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ゲーム情報

鮮やかに、キメろ。そのとき世界は凶器に変わる。

『ヒットマン 2』
PS4 ユーザー向け

ワールド・オブ・アサシネーション
対応開始

ワーナー・ブラザース テレビジョン & ホームエンターテイメント（東京都港区 シニア バイスプレジデント 上席執行役員 小田 充）は、
PlayStation®4、Xbox One で好評発売中の『ヒットマン 2』において、『ヒットマン 2』内でも前作の『ヒットマン 1』のステージがプレイできる「ワール
ド・オブ・アサシネーション」の PlayStation®4 版の対応を開始いたしました。（Xbox One では対応済み）

【「ワールド・オブ・アサシネーション」とは】
「ワールド・オブ・アサシネーション」とは、『ヒットマン 2』内に、最新レベルまでリマスターされた『ヒットマン 1』のステージを持ってくることで、「ヒットマン」シリ
ーズを一つにまとめ、常に進化を続けるゲームを作ろうという壮大なプロジェクトです。

「ワールド・オブ・アサシネーション」トレーラーはこちら→ https://youtu.be/Ey58TmeF-uU

【『ヒットマン１』の６つのステージが、『ヒットマン２』内でプレイ可能に！】
「レガシーパック」、または「GOTY レガシーパック」を『ヒットマン 2』内にダウンロードすることで、『ヒットマン 1』に登場する６つのロケーション、パリ、サ
ピエンツァ、マラケシュ、バンコク、コロラド、北海道が最新レベルまでリマスターされ、『ヒットマン 2』内でプレイできるようになります。そして『ヒットマン 2』
で新しく加えられた、人ごみや草むらに隠れることができるステルス機能、状況がわかるピクチャー・イン・ピクチャーの機能、新アイテム（ブリーフケース、
ダート・ガン、発光弾）、難易度設定などの様々な要素が、追加された『ヒットマン 1』のステージにも反映されます。
さらに今後追加される『ヒットマン 2』の新しい要素やゲームモードも、『ヒットマン 1』のステージに反映されます。ユーザーはヒットマンシリーズの過去、
現在、そして未来と、ひとつにまとまり成長し続ける様を“体験”できるようになります。
（※『ヒットマン 1』で達成した進行度やクリア状況は、『ヒットマン 2』内のステージへは引き継がれません。）

【各『ヒットマン 1』ユーザーが入手できるコンテンツについて】
『ヒットマン 1』のユーザーは、「レガシーパック」を無料でダウンロードし、「ワールド・オブ・アサシネーション」に対応することができますが、どの『ヒットマン 1』
を所有しているかにより『ヒットマン 2』内で入手できるコンテンツ内容が異なります。ご自身がお持ちの『ヒットマン 1』で、『ヒットマン 2』内にどのコンテン
ツが入手できるかの詳細は、下記をご確認ください。

お手持ちの『ヒットマン 1』の種類

SQUARE ENIX 版 『ヒットマン ザ・コンプリート ファーストシーズン 』

IO Interactive 版 『HITMAN™ THE COMPLETE FIRST SEASON』

・SQUARE ENIX 版
『ヒットマン ザ・コンプリート ファーストシーズン』
もしくは
・IO Interactive 版
『HITMAN™ THE COMPLETE FIRST SEASON』
プラス
・SQUARE ENIX 版
『HITMAN™ - Game of the Year Edition Upgrade』
もしくは
・IO Interactive 版
『HITMAN™ - Game of the Year Edition Upgrade』

ワーナー ブラザース ジャパン版
『ヒットマン ディフィニティブ・エディション』

「ワールド・オブ・アサシネーション」により、
『ヒットマン 2』内で入手できるコンテンツ
『レガシーパック』
・レガシーパック ‐ パリ
・レガシーパック ‐ サピエンツァ
・レガシーパック ‐ マラケシュ
・レガシーパック ‐ バンコク
・レガシーパック ‐ コロラド
・レガシーパック ‐ 北海道
・レガシーパック – ボーナスミッション
・レクイエムスーツ
・ICA クローム ピストル
・ペールダック
『GOTY レガシーパック』
・レガシーパック ‐ パリ
・レガシーパック ‐ サピエンツァ
・レガシーパック ‐ マラケシュ
・レガシーパック ‐ バンコク
・レガシーパック ‐ コロラド
・レガシーパック ‐ 北海道
・レガシーパック – ボーナスミッション
・ゲームオブザイヤー レガシーパック
- ペイシェント・ゼロ
- ピエロの服
- レイヴンスーツ
- カウボーイスーツ
・レクイエムスーツ
・ICA クローム ピストル
・ペールダック

※PlayStation®4 版『ヒットマン 2』だけをご購入いただいた方は、PlayStation®4 版『ヒットマン ディフィニティブ・エディション』をご購入いただくと、無料で
「GOTY レガシーパック」がダウンロード可能となり、本「ワールド・オブ・アサシネーション」に対応可能となります。
※PlayStation®4、Xbox One ともに、「GOTY レガシーパック」の有償販売も将来的に予定しております。
※記載の内容ならびに名称は変更になる可能性がございます。

【レガシーパックのダウンロード方法について】
レガシーパックのダウンロード方法は、お手持ちの『ヒットマン 1』の種類により異なります。詳細は以下をご確認ください。
＜デジタル版＞
１、お手持ちの『ヒットマン 1』のプロローグと、最新のアップデートが PS4 にダウンロードされていることを確認してください。
２、『ヒットマン 1』を起動し、ゲーム内の案内に従い「レガシーパック」をダウンロードしてください。
３、「レガシーパック」がダウンロードでき次第、『ヒットマン 2』内で起動が可能です。
＜ディスク版＞
１、『ヒットマン 1』のすべてのコンテンツが PS4 にダウンロードできていることを確認し、最新のアップデートもダウンロードされていることを確認ください。
２、『ヒットマン 1』を起動し、ゲーム内の案内に従い「レガシーパック」をダウンロードしてください。
３、「レガシーパック」がダウンロードでき次第、『ヒットマン 2』内で起動が可能です。
４、ダウンロード完了後、PS4 メニュー上に『ヒットマン 2』のアイコンが 1 つ追加されます。オリジナルのアイコンは、『ヒットマン 1 レガシーパック』と『ヒッ
トマン 2』の内容を含むもの、新しく表示されるアイコンは『ヒットマン 1 レガシーパック』の内容のみを含むものになります。

【『ヒットマン 2』メインメニュー表示について】
また、上記の「ワールド・オブ・アサシネーション」を実現するため、『ヒットマン 2』の購入時点で、メインメニュー画面には、あらかじめ『ヒットマン 1』
のステージであるパリ、サピエンツァ、マラケシュ、バンコク、コロラド、北海道の６つのステージ名も表示されていますが、『ヒットマン２』購入直後
からアクセス可能な『ヒットマン 2』のステージは、ホークスベイ、マイアミ、サンタ・フォルチューナ、ムンバイ、ホイットルトン・クリーク、スゴール島、
ヒンメルスタイン（スナイパーアサシンモード専用）の７つとなっております。
『ヒットマン 1』のステージに関しては、「レガシーパック」、または「GOTY レガシーパック」をダウンロードし、「ワールド・オブ・アサシネーション」の対応
が完了次第アクセス可能になるもので、『ヒットマン 2』のゲーム内容にはあらかじめ含まれるものではありません。
（※ICA 施設（チュートリアル）は『ヒットマン１』『ヒットマン２』共通のステージとなります。）

■『ヒットマン２』内の『ヒットマン 1』のステージ表示画面
（「ワールド・オブ・アサシネーション」対応後、プレイ可能）

上記メニュー画面表示上、「北海道」より左の、
「パリ」、「サピエンツァ」、「マラケシュ」、「バンコク」、「コロラド」
は『ヒットマン 1』のステージです。『ヒットマン 2』にあらかじめ含まれるもの
ではなく、アクセスには「レガシーパック」または「GOTY レガシーパック」をダ
ウンロードの上、「ワールド・オブ・アサシネーション」対応が必要となります。

■ 『ヒットマン 2』のステージ表示画面
（購入直後からプレイ可能）

上記メニュー画面表示、「ホークスベイ」より右の、
「マイアミ」、「サンタ・フォルチューナ」、「ムンバイ」、「ホイットルトン・ク
リーク」、「スゴール島」、「ヒンメルスタイン」
は『ヒットマン 2』のステージです。購入後すぐにアクセスできます。
※「ホイットルトン・クリーク」、「スゴール島」、「ヒンメルスタイン」のダウンロードには
インターネット接続が必要です

■ 「ワールド・オブ・アサシネーション」対応後、『ヒットマン２』

■ 『ヒットマン２』各ステージ

内でプレイ可能な『ヒットマン 1』各ステージ

「パリ」

「マラケシュ」

「コロラド」

「サピエンツァ」

「ホークスベイ」

「マイアミ」

」

」

」

「バンコク」

「サンタ・フォルチューナ」

「ムンバイ」

」

」

」

「北海道」

「ホイットルトン・クリーク」

「スゴール島」

」

」

「ヒンメルスタイン」
（※スナイパーアサシンモード専用）

『ヒットマン』シリーズは、IO Interactive が開発する、他にはない自由なゲーム性が人気の大ヒットステルスアクションゲームシリーズです。プレイヤ
ーは伝説の暗殺者 エージェント 47 となり、周囲の状況や自らの武器を使用し、様々な暗殺方法でターゲット抹殺のミッションに挑戦します。目的が
」
ターゲットの抹殺ただ一つなのに対し、暗殺方法は多種多様。変装、ステルス、交戦、妨害など何でもあり、中には「こんなのあり！？」なユニークな
方法も存在します。最新作となる『ヒットマン 2』でもその自由度は健在。太陽光が焦げ付く街中から暗く危険な熱帯雨林まで、世界中に散らばるサ
ンドボックス型のステージを駆け巡り、周囲の状況や自らの武器を使用し、様々な暗殺方法でターゲットを仕留めることができます。1 つのステージでも
異なる方法でターゲットを仕留めたり、一度逃すともう二度と現れない、エルーシブ・ターゲットが出現したりと、何時間でも楽しむことができるボリューム
満点の作品です。

『ヒットマン 2』は PlayStation®4、Xbox One にて好評発売中です。
今後も、様々な最新情報をお届けいたします。ご期待ください。

【本作の最新情報はこちらから】
公式HP：https://warnerbros.co.jp/game/hitman2/
Twitter: https://twitter.com/warnergame

Facebook: https://www.facebook.com/warnergame

#ワーナーゲーム #ヒットマン２

◆商品情報◆
タイトル: ヒットマン 2
発売日:好評発売中（2018 年 11 月 15 日（木）発売）
価格:パッケージ版 7,800 円（税別）、ダウンロード版 7,300 円（税別）
ジャンル: ステルスアクション
プレイ人数: 1 人(オンライン 1～2 人) ※メインゲームは 1 人
CERO:Z（18 歳以上）
開発会社：IO Interactive
音声：英語音声・日本語字幕
プラットフォーム：PlayStation®4、Xbox One（※ダウンロード版のみ）
タイトル: ヒットマン 2 ゴールド・エディション （ダウンロード版のみ）
発売日:好評発売中（2018 年 11 月 12 日（月）発売）
価格:10,800 円（税別）
ジャンル: ステルスアクション
プレイ人数: 1 人(オンライン 1～2 人) ※メインゲームは 1 人
CERO:Z（18 歳以上）
開発会社：IO Interactive
音声：英語音声・日本語字幕
プラットフォーム：PlayStation®4、Xbox One
収録コンテンツ：ゲーム本編、拡張パス
HITMAN™ 2 © 2018 IO Interactive A/S. IO Interactive, IOI logo, HITMAN 2, HITMAN 2 logo, and WORLD OF ASSASSINATION
are trademarks or
registered trademarks owned by or exclusively licensed to IO Interactive A/S. Distributed by Warner Bros. Home Entertainment Inc. All rights reserved.

◆関連商品情報◆
あの名作が HD リマスターで蘇る！
タイトル: ヒットマン：アブソリューション HD
発売日:好評配信中（2019 年 1 月 15 日（火）発売）
価格: DL 版のみ 3,996 円 (税込)
ジャンル: ステルスアクション
プレイ人数: 1 人
CERO:Z（18 歳以上）
開発会社：IO Interactive
音声：日本語音声対応
プラットフォーム：PlayStation®4、Xbox One（ダウンロード版のみ）

前作に、これまでに配信した追加コンテンツと、完全新作追加コスチュームがセットになった
お得な『ヒットマン ディフィニティブ・エディション』も発売！
タイトル: 「ヒットマン ディフィニティブ・エディション」
発売日: 好評発売中（2018 年 9 月 13 日（木）発売）
価格:パッケージ版 5,980 円(税別)
ジャンル: ステルスアクション
プレイ人数:1 人(オンライン対応）CERO:Z（18 歳以上）
開発会社：IO Interactive
プラットフォーム: PlayStation®4
HITMAN™ © 2018 IO Interactive A/S. IO Interactive, IOI logo, HITMAN, HITMAN logo, and WORLD OF ASSASSINATION are trademarks or registered
trademarks owned by or exclusively licensed to IO Interactive A/S. Distributed by Warner Bros. Home Entertainment Inc. All other trademarks are the
property of their respective owners. All rights reserved.

【発売元】ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント
【本リリース、販売タイトルに関するお問い合わせ】
有限会社アイキス 広報担当 安彦 press_release@icis.jp Tel: 03-5464-9202/Fax: 03-5464-9209

