
 

<News> 

『プロジェクト EGG』ゲームパッケージ第 18 弾 

『ザ・トリロジーズ -T&E SOFT / XTAL SOFT COLLECTION-』 

特設サイト更新！『惑星メフィウス（VHD 版）』映像、書籍『惑星メフィウスはこうして作られた』＆T&E マガジン掲載『スターアーサー』漫画の PDF 収録を追

加！ 

そして初回生産特典に『地球解放軍ジアース（コンシューマー版）』を追加！ 

 

 

令和 2 年 2 月 27 日 

株式会社Ｄ４エンタープライズ 

 

レトロゲームの復刻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（東京都千代田区 代

表取締役・鈴木直人）は、Windows 向けゲームパッケージ『ザ・トリロジーズ -T&E SOFT / XTAL SOFT COLLECTION-』

特設サイトを更新、収録データに『惑星メフィウス（VHD版）』オープニング映像、書籍『惑星メフィウスはこうして作

られた』、T&Eマガジン掲載の『スターアーサー』情報や漫画の PDFを追加収録いたしました。 

また初回生産特典 CD-ROMに『地球解放軍ジアース（コンシューマー版）』追加収録することを発表しました。 

 

 

 

特設ページ URL（詳細はこちらをご確認下さい。）

https://www.amusement-center.com/project/egg/special/tande-xtal/ 

 

タイトル：ザ・トリロジーズ -T&E SOFT / XTAL SOFT COLLECTION- 

価  格：12,300 円（税抜） 

発  売：2021 年春発売予定 

対応ＯＳ： 

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 Mac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：  

©2020 D4Enterprise Co.,Ltd. 

©2020 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved. 

 'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation. 

 

https://www.amusement-center.com/project/egg/special/tande-xtal/


 

プロジェクト EGG18 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！ 

期間：2020 年 2 月 6 日（木）～3月 3 日（火）15:00 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 3月 3 日 15:00 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。（3 月 3日 15:00 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。（クレジットカ

ードでの購入の場合、3月 3日 15:00までに購入～決済完了時点で送料無料・購入確定となります。） 

※2 

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。）  

 

※ 本リリースに掲載されている各種画像は完成イメージ図となり、実際のものとは異なる場合がございます。予めご

了承ください。 

※ 本リリースに記載されている収録タイトル・内容について都合により変更となる場合がございます事を予めご了承

下さい。 



 

『スターアーサー伝説』『ハイドライド』『夢幻の心臓』 

『クリムゾン』『ルーンワース』――。 

 1980～90年代ユーザーから絶大な人気を博したゲームメーカー「T＆E SOFT」・「XTAL SOFT」の 

有名シリーズタイトルから、それぞれ 3 作品＋α・様々な機種のバージョンを収録！ 

合計 19 タイトルが 1 枚の CD-ROMに入った珠玉のコレクションアイテムとなっています。 

 

幻のムービーと書籍 PDF データが追加！ 新規情報はこの 3 つ！ 

【NEW!】幻のあの映像が蘇る！ 『惑星メフィウス（VHD 版）』オープニング映像 動画データ収録 

たいへん貴重な VHD 版のオープニング映像を動画ファイルで収録！ 

  

【NEW!】一気に 2 つ！『惑星メフィウスはこうして作られた』＆T&E マガジン掲載『スターアーサー』漫画 PDF 収録 

当時出版された幻の書籍と T&E マガジンより、スターアーサーに関する情報や漫画を PDF収録！ 

    

 

■今回のプロジェクト EGG ゲームパッケージは今までとは違う！！ 

1984 年～1990 年までファンクラブ会員限定に発行していた『T&Eマガジン』全巻の表紙をカード化し、前半号セット（前

半号カード封入）・後半号セット（後半号カード封入）と 2 バージョンご用意！ これらをパッケージ別に同梱！ 

『惑星メフィウス』ジャケットの A version、『ハイドライド』ジャケット B version には前半号セットが同梱。『夢

幻の心臓』ジャケット C version、そして『当時のイラストレーター様によるオリジナルジャケット』D version には

後半号セットが同梱されます。 

 

予約購入ページ URL（A～D version 全て事前予約はこちらから承っております。） 

http://ac-mall.jp/egpc-0018 

【ご注意】 

A～D version 全てに後述する同内容のダブルリバーシブルジャケットを付属しておりますが、未開封状態でのジャケッ

トの向きが異なっているのみで、後述する内容物（CD-ROM・音楽 CD 収録内容、マニュアルなど）の違いは一切御座い

http://ac-mall.jp/egpc-0018


ません。 

（ダブルリバーシブルジャケットは開封後、入れ替えが可能です。） 

付属する T＆E マガジン表紙カード収録内容が前半号セットと後半号セットで異なりますので、ご注意下さい。 

 

＜ 収録タイトル ＞ 

■『スターアーサー』シリーズ 3 タイトル収録 

1983 年に発売された『惑星メフィウス』は超大作 SF映画やアーサー王伝説に影響を受けた世界観がファンから支持さ

れました。アドベンチャーゲームの歴史を語る上で欠かせない作品です。 

   

『スターアーサー伝説 I 惑星メフィウス』（FM-7版）／『スターアーサー伝説 II 暗黒星雲』（FM-7版）／『スターアーサー伝説 III テラ 4001』（FM-7版） 

 

■『ハイドライド』シリーズ 7タイトル収録 

1984 年に発売された『ハイドライド』は体当たりによる軽快な戦闘システムが人気を博したタイトル。 

これをプレーせずしてアクティブ RPGは語れません。 

     

『ハイドライド』（PC-8801/mkII版・FM-7版）／『ハイドライド II』（PC-8801/mkII版・FM-7版）／『ハイドライド 3』（PC-8801/mkII版）／ 

『ハイドライド 3 SPECIAL VERSION』（PC-9801VM版）／『ハイドライドスペシャル』（FC版） 

 

■『夢幻の心臓』シリーズ 3 タイトル収録 

1984 年に発売された『夢幻の心臓』は海外 RPGのアイデアを取り入れたシステムで人気となり、大迫力の敵キャラと相

まってクリスタルソフトの知名度を押し上げたタイトルです。 

   

『夢幻の心臓』（PC-8801/mkII版）／『夢幻の心臓 II』（PC-8801/mkII版）／『夢幻の心臓 III』（PC-8801mkIISR版） 

 

■『クリムゾン』シリーズ 3 タイトル収録 

1987 年に発売された『クリムゾン』は『夢幻の心臓』に次ぐ XTAL SOFTの人気作です。 

パーティー制の導入やノリの良い BGMでファンの心をつかみました。 

   

『クリムゾン』（PC-8801mkIISR版）／『クリムゾン II』（PC-8801mkIISR版）／『クリムゾン III』（PC-8801mkIISR版） 



■『ルーンワース』シリーズ 3タイトル収録 

1990 年に発売された『ルーンワース』は T＆E SOFT の『ハイドライド』に次ぐ大型アクション RPG。 

経験値の概念を取り払った意欲作です。 

   

『ルーンワース  黒衣の貴公子』（PC-9801VM版）／『ルーンワース 2 時空の神戦』（PC-9801VM版）／『ルーンワース 3 神聖紀光臨』（PC-9801VM版） 

 

＜ パッケージ ＞ 

■脅威のダブルリバーシブルジャケット！ 当時の復刻、そしてまさかの新作ジャケット！ 

４タイプのジャケットがこのパッケージに集約！ 

『惑星メフィウス（FM-7 版）』『ハイドライド（PC-8801 版）』『夢幻の心臓（PC-8801版）』『当時のイラストレーター

様によるオリジナルジャケット（作者は後日発表）』収録！ 

パッケージ部はプロジェクト EGGゲームパッケージおなじみ 1980年代当時を彷彿させる、プラスチック製を採用して

います。 

 

 

＜ 収録アイテム ＞ 

■各シリーズ 1 作目のマニュアルを実際の印刷物として復刻同梱！ 

『惑星メフィウス』『ハイドライド』『夢幻の心臓』『クリムゾン』『ルーンワース ～黒衣の貴公子～』の基本マニュアル

を可能な限り再現し同梱！ 

 

 

■今や希少性の高いゲームのパッケージ表紙全 17 種類をカード化し同梱！ 

手に取るだけで当時のパッケージ所有感を満たすことができます。 

 

■まさかの新 T&E マガジンを同梱！ 復刻版風デザインで関係者インタビューを収録！（※） 

■収録作品より選定した楽曲を収録した音楽 CD を付属！（※） 

※ タイトルなど詳細は後日発表致します、お楽しみに 

 



＜ 収録データ ＞ 

■当時ゲームに付属していたマニュアルを可能な限り完全再現して PDFデータ収録！ 

 PDF ビューワを使うことで、ランチャーよりいつでも確認することができます。 

■ボス直前、エンディング直前など有名シーンをすぐにお楽しみ頂けるセーブデータを収録！ 

 あの時クリアできなかったゲームタイトルも、すぐに感動のエンディングを味わう事ができます（一部タイトル除く）。 

 

＜ 初回生産特典 ＞ 

■初回生産特典として、T&E SOFTより発売されたシューティングタイトル 5本を収録した『T&E SOFTシューティングコ

レクション』（Windows 向けゲーム CD-ROM）を付属致します。 

（初回生産終了後は本 CD-ROM は付属しませんので予めご了承ください。） 

【NEW!】あのプレミア付きタイトルが 28年ぶりに蘇る！『地球解放軍ジアース（コンシューマー版）』収録決定 

   

 収録タイトル 

『バトルシップクラプトン 2』（MSX版）／『レイドック』（MSX2版）／ 

『スーパーレイドック ミッションストライカー』（MSX版）／『レイドック 2 ラストアタック』（MSX2+版） 

    

 

 


