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コーエー人気 3 タイトルのパワーアップキット付きが低価格で新登場 

「信長の野望･嵐世記 with パワーアップキット」 

「三國志Ⅶ with パワーアップキット」 

「Winning Post 6 with パワーアップキット」 
 

2008 年 10 月 3 日（金）発売 
 

ソースネクスト株式会社（本社：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー15Ｆ 代表取締役社
長：松田憲幸）は、株式会社コーエー(本社：神奈川県横浜市港北区箕輪町1-18-12 代表取締役社長：松
原健二、以下コーエー)のWindows版「信長の野望･嵐世記 with パワーアップキット」「三國志Ⅶ with パ
ワーアップキット」「Winning Post 6 with パワーアップキット」に関して、販売許諾契約を締結することで合
意いたしました。 

今回の合意により、パワーアップキット付きの3タイトルを2008年10月3日（金）に発売いたします。 
 
＜製品ラインアップ＞ 
「信長の野望･嵐世記 with パワーアップキット」（税込2,970円） 
 
「三國志Ⅶ with パワーアップキット」（税込2,970円） 
 
「Winning Post 6 with パワーアップキット」（税込2,970円） 
 
 

「信長の野望・嵐世記 with パワーアップキット」の特長 
 

本製品は、「信長の野望･嵐世記」に、新しい楽しみ方を提供するパワーアップキットを同梱したパッケー

ジです。 

プレイヤーは、織田信長をはじめ、激動の戦国時代を駆け抜けた戦国大名の1人となり、さまざまな能力

を持つ武将を指揮して、領地を富ませ、軍備を増強し、巧みな外交を行ないます。そして、合戦により敵対

勢力を滅ぼしながら自国の領土を拡大し、日本全土の統一を目指します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜「信長の野望･嵐世記」の特長＞ 
■リアルタイム制の合戦 
 合戦にリアルタイム制を採用しました。広大な戦場マップ上には、合戦に巻き込まれる全勢力が混在し、
時々刻々と戦況が変化します。迫力と緊張感に満ちた合戦シーンを楽しむことができます。 
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 「三國志 VＩＩ with パワーアップキット」の特長 

 
■特異な諸勢力の登場 
 一揆を引き起こす「寺社」、諜報活動に長けた「忍者衆」、土着勢力の「国人衆」など、乱世において特異
な影響力を発揮した諸勢力が登場します。彼らとどんな関係を築くかが天下統一の鍵を握ります。 
 
■華やかなグラフィック 
 陣形を変えつつ部隊が進軍する戦闘シーン、城下町を行き交う人々の様子まで伺えるメイン画面、安土
桃山の様式美に満ちたビジュアルがあなたの覇業を華やかに彩ります。 
 
 
＜パワーアップポイント＞ 
■ミッションチャレンジモード 
 地方統一、家宝の獲得、コマンド制限プレイなど、難易さまざまのミッションにチャレンジできます。クリア
するとプレイ結果が評価され、新シナリオや新武将などの特典が得られます。 
 
■オリジナルの歴史イベントを作成 
 知られざる史実をゲーム中に登場させたり、仮想イベントを作ってみたり・・・。登場武将、台詞、発生条件
などを自由に設定して、オリジナルの歴史イベントを作成することができます。データをユーザー同士で交
換する事も可能です。 
 
■シナリオを5本追加 

「信玄死す」「関ヶ原前夜」など、歴史ファンの興味をそそるシナリオを5本追加しました。シナリオ総数は
10本、登場武将は総勢1,400人です。 
 
■ゲーム中のさまざまなデータを自由に設定できる「エディタ機能」を搭載 
 
■敵に攻め込まれた際、隣接する自国から援軍を呼ぶことが可能に 
 
■各武将は、それぞれの出身国での合戦時に戦闘能力がアップ 
 
■「新武将作成エディタ」に、武将自動作成機能、顔CG作成機能を追加 
 
■コンピュータの思考アルゴリズムを強化した「超級モード」を搭載 
 
 
 
 

本製品は、記録的な大ヒット作となった「三國志Ⅶ」と、その魅力を深め、新しい楽しみ方を提供するパワ

ーアップキットをセットにしたものです。プレイヤーは、ゲームに登場する全 620 人の武将から 1 人を選び、

それぞれの人生を思うように描いていきます。従来通り君主として中国全土統一を目指すもよし。軍師とし

て君主を補佐したり、在野の士として気ままに暮らすもよし。さまざまな立場から、「三國志」の世界を思う存

分満喫してください。 
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「Winning Post 6 with パワーアップキット」の特長 

 
＜「三國志Ⅶ」の特長＞ 
■全武将 620 人を選択可能 

全登場武将 520 人、および 100 人のオリジナル武将でのプレイが可能です。放浪、旗揚げ、仕

官、出世、反乱、そして中国統一。選んだ武将の身分によって目的や行動が変わり、遊び方も自由

自在です。 
 

■戦術性の高い戦闘シーン 
 戦闘開始前に、布陣・進軍経路の決定、伏兵・罠の設置、使用する戦略の選択など、細かく作戦を練るこ
とができます。 
 
■さまざまなイベント 
 おなじみの歴史イベントに加え、君主の交わり、功績争い、野心に燃える反乱、他武将との交友など、さ
まざまなイベントが「三國志」の世界をドラマチックに演出します。 
 
■美しいビジュアル 
 臨場感をもたらす美しいビジュアルが、「三國志」の世界観を華麗に彩ります。 
 
＜パワーアップポイント＞ 
■ショートプレイモード 
 選んだ武将ごとに、その身分や状況に応じたさまざまな短期目標が設定できる、ショートプレイモードを
追加。中国統一の道のりが一層ドラマチックになります。 
 
■戦術シミュレーションモード 
 魏・呉・蜀の勢力ごとに、戦闘シーンだけを集めてシナリオを構成した、戦術シミュレーションモードを追
加。真の「三國志」ストーリーを存分に楽しむことができます。 
 
■歴史イベントを多数追加。「コレクション機能」も搭載。 
 
■新たなドラマを生みだす新シナリオを5本収録。 
 
■プレイヤーの行動を足跡として残す「年表機能」を追加。 
 
■各種データを自由に設定できる「エディタ機能」を追加。 
 
■武将を介さず物資を移動する「輸送」コマンドを追加。 
 
■コンピュータの思考アルゴリズムを強化 
 
 
 

本製品は、「Winning Post 6」に、新しい楽しみ方をプラスするパワーアップキットを同梱したパッケージで

す。プレイヤーは、オーナーブリーダー（競走馬の生産も行なう馬主）として競馬世界に参加。競馬サーク

ルのさまざまな人々との出会い、そして愛馬の勝利の感動を得ながら、より強い競走馬を生産していきます。

ＧＩ競走の制覇、海外レースへの挑戦、最優秀馬主や最優秀生産者といった賞の獲得、海外牧場の開設、

さらには世界レベルの血統づくりを通じて、名声を高め世界一のホースマンを目指します。 

 

＜「Winning Post 6」の特長＞ 

■世界を舞台に大活躍！充実の海外競馬！ 

 

・日本のリーディングファームを目指すことはもちろん、海外に生産牧場を開設して、世界に名を馳せるブリ

ーダーになることができます。 

・海外血脈の導入や国内血脈の供出を通じて、世界の血統分布をコントロールできます。 

・海外生産馬をそのまま海外で活躍させ日本のレースに挑戦したり、外国人騎手の来日、日本人騎手の海

外への長期遠征など、ワールドワイドな人馬の交流が可能です。 
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■数々のイベント 
 騎手から調教師への転身をはじめ、さまざまな登場人物達の成長、親交、別れを、数多くのイベントでド
ラマチックに表現しました。 
 
■配合理論ファイリングシステム搭載 
 多種多様な配合理論をわかりやすく参照でき、発見・収集の楽しみも満喫できる「配合理論ファイリングシ
ステム」を搭載しました。 
 
■インターネットを介して、ユーザーの馬主データの交換が可能 
 
 
＜パワーアップポイント＞ 
■新人騎手育成システムを導入！ 
 駆け出しの新人騎手を一流ジョッキーに育て上げる人間ドラマに豊富なイベントを用意。引退後には調
教師に転身することもできます。 
 
■馬主タイプの追加 
 本体のセーブデータを引き継げば序盤から有利な「大規模牧場2代目」を馬主タイプに追加しました。ま
た、クラブの経営をゲーム開始当初から楽しむことも可能です。 
 
■ifの競馬世界を構築！各種エディタ機能を搭載 
 種牡馬・騎手・調教師・馬主・牧場などを編集することが可能です。特に種牡馬エディットには、ナリタブラ
イアンやライスシャワーなど早逝した名馬のデータも豊富に用意しました。エディットデータはインターネット
などを介して交換することが可能です。 
 
                  

発売概要 
 
■製品名/価格/製品情報 

      ：「信長の野望･嵐世記 with パワーアップキット」 2,970円（税込） 
           http://www.sourcenext.com/titles/ent/95510/  
           ：「三國志Ⅶ with パワーアップキット」 2,970円（税込） 
           http://www.sourcenext.com/titles/ent/95520/  
           ：「Winning Post 6 with パワーアップキット」 2,970円（税込） 
           http://www.sourcenext.com/titles/ent/95530/  

■発売日  ：2008年10月3日（金） 
■製品内容  ：ゲームソフト 
■開発         ：株式会社コーエー 
■販売   ：ソースネクスト株式会社 
■ゼネラルプロデューサー ：シブサワ・コウ 
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動作環境 
 
共通事項 
■対応OS：Windows XP/2000 
上記OSが正常に動作するパソコン 
 
「信長の野望･嵐世記 with パワーアップキット」 
■CPU:Pentium II 233MHz以上(推奨:333MHz以上) Windows XPの場合:クロック速度300MHz以上 
■メモリ：Windows 2000の場合:80MB以上(推奨:128MB以上)、Windows XPの場合:128MB以上 
■インストール容量：350MB以上 
■VRAM:4MB以上(推奨:16MB以上) 
■ディスプレイ：800×600ピクセル以上(推奨：1024×768ピクセル以上)、256色が表示可能なディスプレイ 
■CD-ROMドライブ：4倍速以上 
 
「三國志Ⅶ with パワーアップキット」 
■CPU：Windows XPの場合：Pentium 300MHz以上 Windows 2000の場合：Pentium 100MHz以上（推奨：
Pentium 200MHz以上） 
■メモリ：Windows 2000の場合：40MB以上（推奨：48MB以上）、Windows XPの場合：128MB以上 
■インストール容量：約250MB以上 
■ディスプレイ：800×600ピクセル(推奨：1024×768以上)、High Color表示可能なもの 
■CD-ROMドライブ：倍速以上（推奨：4倍速以上） 
 
「Winning Post 6 with パワーアップキット」 
■CPU：Pentium Ⅱ 333MHz以上（推奨：Pentium Ⅲ 700MHz以上） 
■メモリ：128MB以上（推奨：256MB以上） 
■インストール容量：約1.4GB 
■VRAM：16MB以上（推奨：32MB以上） 
■ディスプレイ：1024×768ピクセル High color表示可能なもの 
■CD-ROMドライブ：4倍速以上 
 

コピーライト表記について 
■製品の画面掲載などのコピーライト表記は、下記の通りお願いいたします。   
「信長の野望･嵐世記 with パワーアップキット」 © 2001 KOEI Co., Ltd. All rights reserved. 
 
「三國志Ⅶ with パワーアップキット」 © 2000 KOEI Co., Ltd. All rights reserved. 
 
「Winning Post 6 with パワーアップキット」 © 2003 KOEI Co., Ltd. All rights reserved. 
 

お客様お問合せ先 
 
■ソースネクスト・カスタマー・サポートセンター 
 ご購入前相談ダイヤル: 03-5350-4844      
 ホームページとeメールによるサポートです。  URL：http://www.sourcenext.com/support/ 
  

本製品に関する報道関係者様のお問合せ先 
 
■担当：セールスグループ  製品プロモーションチーム 長島 由貴子 
Tel：03-5786-7209  Fax：03-5786-7210 e-mail： pr@sourcenext.com  
 ※レビュー用の製品貸出しは随時承っております。評価版CD-ROMなど必要でしたらご連絡ください。 
 

素材・プレスリリースなどのダウンロード 
 
■パッケージデータや画面素材は、下記PRESS専用ホームページをご利用ください。 
URL：http://sourcenext.co.jp/pr/ 


