
 

<News> 

 

『プロジェクト EGG』ゲームパッケージ第 20 弾『魔導物語 超きゅ～きょく大全 ぷよぷよ入り』 

『魔導物語 はなまる大幼稚園児（SFC 版）』追加収録決定 

 

2022 年 2 月 2 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、本日 2 月 2 日、パッケージソフト『魔導物語 超きゅ～きょく大

全 ぷよぷよ入り！』（Windows 版）の追加収録タイトル『魔導物語 はなまる大幼稚園児（SFC 版）』の情

報を初公開しました。 

本ソフトは、レトロゲーム配信サイト『プロジェクト EGG』の 20 周年を記念する特別なパッケージであ

り、『魔導物語』シリーズ史上で最大級のボリュームを誇る、レトロゲームファン必携の一本です。 

 

 

懐かしの 80 年代～90 年代ゲーム配信数 1,000 本以上！ 

レトロゲーム総合配信サイト『プロジェクト EGG』は、この度 2001 年の開設より 20 周年を迎えました！ 

プロジェクト EGG のサイトにて皆様をあっと驚かせるような発表を随時行っていく予定です。 

 

プロジェクト EGG 特設サイト URL 

https://www.amusement-center.com/project/egg/landing/ 

 

https://www.amusement-center.com/project/egg/landing/


 

商品予約サイト URL（詳細はこちらをご確認下さい。） 

https://ac-mall.jp/egpc-0020 

 

1989年コンパイルがリリースした名作 RPG『魔導物語』。 

あれから 32 年、ついに史上最大級のコレクションアイテムが登場！ 

 

本パッケージでは、大人気の『魔導物語 1-2-3（PC-9801）』『魔導物語 A・R・S（PC-9801）』『魔導物語 I

（メガドライブ）』『魔導物語 I・II・III・A（ゲームギア）』『魔導物語 はなまる大幼稚園児（SFC）』は

もちろん、ディスクステーションで親しまれた数々の関連作品などもフォロー、さらに『ぷよぷよ（MSX2・

PC-9801）』『ぷよぷよ通（PC-9801）』『なぞぷよ（PC-9801）』なども完全収録！ 計 40 タイトルもの大ボリ

ュームは『魔導物語』関連パッケージとしては史上初！ 『魔導物語』の世界を十二分に楽しめる内容と

なっています。 

 

https://ac-mall.jp/egpc-0020


【2/2 更新】追加収録予定タイトル発表！！ 

1996 年に発売された『魔導物語 はなまる大幼稚園児（SFC 版）』の追加収録が決定！ 

 

 

 

 

   

 

・『魔導物語 はなまる大幼稚園児』（SFC 版 / 1996 年） 

魔導幼稚園の卒園試験のため、秘石を集める冒険に出発だ！ 

本作は 1996 年にリリースされた RPG で、『魔導物語』や『ぷよぷよ』でおなじみのアルルの幼稚園時代を

描いたストーリーが楽しめます。これまでのシリーズで好評だった、コミカルでキャッチーな世界観はも

ちろん、体力などが数値ではなく文章で表現されるファジーパラメータも健在！ 半面で今回は 3D ダンジ

ョンではなく 2D のトップビューを採用していたり、戦闘前には漫才のような演出が登場したりと、新たな

要素や演出も盛り込まれています。結果、誰もが楽しめる遊びやすいゲームシステムに仕上がっており、

幅広いファンの獲得を成功させた『魔導物語』のひとつといっても過言ではありません。初代『魔導物語』

の前日譚にあたる本作、アルルの新しい魅力に触れられる秀作です。 



＜ 収録アイテム ＞ 

■なつかしの各種印刷物 復刻マニュアル 

当時商品に同梱されていたマニュアルを、タイトル厳選して可能な限り復刻＆同梱いたします。 

 

■収録作品より選定した楽曲を収録した音楽 CD を付属！（※） 

※ タイトルなどの詳細は後日発表いたします、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 ビューワーを使うことで、ランチャーよりいつでも閲覧できます。 

 

■収録タイトル一覧 

１．魔導物語 EPISODE II CARBUNCLE（MSX2 版） 

   

 

２．魔導物語１－２－３（MSX2 版） 

   

 

３．魔導物語１－２－３（PC-9801 版） 

   

 

４．魔導物語 A・R・S（PC-9801 版） 



   

 

５．魔導物語 I（メガドライブ版） 

   

 

 

 

６．魔導物語 I 3 つの魔導球（ゲームギア版） 

   

 

７．魔導物語 II ～アルル 16才～（ゲームギア版） 

   

 

８．魔導物語 III 究極女王様（ゲームギア版） 

   

 

９．魔導物語 A ドキドキばけ～しょん（ゲームギア版） 



   

 

10．ぷよぷよ（MSX2 版） 

   

 

 

 

 

11．ぷよぷよ（PC-9801 版） 

   

 

12．なぞぷよ（PC-9801 版） 

   

 

13．魔導物語 道草異聞（PC-9801 版） 

14．らっきょ喰うカーバンクル ディスクステーション Book タイプ 1 号収録版（PC-9801 版） 

15．らっきょ喰うカーバンクル ディスクステーション 98 20 号収録版（PC-9801 版） 

16．大魔導戦略物語（PC-9801 版） 

17．大魔導戦略物語'95（PC-9801 版） 

18．魔導四五六（PC-9801 版） 

19．いもほり（PC-9801 版） 

20．かーばんくるぴ（MSX2 版） 



21．ワンダーランド OF CARBUNCLE（MSX2 版） 

22．ぷよぷよ恋物語（MSX2 版） 

23．魔導物語 1-2-3(見るばーじょん)（MSX2 版） 

24．キキーモラのおそうじ大作戦（PC-9801 版） 

25．バナナスカッシュ（PC-9801 版） 

26．わんだふりゃ魔導らんど（PC-9801 版） 

27．カーバンクル B.G.V（PC-9801 版） 

28．カレー食うカーバンクル（PC-9801 版） 

29．まいごのあるる（PC-9801 版） 

30．時代劇大江戸あっぷるそーす（PC-9801 版） 

31．あっぷるそーす あのコと夏祭り（PC-9801 版） 

32．あっぷるそーす丁稚っち（PC-9801 版） 

33．うさ雀ファイト！A チーム（PC-9801 版） 

34．いもほり 2（PC-9801 版） 

35．魔導物語 1-2-3 デモ＆カーバンクル絵描き歌（PC-9801 版） 

36．LADY-BONO! 第１話（PC-9801 版） 

37．LADY-BONO! 第２話（PC-9801 版） 

38．LADY-BONO! 第３話（PC-9801 版） 

39．LADY-BONO! 第４話（PC-9801 版） 

New! 40．魔導物語 はなまる大幼稚園児（SFC 版） 

 

  

  

 

 



タイトル：魔導物語 超きゅ～きょく大全 ぷよぷよ入り！ 

価  格：25,600 円（税込） 

発  売：2022 年発売予定 

対応 OS： 

Windows8.1 32bit・64bit（Modern UI モード・WindowsRT8.1 を除く） 

Windows10 32bit・64bit 

Windows11 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：  

©SEGA 

©D4Enterprise Co.,Ltd./株式会社徳間書店 1996 

©2021 D4Enterprise Co.,Ltd. 

©2021 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved. 

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

「魔導物語」は D4 エンタープライズの登録商標です。 

本 CD-ROM には、1996 年 1 月に徳間書店インターメディア株式会社と株式会社コンパイルとが制作・販売

したゲームソフト「魔導物語 はなまる大幼稚園児」を、可能な限りその当時のまま収録いたしました。 

本作では、旧作のゲームを忠実に再現するため、一部に不適切な表現があります。予めご了承ください。 

 

 

『プロジェクト EGG』20 周年を記念して抽選で 20 名様に全額キャッシュバックキャンペーン！ 

銀行振り込みのお客様は抽選で 20 名様全額キャッシュバック！ 

このチャンスお見逃しなく！ 

 

対象期間： 

１）20 周年全額キャッシュバック 2021 年 12 月 24 日～2022 年 6 月 30 日 

   2021 年 12 月 30 日 12 時迄 10 名 

   2022 年 1 月 15 日 12 時迄  5 名 

   2022 年 2 月以降 6 月迄各月 1 名 

※キャッシュバックは対象期間満了後 抽選を行い当選者に個別ご連絡させて頂きます。 

 

 

※ 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。 

 

※ 『プロジェクト EGG（プロジェクトエッグ）』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  http://www.d4e.co.jp/ 

Mail：info@d4e.co.jp / TEL：03-3518-6886 / FAX：03-3518-6887 

http://www.amusement-center.com/project/egg/
http://www.youtube.com/ProjectEGG
https://twitter.com/project_egg
http://www.d4e.co.jp/

