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「PlayStation®Vita 価格改定」 

 

 

本日、ソニー株式会社の連結子会社である株式会社ソニー・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国内向けビジネスを担当するソニー・コンピュータエンタテイン

メントジャパンは上記の発表を行いました。 

 

詳細は、別添プレスリリースをご参照ください。 

 

 

以 上 
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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※1（SCEJ）は、2013年2月28日（木）より、PlayStation®Vita（以下PS 

Vita）の希望小売価格を、3G/Wi-Fiモデルは従来の29,980円（税込）から19,980円（税込）に、Wi-Fiモデルは24,980
円 （税込）から19,980円（税込）に改定いたします。 

 
2011年12月に発売したPS Vitaは、その美麗なディスプレイや高性能なCPUおよびGPUに加えて、本体背面の  

マルチタッチパッドやデュアルアナログスティック等を搭載することにより、究極の没入感を実現するゲーム体験を

提供してまいりました。コズミック・レッドやサファイア・ブルー等の魅力的なカラーバリエーションの拡充に加え、  

無料のシステムソフトウェアアップデートによる、初代「プレイステーション」規格ソフトウェアや定額制サービス

PlayStation®Plus※2への対応等、PS Vitaはユーザーの皆様のご要望に応え、日々進化を続けています。また、従来

のWi-Fi方式に加えて、PS Vitaは新たに3Gネットワークへのアクセスにも対応したことで、日常生活の中で他の  

ユーザーの皆様との新たなつながりを実現しています。より多くのユーザーの皆様にPS Vitaをお楽しみいただく  

ために、両モデルともに19,980円の改定価格で提供開始いたします。これにより、ユーザーの皆様は、お好みの

ゲームプレイスタイルに適したモデルを、お気軽にお選びいただくことが可能です。 
 
また、ソフトウェアメーカー各社様からの強力なサポートをいただき、2013年1月末時点でPS Vita専用ソフトウェア

は100以上、PlayStation®StoreからダウンロードしてPS Vitaでお楽しみいただけるインタラクティブコンテンツは  

1,500※3以上に達しています。今後もソフトウェアメーカー各社様および当社より、『ファンタシースターオンライン2』

（株式会社セガ）、『討鬼伝』（株式会社コーエーテクモゲームス）、『SOUL SACRIFICE（ソウル・サクリファイス）』 

（株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント）などの、プレイヤーが集いコミュニケーションをとりながら協力  

プレイを楽しむハンティングアクションゲームから、『閃乱カグラ SHINOVI VERSUS -少女達の証明-』、『朧村正』

（株式会社マーベラスAQL）、『テイルズ オブ ハーツR』、『ワンピース 海賊無双2』（株式会社バンダイナムコ  

ゲームス）、『プロ野球スピリッツ2013』（株式会社コナミデジタルエンタテインメント）等のゲームファン待望の作品 

まで、期待のタイトルが続々と発売される予定です。 
 

2013年3月7日（木）には、マルチハンティングアクションの常識を打ち破る『SOUL SACRIFICE（ソウル・サクリ  

ファイス）』をモチーフにした特別仕様のPS Vita本体と、同タイトル、様々な周辺機器をセットにした「PlayStation®Vita 
SOUL SACRIFICE PREMIUM EDITION」を、当初予定の希望小売価格29,980円（税込）から24,980円（税込）に   
変更し、数量限定で発売いたします。 
 
 本価格改定に合わせて、PS Vitaのユーザーの皆様に楽しんでいただける様々なキャンペーンを実施予定です。

キャンペーン詳細は別紙をご参照ください。 
 
SCEJは、今後もより多くのお客様にPS Vitaならではのエンタテインメントの世界をお楽しみいただけるよう、PS Vita

プラットフォームの更なる普及と拡大を強力に推進してまいります。   
                以上 

PlayStation®Vita 価格改定 

2013年2月28日（木）より希望小売価格19,980円（税込） 



   

 

 

※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国内向けビジネスを担当。 

※2   特定のタイトルを回数や時間の制限なくお楽しみいただけるフリープレイなど、PS3®とPS Vitaで様々なコンテンツとシステムサービスをご利用いただける定額制サービス 

※3  PS Vita上のPS StoreからダウンロードいただけるPSP®「プレイステーション・ポータブル」・初代「プレイステーション」専用ソフトウェアを含む 

  別紙   

＜PlayStation®Vita 希望小売価格改定一覧＞ 

 商品名 モデル 
希望小売価格（税込） 

品番 
改定前 改定後 

レギュラー 
商品 

クリスタル・ブラック 

3G/Wi-Fiモデル

Wi-Fiモデル 
29,980円 
24,980円 

19,980円 

PCH-1100AB01 
PCH-1100ZA01 

クリスタル・ホワイト 
PCH-1100AB02 
PCH-1100ZA02 

コズミック・レッド 
PCH-1100AB03 
PCH-1100ZA03 

サファイア・ブルー 
PCH-1100AB04 
PCH-1100ZA04 

特別限定商品 
（数量限定） 

スターターパック※ 
3G/Wi-Fiモデル

29,980円 19,980円 PCHJ-10003 

32GBボーナスパック※ 34,980円 24,980円 PCHJ-10005 

アイス・シルバー※ 
Wi-Fiモデル 

－ 19,980円 PCHJ-10007 
SOUL SACRIFICE PREMIUM EDITION 29,980円 24,980円 PCHJ-10006 

※スターターパック、32GBボーナスパック、アイス・シルバーの詳細は下記をご参照ください。アイス・シルバーは2013年2月28日（木）に発売予定のPS Vitaの新色カラーバリエーションです。 

 スターターパック：   http://www.jp.playstation.com/psvita/hardware/pchj10003.htm 

 32GBボーナスパック：   http://www.jp.playstation.com/psvita/hardware/pchj10005.html 

 アイス・シルバー：   http://www.jp.playstation.com/psvita/hardware/pchj10007.html 

 

＜PlayStation®Vita SOUL SACRIFICE PREMIUM EDITION（数量限定） 商品概要＞ 

商品名 PlayStation®Vita SOUL SACRIFICE PREMIUM EDITION 

型番 PCHJ-10006 

発売日 2013年3月7日（木） 

希望小売価格 24,980円（税込） 

同梱物 

・PlayStation®Vita Wi-Fiモデル 本体×1 
※『SOUL SACRIFICE』オリジナルモデル（本体色：コズミック・レッド） 

・PS Vita専用ソフトウェア『SOUL SACRIFICE（ソウル・サクリファイス）』×1 
・メモリーカード（4GB）×1 
・インナーイヤーヘッドセット（コズミック・レッド）×1 
・オリジナルポーチ×1 
・オリジナルクロス×1 
・オリジナルストラップ×1 
・USBケーブル×1  
・ACアダプター×1  
・電源コード×1  
・ARプレイカード×1式 

・印刷物×1式  
備考 数量限定 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 
＜キャンペーン一覧＞ 

名称 「torne™ PS Vita」 無料ダウンロードキャンペーン 

実施期間 2013年2月28日（木）～2013年3月13日（水） 

概要 
ネットワークレコーダー＆メディアストレージ「nasne(ナスネ)™」と一緒に使うと便利なTVアプリ 
「torne™ PS Vita」 の無料ダウンロード期間を2013年3月13日（水）まで延長。 

備考 ※PlayStation®Storeにて配布 

URL http://www.jp.playstation.com/ps3/torne/psvita/ 

 
名称 PS VitaでPS Store デビュー★キャンペーン 

実施期間 2013年2月28日（木）～2013年3月14日（木） 

概要 
対象期間中、PS VitaのPS Storeで初めてコンテンツをダウンロードしていただいた方にもれなく200円

分の “プレイステーション ネットワーク チケット”をプレゼント 
さらにWチャンス！抽選で200名様に2,000円分のPSNチケットをプレゼント！ 

備考 

※対象となるコンテンツにはビデオや無料のコンテンツも含まれます。PS3®のPS Store経由でのダウ

ンロードは対象外です。 
※“プレイステーション ネットワーク チケット”の使用期限：2013年3月末日（予定） 
※キャンペーンの詳細は下記特設サイトをご確認ください。 

URL http://www.jp.playstation.com/psn/store/ 

 

名称 PlayStation®Plus 7日間無料お試しキャンペーン 

実施期間 2013年2月28日（木）～2013年3月18日（月） 

概要 
対象期間中、PS Storeにて利用権を取得していただくと、もれなくPS Plusを7日間無料でお試しいただ

けます。 

備考 

※PS VitaのPS Storeでの配布のみ (PS3®のPS Storeは対象外) 
※PS VitaのPS Storeの「特集」カテゴリにて「PlayStation®Plus」をご選択いただくと、PS Plusの各種

サービスを7日間、無料でお楽しみいただけます。 
※既にPS Plusにご加入いただいているお客様はご利用いただけません。 
※本利用権は１回のみご利用可能です。他の無料チケットや無料権との併用はできません。 
※PS Plusは18歳以上の方のみがご利用いただけます。 

URL http://pscom.jp/psplus 

 

名称 Reader Store 電子書籍デビューキャンペーン 

実施期間 現在実施中～2013年3月29日（金）17:00まで 

概要 
PS VitaではじめてReader Storeに新規会員登録（機器認証）されたお客様に、カラーコミックなどの

購入に使用できるソニーポイント480円相当をプレゼント。 

備考 
※「My Sony Club」の「メンバー」登録が必要です。 
※登録には氏名、住所、電話番号等が必要です。 

URL http://www.sony.jp/reader/point_a/ 
※ ｢PlayStation｣「プレイステーション」「PS3」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。 

また、「nasne」および「torne」は同社の商標です。 

 
 
 
 
 

 
 


