
 

<News> 

レトロゲーム総合配信サービス『プロジェクト EGG』16周年記念 

キャンペーンを 11月 24日より開始 

―サービス開始 16 周年を記念して 3大キャンペーン展開！― 

 

平成 29年 11月 24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、同社が運営するレトロゲーム配信サービス『プ

ロジェクト EGG』サービス開始 16周年を記念してキャンペーンを実施いたします。 

 

 

 

 

プロジェクト EGGは 2001年の開設より 16 周年を迎えました！ 

 

「プロジェクト EGG 16bit アニバーサリー」特設サイト： 

http://www.amusement-center.com/project/egg/special/egg16th/ 

 

キャンペーン期間：2017.11.24（金）14：00 ～ 2017.11.30（木）12：00（予定） 

http://www.amusement-center.com/project/egg/special/egg16th/


1、ゲームソフト＆音楽 CD 各商品 16本限定 50％オフ！  

AC-MALL販売商品の中から 11タイトルがとってもオトクな 50％オフ！ 

この 50％オフは各商品先着 16本までとなっているのでお見逃しなく！ 対象商品は以下となります。 

 

■ゲームパッケージ 

 

・魔導物語きゅ～きょく大全 SUN -SFC＆DS- with LADY-BONO! 8,700円→4,350円（税抜） 

魔導ファンはもちろん、DSファンも見逃せないマストアイテムになること間違い無し！！ 

http://ac-mall.jp/egpc-0014_16th 

 

・SILENT MÖBIUS CASE:TITANIC REPRODUCTION（FM-TOWNS ジャケット版） 9,801円→4,901 円（税抜） 

1990年に発売された PC-9801版「サイレントメビウス」“再生（REPRODUCTION）――。” 

http://ac-mall.jp/egpc-0013-c_16th 

 

・ドラゴンスレイヤークロニクル DragonSlayer CHRONICLE 9,334円→4,667円（税抜） 

 歴史を知る、この一品。…英雄たちの伝説は受け継がれる。「DragonSlayer CHRONICLE」 

http://ac-mall.jp/egpc-0009_16th 

 

■音楽 CD 

 

夢幻戦士ヴァリス SOUND COLLECTION A 2,800 円→1,400円（税抜） 

時が経っても今なお色褪せない、珠玉のヴァリスサウンドを今この手に！ 

http://ac-mall.jp/emca-0026_16th 
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YuzoKoshiro EarlyCollection 1st+ 2,667円→1,334 円（税抜） 

2nd＋が出たからには、1st＋も！ 1992年発売古代祐三『EARLY COLLECTION』が約 20年ぶりに蘇る―。 

http://ac-mall.jp/emca-0012_16th 

 

クターのサウン丼 ～ギガ盛り！～ 10th Anniversary SoundTracks 952 円→476円（税抜） 

キタ！キタ！ついにキタ！ファン待望のクターのサウンドトラック CD 

http://ac-mall.jp/emca-0010_16th 

 

梅本竜レアトラックス Vol.1～3 ＆『グランシード・ジ・オリジン』 6,667円→3,334円（税抜） 

梅本竜 RARE TRACKS シリーズ 3作品＋αで 7枚組の大ボリューム！ 

http://ac-mall.jp/mset-0001_16th 

 

梅本竜 『EVE burst error “THE PERFECT”』 3,333円→1,667円（税抜） 

元祖 PC-9801版ゲームミュージックが、長年の時を超えついに CD化！ 

http://ac-mall.jp/emca-0009_16th 

 

CIRCADIA “THE ALBUM”  3,048 円→1,524円（税抜） 

高音質レコーディングのオリジナル・サウンドトラックに、Yuji TECHNOuchi によるアレンジ曲をプラス！ 

http://ac-mall.jp/emca-0008_16th 

 

負けないぜ！ガンレオン 1,714 円→857 円（税抜） 

ガンガンレオン！ ガンレオン！ あのガンレオンのテーマソングが満を持して CD化! 

http://ac-mall.jp/emca-0007_16th 

 

魔導物語音楽館リターンズ・プラス 1,714円→857円（税抜） 

磁性体の劣化により、今や超稀少となっているそのテープ『魔導物語音楽館』が復活！ 

http://ac-mall.jp/emca-0002_16th 

 

田中勝己『RARE TRACKS』 2,286 円→1,143円（税抜） 

おなじみ「灼熱のファイヤーダンス」や、ラジオなどでお披露目されたレアトラックの数々を収録。 

http://ac-mall.jp/emca-0001_16th 
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2、16bitハードタイトル（全 354本）ACポイント還元率大幅アップ！ 

期間内プロジェクト EGG で 16bitハードタイトルを購入すると、ACポイント還元が通常 10％のところ

32％に大幅アップ！ これを機に 80-90年代の名作たちをプレイしてみるのはいかがでしょうか。 

 

NEOGEOタイトル一覧 

https://www.amusement-center.com/project/egg/ecatalog-main.cgi?maker_id=&oldplat=42&genre=&nam

e=&searchBtn1=%B8%A1%BA%F7# 

PC-9801 一覧 

https://www.amusement-center.com/project/egg/ecatalog-main.cgi?maker_id=&oldplat=23&genre=&nam

e=&searchBtn1=%B8%A1%BA%F7# 

SFC タイトル一覧 

https://www.amusement-center.com/project/egg/ecatalog-main.cgi?maker_id=&oldplat=41&genre=&nam

e=&searchBtn1=%B8%A1%BA%F7# 

X68000タイトル一覧 

https://www.amusement-center.com/project/egg/ecatalog-main.cgi?maker_id=&oldplat=27&genre=&nam

e=&searchBtn1=%B8%A1%BA%F7# 

メガドライブタイトル一覧 

https://www.amusement-center.com/project/egg/ecatalog-main.cgi?maker_id=&oldplat=30&genre=&nam

e=&searchBtn1=%B8%A1%BA%F7# 

 

対象機種よりタイトル Pickup！ 

 

   

ラングリッサーII（メガドライブ版） 

前作の主人公レディンの子孫と伝説の剣「ラングリッサー」が織りなす壮大な物語。 

https://www.amusement-center.com/project/egg/cgi/ecatalog-detail.cgi?contcode=7&product_id=130

1 

 

https://www.amusement-center.com/project/egg/ecatalog-main.cgi?maker_id=&oldplat=42&genre=&name=&searchBtn1=%B8%A1%BA%F7
https://www.amusement-center.com/project/egg/ecatalog-main.cgi?maker_id=&oldplat=42&genre=&name=&searchBtn1=%B8%A1%BA%F7
https://www.amusement-center.com/project/egg/ecatalog-main.cgi?maker_id=&oldplat=23&genre=&name=&searchBtn1=%B8%A1%BA%F7
https://www.amusement-center.com/project/egg/ecatalog-main.cgi?maker_id=&oldplat=23&genre=&name=&searchBtn1=%B8%A1%BA%F7
https://www.amusement-center.com/project/egg/ecatalog-main.cgi?maker_id=&oldplat=41&genre=&name=&searchBtn1=%B8%A1%BA%F7
https://www.amusement-center.com/project/egg/ecatalog-main.cgi?maker_id=&oldplat=41&genre=&name=&searchBtn1=%B8%A1%BA%F7
https://www.amusement-center.com/project/egg/ecatalog-main.cgi?maker_id=&oldplat=27&genre=&name=&searchBtn1=%B8%A1%BA%F7
https://www.amusement-center.com/project/egg/ecatalog-main.cgi?maker_id=&oldplat=27&genre=&name=&searchBtn1=%B8%A1%BA%F7
https://www.amusement-center.com/project/egg/ecatalog-main.cgi?maker_id=&oldplat=30&genre=&name=&searchBtn1=%B8%A1%BA%F7
https://www.amusement-center.com/project/egg/ecatalog-main.cgi?maker_id=&oldplat=30&genre=&name=&searchBtn1=%B8%A1%BA%F7
https://www.amusement-center.com/project/egg/cgi/ecatalog-detail.cgi?contcode=7&product_id=1301
https://www.amusement-center.com/project/egg/cgi/ecatalog-detail.cgi?contcode=7&product_id=1301


   

A 列車で行こう 4（PC-9801 版） 

様々なマップを舞台に、一大交通網を築こう。立体交差などを活用して、より個性的な路線を作れ！ 

https://www.amusement-center.com/project/egg/cgi/ecatalog-detail.cgi?contcode=7&product_id=119
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スタークルーザー（X68000 版） 

賞金稼ぎとなり宇宙戦闘機“スタークルーザー”で銀河を駆け巡る SF大作。 

https://www.amusement-center.com/project/egg/cgi/ecatalog-detail.cgi?contcode=7&product_id=969 
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3、スティーブ・ウォズニアック講演会ご招待 

1980 年代のゲーム黎明期、当時のゲームクリエイター達はアメリカで発売された「AppleII」でプレイ

できるゲームに多大な影響を受け、生み出されたゲームは後年 RPG ブームと呼ばれる大きなムーブメント

となりました。 その「AppleII」を開発したことで知られるスティーブ・ウォズニアック氏が近日来日し、

12月 4日に講演会が開催される予定となっております。 

この度、講演会事務局様のご厚意により、この講演会にプロジェクト EGGの 16周年を記念して会員様を

1名ご招待させて頂く事が可能となりました。 プロジェクト EGGからのアニバーサリープレゼントに、ぜ

ひともご応募ください！ 

 

 

 

スティーブ・ウォズニアック講演会 

・講演テーマ：「Think Different!!」 

・日時：12月 4日（月） 

・時間：12～15時を予定 

・会場：ザ・プリンスパークタワー東京 コンベンションホール（B2） 

・内容：講演会、写真撮影会、昼食（軽食）付 

・主催：東京コミックコンベンション 

・事務局：スティーブ・ウォズニアック講演会事務局（静岡博報堂） 

 

講演会詳細は以下を御確認下さい。 

http://tokyocomiccon.jp/wozniak/ 

 

 また AC-MALL では本チケットの販売も同時開始！ プロジェクト EGG 会員は 2 万円引きで購入可能で

す！ 詳しくは以下 URLを御確認下さい。 

 http://ac-mall.jp/waz-0001 

http://tokyocomiccon.jp/wozniak/
http://ac-mall.jp/waz-0001


※ 『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 
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