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カプコンの人気アドベンチャーゲームがシリーズで登場

「逆転裁判® 2 PC」「逆転裁判® 3 PC」
「逆転裁判® PC 1・2・3 セット」
2006 年 3 月 31 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、以下：ソースネクスト）は、株式会社カプコン（本社：大阪府大阪市中央区内平野町三丁目 1
番 3 号、代表取締役社長：辻本憲三、以下：カプコン）の人気アドベンチャーゲームソフト「逆転裁判 2 PC」
（税込 2,970 円）、「逆転裁判 3 PC」（税込 2,970 円）、「逆転裁判 PC 1・2・3 セット」（税込 6,980 円）をソ
ースネクストの「Quality」シリーズとして 2006 年 3 月 31 日（金）に発売いたします。
「逆転裁判 2」は、ゲームボーイアドバンス専用として 2002 年 10 月に、「逆転裁判 3」は同じく 2004 年 1
月に発売され、前作に続き、PC 版としては初移植となります。
【「逆転裁判 2 PC」とは】
法廷を舞台にしたアドベンチャーゲーム。新しいキャラクターも加わり、内容も充実。新システム「サイコ・
ロック」というゲーム中に入手できる「勾玉」を使って、秘密を見破り、事件を解決していきます。
【「逆転裁判 3 PC」とは】
1、2 と続いてきた法廷バトルも遂に頂点を迎えます。前作よりもストーリーが増え、過去と現在が複雑に絡
み合い、1 度は決着のついたはずの事件が再び蘇ります。

「逆転裁判 2 PC」の特長
■ 新システム サイコ・ロック
不思議な力を秘めた「勾玉」を手に入れ、秘密を抱えた人に
出会うと、他の人には見えない「心理錠（サイコ・ロック）」が見
えるようになります。証拠を集め、この錠を解除することで、事
件を解決へと導く情報を手に入れることができます。
〈サイコ・ロック〉
サイコ・ロックにより秘密が暴か
れていきます。
この勾玉を持って
秘密を持った人に近づき
1 つずつ、錠を解除していきます。

■ストーリーは全 4 話
前作同様、1 つのエピソードは「法廷パート」「探偵パート」と呼ばれる、
いくつかの章に分かれています。
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すべての錠が解除されると、事
件を解決できる情報を手に入れ
ることができます
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「逆転裁判 3 PC」の特長
■ストーリーは全 5 話
前作よりもストーリーが増え、全 5 話。1、2 と続いてきた法廷バトルも頂点を迎えます。
主人公の永遠の師匠「綾里 千尋」も登場し、主人公「成歩堂 龍一」の過去が見えてきます。「現在」と「過
去」を結ぶ、たった 1 つの真実が明らかになります。
■探偵パート
実際に動き回って、翌日の裁判に勝つための
情報を集めます。

■法廷パート
裁判長や検事に証拠品をたたきつけたり、
証人に尋問をして、ウソを暴き、依頼人の無罪
判決を勝ち取ります。

さまざまな場所に行って証人の話を聞いた
り、調査をして証拠を集めます。それを証人
につきつけ、さらなる情報を聞き出します。

証言に つっこみ を入れることで
証言が変わることもあります。
揺さぶりをかけ、新たな証言を引き出します。

「逆転裁判 2 PC」 「逆転裁判 3 PC」 の画像一覧
【逆転裁判 2 PC】

【逆転裁判 3 PC】
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「逆転裁判 2 PC」 「逆転裁判 3 PC」 「逆転裁判 PC 1・2・3 セット」の発売概要
■製品名
■価格
■発売日
■製品内容
■開発・発売
■販売
■製品情報

：「逆転裁判 2 PC」「逆転裁判 3 PC」
：各2,970円（税込）
：2006年3月31日（金）
：ゲームソフト
：株式会社カプコン
：ソースネクスト株式会社
：「逆転裁判 2 PC」http://www.sourcenext.com/products/capcom/gyakuten2.html
「逆転裁判 3 PC」http://www.sourcenext.com/products/capcom/gyakuten3.html

■製品名
■価格
■発売日
■製品内容
■開発・発売
■販売

：「逆転裁判 PC 1・2・3 セット」
：6,980円（税込）
：2006年3月31日（金）
：ゲームソフト
：株式会社カプコン
：ソースネクスト株式会社

「逆転裁判 2 PC」 「逆転裁判 3 PC」 「逆転裁判 PC 1・2・3 セット」の動作環境
■対応OS
■CPU

：Windows® XP/2000
：インテル®Pentium®Ⅲプロセッサ1.0GHz以上
（インテル®Pentium®4プロセッサ2.0GHz以上推奨）
■メインメモリ ：128MB以上(256MB以上推奨)
■ビデオカード：DirecX®9.0c以上に対応したVRAM64MB以上のビデオカード（VRAM128MB以上推奨）
■サウンドカード：DirectX®9.0c以上に対応、または互換のサウンドカード
■CD-ROMドライブ：4倍速以上（16倍速以上推奨）
■モニタ：640×480以上、ウィンドウスクリーン、High-Color以上
■入力デバイス：マウス・キーボード（必須）、ゲームパッド※（2軸8ボタン以上推奨）
※USBポート接続のみ対応
■インストール容量
「逆転裁判 PC」：約600MB
「逆転裁判 2 PC」：約100MB
「逆転裁判 3 PC」：約100MB

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。
「逆転裁判 2 PC」 ：©CAPCOM CO., LTD. 2002, 2006 ALL RIGHTS RESERVED.
「逆転裁判 3 PC」 ：©CAPCOM CO., LTD. 2004, 2006 ALL RIGHTS RESERVED.
「逆転裁判 PC 1・2・3 セット」：©CAPCOM CO., LTD. 2006 ALL RIGHTS RESERVED.

お客様お問合せ先
■ソースネクスト・カスタマーセンター
ご購入前相談ダイヤル: 03-5350-4844
URL：http://www.sourcenext.com
本製品のテクニカルサポートは株式会社カプコン、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。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。
■ゲームに関するお問合せは下記の連絡先まで
カプコン PC サポートセンター：052-760-0335（平日 13：00〜21：00） 日本語での対応
※ゲームの内容や攻略法に関するご質問にはお答えできません。

本製品に関する報道関係者様のお問合せ先
■担当：プロデュースグループ 広報チーム
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://www.sourcenext.info/sp/
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