の発売より、8 種類の家庭用ゲーム機向

けに、大型 RPG や外伝、ファンディスクなど 20 タイトルをとワールドワイド（日・米・

欧・アジア）で展開しているロールプレイングゲーム（以下：RPG）です。発売から 12

年目を迎えた今年、12月 6日（木）にシリーズ最新作「テイルズオブイノセンス」を発

売し、この販売数をもって 1,000 万本の達成となりました。 
 

『テイルズ オブ』シリーズは、勧善懲悪を排した深みのあるストーリーや、遊び込み

要素の高い戦闘システムを特徴としており、中高生の10代から 30代のお客様を中心

に圧倒的な支持をいただいています。また、著名イラストレーターが手がける魅力的

なキャラクターやそれらが登場する美しいムービーはアニメファンからも高い評価を博

しています。 
 

バンダイナムコゲームスでは今後も、『テイルズ オブ』シリーズを世界的に展開していくほか、ゲームだけで

なく他のコンテンツへも積極的に展開してまいります。 
 
 
 

■代表取締役副社長 兼 コンテンツ制作本部本部長 鵜之澤 伸のコメント 
 
12 年もの長い間、シリーズとして続けて来られたこと、そして今回の記録を達成したのは応援してくださった

お客様方のおかげと感謝しています。『テイルズ オブ』シリーズはこの 12 年間であらゆるノウハウを蓄積すると

共に、壮大な世界観を構築してきました。今後も、ＰＳ２「テイルズ オブ デスティニー ディレクターズカット」や

Ｗｉｉ「テイルズ オブ シンフォニア-ラタトスクの騎士-」などの発売を予定しており、ユーザーの挑戦マインドや

感動の琴線を揺り動かすような作品を次々創出していきます。ご期待ください！ 

 

 

【『テイルズ オブ』シリーズとは】 
 
『テイルズ オブ』シリーズは、1995 年にスーパーファミコン版「テイルズ オブ ファンタジア」を発売して以来、

数々のゲーム機向けに発売し続けてきた RPG です。RPG でありながら、アクションゲームのように操作して戦闘

をする独自の戦闘システム 「 L MB S （ リ ニアモーションバ トルシステム） 」や深みのあるス トー 

リー、人気漫画家藤島康介氏やイラストレーターのいのまたむつみ氏による魅力的なキャラクター、プロダクション

I.Gによるアニメーションなど、『テイルズ オブ』シリーズ“らしさ”が、多くのお客様から高い支持をいただいており

ます。また、ゲーム以外でも小説やアニメ、フィギアをはじめとするグッズ化されるなどゲームに限らずさまざまな

コンテンツでその世界観を広げています。 

 

【販売本数比率】 
 
国内 87％ 北米 8％ 欧州 3％ アジア 2％ 
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【『テイルズ オブ』シリーズ 発売年表】 
プラットフォーム タイトル名 発売日 出荷本数 

SFC テイルズ オブ ファンタジア 1995/12/15 212,000 

PS テイルズ オブ デスティニー 1997/12/23 1,139,000 

PS テイルズ オブ ファンタジア 1998/12/23 769,000 

CGB テイルズ オブ ファンタジア なりきりダンジョン 2000/11/10 136,000 

PS テイルズ オブ エターニア(※1) 2000/11/30 873,000 

PS テイルズ オブ ファンダム Vol.1（クレス ver.／ミント ver.） 2002/01/31 94,000 

AGB テイルズ オブ ザ ワールド なりきりダンジョン 2 2002/10/25 184,000 

PS2 テイルズ オブ デスティニー2（※2） 2002/11/28 977,000 

AGB テイルズ オブ ザ ワールド ～サモナーズリネージ～ 2003/3/7 100,000 

AGB テイルズ オブ ファンタジア 2003/8/1 314,000 

GC テイルズ オブ シンフォニア（※3） 2003/08/29 953,000 

PS2 テイルズ オブ シンフォニア 2004/9/22 486,000 

PS2 テイルズ オブ リバース 2004/12/16 605,000 

AGB テイルズ オブ ザ ワールド なりきりダンジョン 3 2005/1/6 123,000 

PSP テイルズ オブ エターニア 2005/3/3 398,000 

PS2 テイルズ オブ レジェンディア 2005/8/25 397,000 

PS2 テイルズ オブ ジ アビス 2005/12/15 734,000 

PSP テイルズ オブ ファンタジア ‒フルボイスエディション- 2006/9/7 136,000 

NDS テイルズ オブ ザ テンペスト 2006/10/26 301,000 

PS2 テイルズ オブ デスティニー 2006/11/30 395,000 

PSP テイルズ オブ ザ ワールド レディアントマイソロジー 2006/12/21 305,000 

PSP テイルズ オブ デスティニー2 2007/2/15 129,000 

PS2 テイルズ オブ ファンダム Vol.2(ルーク ver.／ティア ver.) 2007/6/28 95,000 

NDS テイルズ オブ イノセンス 2007/12/6 160,000 

合計   10,015,000 
（2007年12月11日現在） 

◆ベスト版は通常版に含みます。 
◆発売日は国内での発売日です。なお「テイルズ オブ」シリーズの発売は全て国内が最初となります。 
◆プラットフォーム略称について 
SFC＝スーパーファミコン PS＝プレイステーション CGB＝ゲームボイカラー AGB＝ゲームボーイアドバンス  
GC＝ゲームキューブ PS2＝プレイステーション 2PSP＝プレイステーション・ポータブル NDS＝ニンテンドーDS  

 
※1 プレミアムボックス含む 
※2 テイルズ オブ デスティニー2 MEGA HITS! を含む 
※3 エンジョイプラスパック（ゲームキューブ本体シンフォニックグリーン同梱版）を含む 

 
【「テイルズ オブ イノセンス」とは】  
ニンテンドーDS 向けに発売された『テイルズ オブ』シリーズの最新作です。キャラクターデザインには人気イラス
トレーターいのまたむつみ氏を起用。個性豊かなキャラクター達が“想いを繋ぐ”壮大なストーリーを紡ぎ出します。 
またシリーズ一貫した、臨場感溢れる豪華声優陣によるキャラクターボイスは健在ながら、今作では新たにア

クション性の高い独自の戦闘システム「ディメンション ストライド－リニアモーションバトルシステム」を採用しまし
た。これまで以に爽快感溢れるバトルを楽しむことができます。 
さらには、プロダクション I.G 制作による躍動感溢れるアニメーションや、人気女性シンガー「ＫＯＫＩＡ」が歌う
テーマソングが、『イノセンス』の世界観を一層盛り上げます。 

 
※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。 
※記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。 

 

以上 

 

製品名 テイルズ オブ イノセンス 対応機種 ニンテンドーＤＳ 

発売日 12 月 6日（木） ジャンル ＲＰＧ 

価格 6,090円（税込） レーベル ナムコ 

著作権表記 (C)いのまたむつみ (C)2007 ＮＢＧＩ 

対 
象 
年 
齢 

 

(12 歳以上対象) 


