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新製品 

パソコンソフト 

ゲームソフト 

 

News Release 

報道関係者各位 2005年6月9日 

ソースネクスト株式会社 

株式会社コーエー 

コーエーの人気ゲームソフト 

「水滸伝®・天命の誓い」 

「チンギスハーン®蒼き狼と白き牝鹿®IV」 
1,980 円（税込）で 2005 年 7 月 8 日（金）新発売 

 

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、以下ソースネクスト）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：小松清志、以下コーエー)の Windows 版「水滸伝・天命の誓い」、「チンギスハーン 蒼き

狼と白き牝鹿 IV」に関して販売許諾契約を締結することで合意し、ソースネクストの「Quality1980」シリーズ

として、1,980 円（税込）で 2005 年 7 月 8 日(金)に発売いたします。 

 

この契約は、コーエーがソースネクストに対して同社の「Quality1980」シリーズとして、Windows 版ゲー

ムソフト「水滸伝・天命の誓い」、「チンギスハーン 蒼き狼と白き牝鹿 IV」を国内向けに発売することを許諾

するものです。 

  

【製品概要】 

■ 「水滸伝・天命の誓い」 

 12 世紀初頭の中国・宋の時代を舞台としたシミュレーションゲーム。108人の豪傑たちの活躍を描いた中

国の伝奇小説「水滸伝」を題材に、金の侵攻というタイムリミットまでに賊臣を討伐するという痛快無比の冒

険活劇です。計 10 名の好漢の中から 1 人を選び、国を乱す奸臣の征伐を目指します。 

 

■ 「チンギスハーン 蒼き狼と白き牝鹿 IV」 

ユーラシア世界を 7 つの文化圏で表現した、空前のスケールを誇る戦略シミュレーションゲーム。「街

道」を建設し「キャラバン」を往来させて互いに交流。蒙古騎兵（モンゴル）、象兵（インド）、武士（日本）、騎

士（西欧）、火砲系（中国）など、文化圏ごとに兵科の異なる 23 種の戦闘部隊を操り、都市単位の攻略・育

成による世界征服への高い戦略性を実現しています。 

 
 
 

■緊迫感たっぷりの展開 

賊臣を討伐するというユニークな目標に加え、隣国・金の侵攻というタイムリ

ミットを設けた緊迫感あふれる展開。圧倒されるほどのピカレスク世界を堪

能できます。 

 

■原典に裏付けられた緻密なデータ 

豪傑、僧侶、学者、商人など、原典に裏付けられた緻密なデータをもつ多

彩な登場人物は 255 人。経験によって強くなっていきます。 

 
■多彩な戦闘を楽しめる 

四季ごとにそれぞれ異なる HEX の地形で、川の流れを利用した 

高度な戦術や、妖術・火計など多彩な戦闘を楽しむことができます。 

 

「水滸伝・天命の誓い」特長 
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新製品 

パソコンソフト 

ゲームソフト 

■4 編のシナリオからなるマルチシナリオ方式 

 

■最大 7 人まで同時プレイが可能なマルチプレイ方式 

 

■BGM は 16 曲すべてオリジナル 

ドラマティックな展開をさらに盛り上げる BGM は 16 曲。全曲がすべてオリ 

ジナルです。 

 

 

■空前のスケールで迫る本格派歴史ロマン 

ユーラシア世界を 7 つの文化圏に分け、「街道」を建設し「キャラバン」を往来させて互いの文化を交流す

る本格歴史シミュレーション。信頼できる血族を

得るための一夫多妻制「オルド」では、勢力の広

がりとともに新しい后を迎え、子どもは絶対の忠

誠を誓う将軍に。都市単位の攻略・育成による、

世界征服への高い戦略性を実現しました。 

 

■ 内政や戦争を同一マップで展開 

陣を進める敵の軍隊をはじめ、街道建設後の

人々の往来や内政による都市の発展、地域ごと

の気候風土など、すべてをマップ上のグラフィッ

クで表現。雄大な大陸を舞台とした世界規模の

戦略を可能に。 

 

■じっくり戦略を練られるターン制の採用 

 

■23 種の戦闘部隊 

蒙古騎兵（モンゴル）、象兵（インド）、武士（日本）、騎士（西欧）、火砲系（中国）など、文化圏ごとに兵科

の異なる戦闘部隊を 23 種用意しました。 

 

■シナリオは 2 本。最大 8 人までのマルチプレイが可能。 

 

■雄大なユーラシア大陸を彩る BGM は全 20 曲。 

 

 

 
■製品名 ：「水滸伝・天命の誓い」「チンギスハーン 蒼き狼と白き牝鹿IV」 
■価格  ：各1,980円（税込） 
■発売日 ：2005年7月8日（金） 
■製品内容 ：ゲームソフト  
■販売チャネル ：パソコンショップ、全国家電量販店、書店 
■開発元 ：株式会社コーエー 
■販売元 ：ソースネクスト株式会社 
■コピーライト ：水滸伝 ©1997-2005 KOEI Co., Ltd. All rights reserved. 
            ：チンギスハーン ©1998-2005 KOEI Co., Ltd. All rights reserved. 
■製品情報 ：水滸伝・天命の誓い 

  http://www.sourcenext.com/products/koei/suikoden.html 
            ：チンギスハーン 蒼き狼と白き牝鹿 IV 
              http://www.sourcenext.com/products/koei/chinghis.html 
 

 

 

発売概要 

「チンギスハーン 蒼き狼と白き牝鹿 IV」特長 
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ゲームソフト 

 

 

＜水滸伝・天命の誓い＞ 

■OS：Windows XP/2000 / Me / 98 日本語版が正常に動作する環境 

■CPU：Pentium100MHz 以上（推奨：133MHz 以上）、 Windows 2000 の場合：Pentium133MHz 以上、

Windows Me の場合：Pentium150MHz 以上、Windows XP の場合：クロック速度 300MHz 以上  

■メモリ：Windows 98 の場合：24MB 以上（推奨：32MB 以上）、 Windows Me / 2000 の場合：32MB 以上、

Windows XP の場合：128MB 以上 

■ハードディスクの空き容量：約 10MB 以上 

■ディスプレイ：800×600 ピクセル以上、256 色以上表示可能なディスプレイ 

■ 倍速以上の CD-ROM ドライブ（4 倍速以上推奨） 

●このソフトはウィンドウモードのみ対応となります。 

●効果音・BGM をお楽しみいただくには、Windows に対応しているサウンドカード（16bit モノラル 22KHz

の WAVE ファイルが再生可能なもの）が必要です。 

●エミュレーションソフト・仮想ドライブでは正常に動作しません。 

●本製品のサポートは発売日より 3 年間（2008 年 8 月末日まで）です。 

●本製品の内容に関するサポートは株式会社コーエー、製品不良などに関するサポートはソースネクスト

株式会社が担当いたします。ソースネクストの「安心サービス」の対象製品ではありません。 

 

＜チンギスハーン 蒼き狼と白き牝鹿 IV＞ 

■OS：Windows XP/2000 / Me / 98 日本語版が正常に動作する環境 

■CPU：Pentium100MHz 以上（推奨:133MHz 以上）、Windows 2000 の場合：Pentium133MHz 以上、

Windows Me の場合：Pentium150MHz 以上、Windows XP の場合：クロック速度 300MHz 以上  

■メモリ：Windows 98 の場合：24MB 以上（推奨:32MB 以上）、Windows Me / 2000 の場合：32MB 以上、

Windows XP の場合：128MB 以上 

■ハードディスクの空き容量：約 100MB 以上 

■ディスプレイ：800×600 ピクセル以上、256 色以上表示可能なディスプレイ 

■倍速以上の CD-ROM ドライブ（4 倍速以上推奨） 

●効果音・BGM をお楽しみいただくには、Windows に対応しているサウンドカード（16bit モノラル 22KHz

の WAVE ファイルが再生可能なもの）が必要です。 

●エミュレーションソフト・仮想ドライブでは正常に動作しません。 

●本製品のサポートは発売日より 3 

●年間（2008 年 8 月末日まで）です。 

●本製品の内容に関するサポートは株式会社コーエー、製品不良などに関するサポートはソースネクスト

株式会社が担当いたします。ソースネクストの「安心サービス」の対象製品ではありません。 

 

 

■ソースネクスト・カスタマーセンター 

ご購入相談窓口：03-5350-4844 

URL： http://www.sourcenext.com/shop/qa/b_06.html 

本製品の内容に関するサポートは株式会社コーエー、製品不良やご購入相談などに関するサポートは 

ソースネクスト株式会社が担当いたします。 

  
 

担当：プロデュースグループ 広報チーム  西村 絵理奈 

Tel：03-5786-7209  Fax：03-5786-7210  e-mail：pr@sourcenext.com  

 

 

■パッケージや画面などは、PRESS専用ホームページからのダウンロードもご利用いただけます。 

 URL：http://www.sourcenext.info/sp/ 

報道関係者様のお問合せ先 

素材・プレスリリースなどダウンロード 

動作環境 

お客様お問合せ先 


