<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-』

豪華オリジナルサウンド CD 収録曲発表。発売日を 2022 年 4 月上旬に決定
2022 年 3 月 17 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
都中央区 代表取締役・鈴木直人）は、ゲームパッケージ Windows 向けタイトル『ザ・トリロジーズ -T&E
SOFT / XTAL SOFT COLLECTION-』につきまして、発売日を 2022 年 4 月上旬に決定いたしました。また本製
品に収録される豪華オリジナルサウンド CD（2 枚組）の収録曲も決定しましたのでお知らせします。

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：13,530 円
発
売：2022 年 4 月上旬発売
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.

『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
有名シリーズから、それぞれ 3 作品＋α で様々な機種のバージョンを収録！
合計 25 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。

※イメージ

【2022/3/17 更新】豪華オリジナルサウンド CD（2 枚組）収録曲決定！
ザ・トリロジーズ収録の名作タイトルから大ボリュームの 9 タイトル 82 曲を 2 枚組 CD にて収録。
ディスク 1 は T&E ソフトの名作タイトルから『スターアーサー伝説』
『ハイドライド』
『ハイドライド
II』
『ハイドライド 3』
『ハイドライドスペシャル』のサウンドを完全収録。ディスク 2 はクリスタルソフ
トのタイトルから『クリムゾン』
『クリムゾン II』
『クリムゾン III』
『夢幻の心臓 III』の名曲セレクシ
ョンとなります。
戦士としての旅立ちから敵との白熱のバトル、立ちはだかるボスとの死闘、そして感動のエンディング
と、サウンド面からゲームの世界を追体験できる！ この作品でしか味わうことができない豪華サウンド
CD となっています。

【DISC 1】
■『スターアーサー伝説 I 惑星メフィウス』
（FM-7 版）
オープニング
■『ハイドライド』
（FM-7 版）
フィールド
エンディング
ゲームオーバー
■『ハイドライド II』
（FM-7 版）
オープニング（FM 音源 version）

フィールド
地下帝国
妖精救出シーン
バラリスの間
エンディング（FM 音源 version）
■『ハイドライド 3』
（PC-8801mkIISR 版）
ハイドライド 3 メインテーマ -Main Theme初期ウインドでのテーマ -Theme of Production地上の BGM -Fairyland街の BGM -Out of Freedom「Shop Window」BGM -O-M-I-S-E200 階の塔の BGM -The Skyscraperドラゴンがいる洞窟での BGM -Dragon!失われた宮殿での BGM -Light Metal異次元の地上の BGM -Mysterious Dimension禁断の洞窟での BGM -Battle in the Splash Cave最終基地内部の BGM -Chaos Separaterガイザック出現のテーマ -Gayzac消滅 -Ending 1新たなる創造主 -Ending 2ゲームオーバー -Game Over■『ハイドライドスペシャル』（FC 版）
メインテーマ
裏技
バラリス
コングラチュレーション
パスワード入力
ゲームオーバー
■『ハイドライド 3』
（FC 版）
ハイドライド 3 メインテーマ -Main Theme初期ウインドでのテーマ -Theme of Production地上の BGM -Fairyland街の BGM -Out of Freedom「Shop Window」BGM -O-M-I-S-E200 階の塔の BGM -The Skyscraperドラゴンがいる洞窟での BGM -Dragon!失われた宮殿での BGM -Light Metalビッグフライ -Bigfly異次元の地上の BGM -Mysterious Dimension禁断の洞窟での BGM -Battle in the Splash Cave最終基地内部の BGM -Chaos Separaterガイザック出現のテーマ -Gayzac消滅 -Ending 1新たなる創造主 -Ending 2ゲームオーバー -Game Over【DISC 2】
■『クリムゾン』
（PC-8801mkIISR 版）
プロローグ
冒険者達
オーガ・バトル
モグネス山
コダール城

クリムゾン城
クリムゾン様、永遠に…
エピローグ
レクイエム
■『クリムゾン II』
（PC-8801mkIISR 版）
プロローグ
街
シナリオ「戦士ゴーバス」
、フィールド
シナリオ「僧侶リーマ」
、フィールド
シナリオ「魔法使いマーロン」、フィールド
シナリオ「女戦士ナターシャ」、フィールド
シナリオ「勇者」
、フィールド
バトル
ゴッドクリムゾン・ガードムゾン
エピローグ
レクイエム
■『クリムゾン III』
（PC-8801mkIISR 版）
プロローグ
メニュー
バトル
バトル II
ハイパークリムゾン
エピローグ
レクイエム
■『夢幻の心臓 III』
（PC-8801mkIISR 版）
プロローグ
フィールド
フィールド II
バトル
バトル II
デュアル・ダーク
エピローグ
レクイエム

■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 年から 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三浦かよ子様によ
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。

※イメージ
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 7 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。

・1 『スターアーサー伝説 I 惑星メフィウス』
（FM-7 版）
・2 『スターアーサー伝説 I 惑星メフィウス』
（PC-8801/mkII 版）
・3 『スターアーサー伝説 I 惑星メフィウス』
（PC-6001mkII 版）
スターアーサーの壮大な冒険を描いたアドベンチャーゲーム第一弾！ 惑星メフィウスを舞台に伝説の剣
を探し出せ！
・4 『スターアーサー伝説 II 暗黒星雲』
（FM-7 版）
・5 『スターアーサー伝説 II 暗黒星雲』
（PC-6001mkII 版）
謎の老人のお告げにより、スターアーサーはレイソードの秘密を求め愛機クリプトン II 号で宇宙へ旅立
つ！
・6 『スターアーサー伝説 III テラ 4001』
（FM-7 版）
・7 『スターアーサー伝説 III テラ 4001』
（PC-6001mkII 版）
惑星テラに向かったスターアーサー達だったが、敵の総攻撃を受けてしまった。敵の本拠地を舞台にスタ
ーアーサーが活躍する最終章！

■『ハイドライド』シリーズ 9 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。
これをプレイせずしてアクティブ RPG は語れません。

・8 『ハイドライド』
（PC-8801/mkII 版）
・9 『ハイドライド』
（FM-7 版）
勇者ジムを操作して、神話伝説最強の悪魔バラリスを打倒しよう！ 80 年代を代表する名作アクティブ
RPG。
・10 『ハイドライド II』（PC-8801/mkII 版）
・11 『ハイドライド II』（FM-7 版）
再びフェアリーランドに危機が訪れようとしていた。邪悪な意識を封印するため、神は心の清らかな男の
子を選んだ……。
・12 『ハイドライド 3』
（PC-8801/mkII 版）
・13 『ハイドライド 3』
（コンシューマー版）
・14 『ハイドライド 3 SPECIAL VERSION』
（PC-9801VM 版）
シリーズ完結！体当たり攻撃の廃止、時間や重量の概念の導入などを盛り込み、より臨場感のある冒険が
楽しめる秀作。
・15 『ハイドライドスペシャル』（FC 版）
初代ハイドライドに魔法の概念を追加したスペシャルバージョン。コンシューマーで原作の雰囲気を可能
な限り再現しています。
・16 『ハイドライド異次元バージョン』
（X1 版）
ソフトベンダー武尊（TAKERU）でリリースされた『ハイドライド（X1 版）
』の別バージョン。グラフィッ
クを一新し、高速化が施された作品です。

■『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。

・17 『夢幻の心臓』
（PC-8801/mkII 版）
死に際に神を冒涜した主人公は恐るべき夢幻界へと落とされてしまった。いま、夢幻界から脱出する冒険
が始まる。
・18 『夢幻の心臓 II』
（PC-8801/mkII 版）
夢幻の心臓を手に入れて帰還したはずの主人公だったが、到着した場所はエルダー・アインという場所だ
った……。
・19 『夢幻の心臓 III』
（PC-8801mkIISR 版）
シリーズ完結編。夢幻界を脱出し、元の世界に戻ったかのように見えた戦士に、新たなる試練が舞い降り
る！
■『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。

・20 『クリムゾン』
（PC-8801mkIISR 版）
亡き父の遺志を継ぎ、凶暴なるクリムゾンを打倒せよ！ XTAL SOFT がお送りする本格 RPG！
・21 『クリムゾン II』
（PC-8801mkIISR 版）
勇者によってクリムゾンが倒され 50 年。世界には再び邪悪な気配が……。今、新たに啓示を受けた５人
の勇者が立ち上がる。
・22 『クリムゾン III』
（PC-8801mkIISR 版）
悪意ある人間の手で現代に復活してしまった超機械生命体クリムゾン。 世界に平和を取り戻す勇者とな
って、クリムゾンを倒す旅に出る。

■『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。

・23 『ルーンワース 黒衣の貴公子』
（PC-9801VM 版）
T＆E SOFT が放つハイドライドに続くアクション RPG。リアルな呪文の詠唱システムなどユニークなシス
テムは魅力！
・24 『ルーンワース 2 時空の神戦』
（PC-9801VM 版）
神々の力<セイル>が失われつつある世界を舞台に、あなたはリーン・カシュアとなって冒険を繰り広げる
ことになります。
・25 『ルーンワース 3 神聖紀光臨』
（PC-9801VM 版）
シリーズ完結作。シリアスなシナリオがどっぷり楽しめるアクション RPG の秀作！

＜ 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。

※

イメージ

＜ 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！

※ イメージ

■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。

※ イメージ
■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 9 タイトル 82 曲の大ボリューム音楽 CD（2 枚組）を付属！
＜ 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）
■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！
■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！
■当時の開発資料を PDF 収録！！
元 T&E ソフトスタッフよりご提供頂いた当時の貴重な開発資料を厳選し PDF 収録決定！

＜ 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 6 本を収録した『T&E SOFT コ
レクション』
（Windows 向けゲーム CD-ROM）を付属致します。
収録タイトル
『地球解放軍ジアース』(コンシューマー版)
あのプレミア付きタイトルが 28 年ぶりに蘇る！最終兵器ミライダ 01 に乗り超機械生命体マゼルを壊滅
せよ！
『バトルシップクラプトン 2』
（MSX 版）
スターアーサーが駆るクラプトン２世号を操り外宇宙からの敵『ジャミル』を倒していくというスター
アーサー伝説の系譜の中に位置する作品。
『レイドック』（MSX2 版）
1985 年 MSX2 のキラータイトルとして発表されたレイドック。結局翌年の 3 月まで発売が延期されたも
のの、
「まるでビデオゲーム(ゲームセンターのゲーム)かと思った」という美しいグラフィックが評判と
なり様々な機種に移植されるシリーズとなりました。
『スーパーレイドック ミッションストライカー』
（MSX 版）
表示色数の多いハードを中心に発売されていた T&E の縦スクロールシューティングゲーム『レイドッ
ク』の発展型で、より壮快にプレイできるようゲームバランスが念入りに調整されています。
『レイドック 2 ラストアタック』
（MSX2+版）
1988 年にリリースされた『レイドック』シリーズ完結編となる作品です。
プレイヤーは、ストーミーガンナー2 のパイロットとなって、氷の惑星、炎の惑星、異空間など数々の
ステージを攻略することになります。
『あーぱーみゃあどっく』
（MSX2 版）
人気シューティング「レイドック」シリーズのパロディゲームが収録決定！

※ 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：03-6226-2929

