<News>
レトロゲーム総合配信プロジェクト EGG ゲームパッケージ第 17 弾
『ACTIVE SIMULATION WAR DAIVA CHRONICLE RE:』本日 2019 年 3 月 4 日情報初公開・事前予約開始
2019 年 3 月 4 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、2019 年 3 月 3 日に迎えた会社設立 15 周年を記
念して新規ゲームパッケージ『ACTIVE SIMULATION WAR DAIVA CHRONICLE RE:（ディーヴァクロニクル

ア

ールイー）
』を本日初公開・事前予約開始しました。

D4 エンタープライズ 15 周年記念作品

タイトル ： ACTIVE SIMULATION WAR DAIVA CHRONICLE RE:
価

格 ： 9,801 円（税抜）

発

売 ： 2019 年 9 月発売予定

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 ：
©2019 D4Enterprise Co.,Ltd.
©2019 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.
‘MSX’ is a trademark of the MSX Licensing Corporation.

D4 エンタープライズ 15 周年記念キャンペーン！
以下期間内に本作を予約頂いたお客様は、通常かかる送料 820 円が完全無料に！
このチャンスお見逃しなく！
（※

他商品と同時購入すると送料が発生します。予めご了承ください。）

期間：2019.3.4-5.31 申し込み・入金分まで（※1）
（※2）
※1

銀行振込での購入の場合、購入後 5.31 までにお振込み頂いた方が送料無料の対象となりますので、予めご了承ください。
（6.1 以降の入金の場合、別途送料が発生致しますので、予めご了承ください。）

※2

クレジットカードでの購入の場合、5.31 までに購入完了時点で送料無料・購入確定となります。

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

-1987新たな時代へ送る昭和の名作……ここに復活！

すべては惑星アルジェナ、謎の消失から始まった――
『ACTIVE SIMULATION WAR DAIVA CHRONICLE RE:』
（ディーヴァクロニクル アールイー）

2003 年にプロジェクト EGG パッケージ第 3 弾として、誰もが夢見た『DAIVA』全ストー
リーが楽しめる『DAIVA CHRONICLE』を発表……そして 15 年の時を経て新たな貴重な
資料や特典を追加した、奇跡のコレクティブルアイテムとして今、蘇ります！
『スターアーサー伝説』、『ハイドライド』で一世を風靡したティーアンドイーソフトが、満を持して送り
出した全く新しいゲームシステム『ACTIVE SIMULATION WAR』――。その全貌をもう一度体現してくださ
い。

素材の高画質化や新規特典も追加し『DAIVA CHRONICLE』から大幅パワーアップした
『RE:』バージョン、お見逃しなく！！

＜

収録タイトル

＞

STORY1 for PC-8801 mkIISR ヴリトラの炎 ＜主人公：ルシャナ・パティー＞
ヴリトラの来襲によって、婚約者ラーナと惑星ベレナスを失ったルシャナは僅かに生き残った防衛艦隊に
救出される。ヴリトラへの復讐を誓うが、各艦の損傷は予想以上に大きかった――。
FM 音源完全対応、フルカラー8 色での重ね合わせスクロール処理を実現した PC-8801 mkII SR 版。

STORY2 for FM-77AV/20/40 ドゥルガーの記憶

＜主人公：ア・ミターバ＞

ア・ミターバは混乱のさなか、ア家の艦隊を率いて惑星エンタナを脱出するが、妻サティーを乗せた艦は
攻撃を受け艦隊を離脱してしまう。
総天然色ならではの美しい画面、ハードウェアによる滑らかなスクロールの FM-77AV/20/40 版。

STORY3 for X1

ニルヴァーナの試練 ＜主人公：アモーガ・シッディ＞

アモーガ・シッデイは、宇宙帝国軍艦長を務めていた。アモーガの操る元帝国宇宙軍の最新鋭アジナ一級
戦艦ラージャには、ニルヴァーナと呼ばれる生体コンピュータが搭載されていた。
フルスクリーンスクロールマップと FM 音源ボード完全対応が特徴の X1 版。

STORY4 for MSX アスラの血流

＜主人公：ラトナ・サンバ＞

ラトナの操る高速艇は可変ウイングを、OM ブラスター照準に捕らえていた。ファイヤートリガーに親指を
かけた瞬間、突然後方から同じ OM ブラスターがラトナの艇を打ち抜いた――！
2 メガビット大容量 ROM 使用により、他機種版と同等の内容を実現し、多彩な BGM も特徴の MSX 版。

STORY5 for MSX2 ソーマの杯

＜主人公：アクショー・ビア＞

ソーマ……神々の清酒と呼ばれる、肉体と生命の蘇生薬。このソーマを完成させたのはアクショー・ビア
博士、遺伝子工学の権威である。彼は帝国がスーラ族の遺伝子操作の研究に着手したことに反発しその職
を放棄する。
多彩なキャラクター、リアルな動き、軽快なオリジナルミュージックを実現した MSX2 版。

STORY6 for FC

ナーサティアの玉座 ＜主人公：マータリ・シュバン＞

マータリ・シュバン、紫苑の海賊のキャプテン。彼は銀河第三帝国の末裔と噂され、その容姿物腰共に海
賊のイメージとはかけ離れたものであり、そして若かった。
わかりやすいシステム、軽快な操作性を備えた FC 版。

STORY7 for PC-9801 VM/VX カリ・ユガの光輝

＜主人公：クリシュナ・シャーク＞

クリシュナは、物資の補給はすべて闇の市場で行っていた。ある時、彼はそこで帝国の鉱石船をまるごと
買い受けた。その船内に残された膨大な資料の中から、恐るべき発見をする――。
シリーズ唯一の本格派シミュレーションゲームとなった PC-9801VM/VX 版。DAIVA シリーズここに完結！

＜

パッケージ

＞

■プロジェクト EGG おなじみ 80 年代を彷彿させるプラスチックパッケージを採用！
ジャケットは STORY1-6 と STORY 7 のリバーシブル！

＜

「RE:」新規収録アイテム

あの頃の雰囲気をお楽しみください。

＞

■旧版ではパッケージに描かれるのみに留まった、当時のパッケージに同梱していた特製シールを今回実
際のシールとして復刻！

■発売当時制作されたミニポスター（三つ折り）を可能な限り当時そのままを再現し、実際のミニポスタ
ーとして同梱！

■『T&E マガジン』掲載の『DAIVA』開発裏話や貴重な関連資料を当時のものより高画質化し PDF 収録！
またチラシ資料は旧版より収録数アップ！

＜

収録アイテム

＞

■4 種類存在する『DAIVA』のマニュアルを 1 つにまとめた、約 130 ページにも及ぶ本パッケージオリジナ
ルマニュアル同梱！

■T＆E ユーザーズクラブ会員限定シングル CD 収録楽曲や、柏木るざりん氏による『DAIVA』楽曲アレンジ
ミュージックなどを収録した音楽 CD を付属！

収録トラック
【T&E SOFT 5TH ANNIVERSARY】
・DAIVA I DAIVA メインテーマ
・FLAME OF VLITRA PC-8801 版メインテーマ
・ASURA'S BLOODFEUD MSX 版メインテーマ
・MEMORY IN DURGA FM-77AV 版メインテーマ
・LIGHT OF KARI-YUGA PC-9801 版メインテーマ
・SUPER LAYDOCK THEME MUSIC
・BLACK STORMY GUNNER ～THE FRONT BASE～B・I・S・H・A・M・O・N

【T&E SOFT ユーザーズクラブ特典 CD】
・ユーザーズクラブのテーマ
・ダンシングエビフライ
・ミッドナイト名古屋

【DAIVA SPACIAL ARANGE TRACK（柏木るざりん）
】
・DAIVA I ディーヴァ メインテーマ
・MEMORY IN DURGA FM-77AV 版メインテーマ
・LIGHT OF KARI-YUGA PC-9801 版メインテーマ

怒涛のレトロゲーム 900 本以上配信中！『プロジェクト EGG』URL ：
http://www.amusement-center.com/project/egg/
あのゲームのサントラがココだけに！？

約 9000 曲配信中！『EGG MUSIC』URL ：

http://www.amusement-center.com/project/emusic/
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
スタッフゲームレビュー掲載中！

『プロジェクト EGG』公式 Facebook URL ：

http://www.facebook.com/ProjectEGG

【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
Mail：info@d4e.co.jp

http://www.d4e.co.jp/

