<News>
株式会社 D4 エンタープライズ設立 12 周年記念作品＆『プロジェクト EGG』パッケージ作品第 13 弾
『SILENT MÖBIUS CASE:TITANIC REPRODUCTION』発売記念イベント開催決定
-1990 年に発売された PC-9801 版「サイレントメビウス」
“再生（REPRODUCTION）――”-

平成 28 年 8 月 19 日
株式会社Ｄ４エンタープライズ

レトロゲームの復刻ビジネスやデジタルコンテンツの配信を行なっている株式会社 D4 エンタープライ
ズ（本社・東京都千代田区、代表取締役・鈴木直人）は、同社 12 周年記念＆『プロジェクト EGG』パッケ
ージ作品第 13 弾作品『SILENT MÖBIUS CASE:TITANIC REPRODUCTION』の特設サイトを更新。
9 月 25 日に発売記念イベントを開催する旨を公開しました。

タイトル ： SILENT MÖBIUS CASE:TITANIC REPRODUCTION
価

格 ： 9,801 円（税抜）

発

売 ： 2016 年 9 月 23 日発売予定

（ゲーム CD-ROM1 枚、音楽 CD 12cm1 枚＆8cm1 枚

計 3 枚）

対応ＯＳ ：
Windows7 SP1 32bit・64bit Windows8 32bit・64bit （Modern UI モード・WindowsRT を除く）
Windows8.1 32bit・64bit （Modern UI モード・WindowsRT8.1 を除く） / Windows10 32bit・64bit
（※ タッチパネル式タブレット端末、また Macintosh 上などで Windows エミュレータを介した動作は保証
外となります。
）
権利表記 ：
©STUDIO TRON
©GAINAX
©2016 D4Enterprise Co.,Ltd.
©2016 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

特設ページ URL（事前予約はこちらから承っております。） ：
http://www.amusement-center.com/project/egg/special/package_silent-mobius/

失われし貴婦人“タイタニック”よ…。
貴女の航海はまだ終わっていなかったのか！？
美しき天使たちよ、呪われし航海に終止符を…！
水上の城＜タイタニック＞。迷宮空間で何が待つ…？
INTRODUCTION
2026 年、春。珍しく酸性雨の降りやんだ夜空に、数ヶ月ぶりに月が美しい姿を雲間から見せていた。久
しぶりの傘のいらない外出に、人々は心はずませて夜の街にくり出した。
しかし晴天は長くは続かなかった。水中に落ちた墨汁のように、東京上空に湧き出した雷雲。それはレ
ーダーに写らなかった。悪質ないたずらのような突然の雷雨に、人々がうらめし気に天を仰いだ時、その
眼には信じられない情景が写った。雲を割り、落ちてくる巨大な船！

雷光に照らし出されたそれは、全

様を衆視の前にさらけ出すと、四本の煙突から煙を吐きながら、月へ向かってゆっくりと航行をはじめた。
宙を徨く、巨大な船。
白昼夢のようなその光景に、遭遇した人々は唯々ぼう然と見守るだけであった。しかしその船は、日付
けがかわる時間になると、かすむように消えていった。まるで全てが蜃気楼であったかのように。

しかし、怪事件はそれで終わりではなかった。そして消えた次の日も、同時刻になるとそれは現れたの
であった。

人心を騒がすこの事件に、警察そして軍隊が出動したが、強力な結界に阻まれて近づくことができず、
僅かに、船窓に動く影から内には人がいること、船尾のペイントからこの船は 1912 年に大西洋で沈没した
『タイタニック号』であるという、二つの手がかりを得ただけであった。だがそれは、事件をより複雑に
しただけであった。事態を憂慮した政府は、英国政府の協力を得て、ケンブリッジ大学よりタイタニック
事件の研究家を呼び、そして対妖魔特殊警察に出動を要請した。
タイタニックが出現するようになって 5 日目、2026 年 4 月 14 日のことであった。

■【NEW】SILENT MÖBIUS CASE:TITANIC REPRODUCTION 発売記念！
麻宮騎亜先生トークショー＆サイン会
90 年代の興奮再び！？

開催決定！

26 年前に発売された本作グラフィックのこだわりなどを麻宮先生ご本人に

語っていただきます！

開催日時 …
会場 …

9 月 25 日（日）予定

東京・新橋

ツクモデジタル.ライフ館

アクセス

参加料無料（定員 50 名様先着順予定。
）

＜イベント観覧・サイン会参加条件＞
当日会場にてツクモ各店購入・AC-MALL 購入を証明できるもの（購入時メールなど）をご持参下さい。

※ イベント内容は予告なく変更させていただく場合があります。予めご了承下さい

■リバーシブルジャケットがまさかのボリュームアップ！
復刻＆新作、4 タイプのジャケットがこのパッケージに集約！
PC-9801 版初版＋FM-TOWNS 版（その他機種板）のリバーシブルジャケットは既報のとおりですが、なん
とここに PC-9801 版 後期版と新作ジャケットの追加が決定！
新作ジャケットはなんと麻宮騎亜氏による完全描き下ろしイラストとなります！

発売 26 年目にして

第四のジャケットが誕生。パッケージ部は 1990 年発売当時を彷彿とさせる、プラスチック製を採用してい
ます。

■サイレントメビウス作者 麻宮騎亜インタビューを敢行！

特設サイト内で公開中！

今回特設サイトにて、麻宮騎亜氏特別インタビュー記事を公開しました！
詳細は特設サイトにて！

http://www.amusement-center.com/project/egg/special/package_silent-mobius/

■PC-9801 版『SILENT MÖBIUS』復刻収録！
1990 年にガイナックスより発売された PC-9801 版『SILENT MÖBIUS』を当時そのままに収録！
26 年たった 2016 年、再びあの航海が蘇る……。
AMP メンバーたちとタイタニックで起きる事件を解決せよ！

■「SILENT MÖBIUS CASE:TITANIC ORIGINAL SOUNDTRACKS」！
ゲーム中の BGM を一つに！

本パッケージオリジナルのサウンドトラックを制作、同梱。また、本作に

は当時 BGM を担当した梶原正裕（KAJA）氏による、セルフリミックス楽曲収録も決定！
26 年前の楽曲が新たな形で今、再生（REPRODUCTION）される……。

■まさかの通販限定 8cmCD も復刻
発売当時ガイナックス通販限定でプレゼントされた、特製 8cmCD を可能な限り復刻！
昔懐かしい短冊形ケース 8cmCD の形での復刻となり、8cmCD 再生可能なプレイヤーで聴く事ももちろん可
能です！（8cmCD 再生環境がないお客様のために、本 8cmCD に入っている楽曲は「SILENT MÖBIUS
CASE:TITANIC ORIGINAL SOUNDTRACKS」にも収録致します。
）

■今じゃ見れない！

1990 年当時公開された店頭デモ収録！

発売当時、ゲームショップや家電量販店などの店頭で公開されていた PC-9801 版『SILENT MÖBIUS』の
店頭デモを発掘！
バージョン違い 2 タイプのデモを緊急収録決定！

あの時見た思い出の映像が今、このソフトで復活す

る。

■マニュアル、ガイドブック、そして新聞！

各種印刷物を復刻！

当 時 の パ ッ ケ ー ジ に 付 属 さ れ て い た マ ニ ュ ア ル 「 OPERATOR MANUAL 」「 GUIDE FOR SILENT MÖBIUS
CASE:TITANIC」復刻はもちろん、
「電脳新聞」も可能な限りそのまま復刻し同梱！

■このパッケージだけでしか見ることができない！超貴重！オリジナル原画集同梱
今回の復刻にあたり、ガイナックスに調査隊を派遣したところ、制作当時の生原画を発見……その後完
全な状態でサルベージに成功！
そこで 26 年の時を経て、本ソフト限定のオリジナル原画集として同梱が急遽決定！

ゲーム中ではドッ

トで描かれていたあの風景やキャラクターの原画を多数収録！

※ 『プロジェクト EGG』とは
PC-9801、FM-7、X1 といったようにプラットフォームが乱立していた 1980 年代。この時期に発売された
PC ゲームは、今のゲームに大きな影響を与えました。しかし記録メディアの劣化やプラットフォーム等の
変化により、それらは次第に遊べなくなっています。
D4 エンタープライズでは、レトロゲームを文化遺産のひとつと考え『プロジェクト EGG』というプロジ
ェクトを発足しました。過去の名作を Windows 上に復刻し、いつまでも楽しめるようにすること。それが
『プロジェクト EGG』の役割と考えております。

『プロジェクト EGG』URL ：
http://www.amusement-center.com/project/egg/
動画でゲーム紹介！

YouTube 内チャンネル『EGG チャンネル』URL ：

http://www.youtube.com/ProjectEGG
最新情報を即ゲット！ 公式 Twitter『EGG なう！』URL ：
https://twitter.com/project_egg

【報道機関からのお問い合わせ】
株式会社 D4 エンタープライズ

広報担当

大石

http://www.d4e.co.jp/
Mail：info@d4e.co.jp / TEL：03-3518-6886

/ FAX：03-3518-6887

