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｢テイルズ オブ デスティニー｣の続編が、プレイステーション･ポータブルで甦る！ 

運命を解き放つ RPG 、PSP 用｢テイルズ オブ デスティニー2｣を発売 

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･ポータブル(以下 PSP)用
ロールプレイングゲーム(以下 RPG)「テイルズ オブ デスティニー2」を、2月 15日（木）
に発売します。 

本作は、2006 年 11月に完全セルフカバー(リメイク)作品としてリリースされたプレ
イステーション 2(以下 PS2)用｢テイルズ オブ デスティニー｣の続編で、2002 年 11 月
に PS2用としてリリースされた作品に新規要素を追加した PSP向けの移植版です。 

キャラクターデザインには、いのまたむつみ氏、テーマソングには倉木麻衣さんを起用
し、綿密に作りこまれたストーリーや暖かみのあるグラフィック、美麗なアニメーション
ムービーなど PS2版で好評をいただいた RPGが、PSPでお楽しみいただけます。 

 
 
【特 徴】  
■仲間との信頼感と戦略性がカギを握る戦闘システム｢TT-LMBS｣ 

本作の戦闘システムは｢TT-LMBS(トラスト＆タクティカル リニア
モーションバトルシステム)｣。トラスト(仲間との信頼感)とタクティ
カル(戦略的)の 2 つの要素が重要な影響を及ぼす戦闘システムです。
従来の『テイルズ オブ』シリーズのリアルタイム性や仲間ごとの役割
分担、コンボシステム(術技の連携)を大幅に発展させ、キャラクター
の精神力によって命中率や回避力が左右される｢SP(スピリッツポイン
ト)ゲージ｣と合わせて、アクション性が高く白熱した戦闘がお楽しみ
いただけます。 

 
■PSP 版の新要素｢イラストギャラリー｣ 

冒険を進めていくと、キャラクターイラストを画面上で見られるア
イテム｢イラスト本｣が入手できます。このアイテムで、いのまたむつ
み氏が描く繊細で力強い原画や、かわいらしい“ちびキャライラスト”
など多彩なイラストを収集することができます。 
 
■“秘奥義”カットインをリファイン 
各キャラクターが“秘奥義”※注を使用した際に描かれるカットイン

アニメーションを全てリファインしました。PS2版とは異なるため、
すでにプレイされた方でもお楽しみいただけます。 
※注：“秘奥義”とは、奥義からのみ連携して発動する最強の必殺技のことです。 

 

【『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 21 作品で累計約 820
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おります。 

 
【製品概要】 

製品名 テイルズ オブ デスティニー2 

発売日 2007 年2 月15 日（木） 

対応機種 プレイステーション･ポータブル 

ジャンル ロールプレイングゲーム 

価格 メーカー希望小売価格5,040 円 （税込） 

レーベル ナムコ 

著作権標記 (C) いのまたむつみ (C) 1997-2007 NBGI 

対象年齢 

 

 
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 

（全年齢対象） 
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参考：『テイルズ  オブ』シリーズ年表 

 

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。 
※｢プレイステーション･ポータブル｣｢プレイステーション｣および｢プレイステーション 2｣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。 

※｢スーパーファミコン｣｢ゲームボーイ｣｢ゲームボーイカラー｣｢ゲームボーイアドバンス｣｢ニンテンドーゲームキューブ｣および｢ニン
テンドーDS｣は任天堂株式会社の登録商標です。 

 

 

製品名 発売日 対応機種 ジャンル

テイルズ オブ ファンタジア 1995年12月15日 スーパーファミコン RPG

テイルズ オブ デスティニー 1997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 (PS版※1) 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 ニンテンドーゲームキューブ 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 ※4) 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

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 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 ザ テンペスト 2006年10月26日 ニンテンドーDS RPG

テイルズ オブ デスティニー※6 2006年11月30日 プレイステーション 2 RPG

テイルズ オブ ザ ワールド レディアント マイソロジー 2006年12月21日 プレイステーション・ポータブル RPG

※6…1997年に発売のプレイステーション 版「テイルズ オブ デスティニー」をプレイステーション 2用に完全セルフカバー(リメイク)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。

※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年に発売のニンテンドーゲームキューブ版「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。


