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報道関係者各位          2007年2月21日 

           ソースネクスト株式会社 

 
Windows VistaTM対応の人気シミュレーションゲーム 

「シヴィライゼーションⅡ 完全日本語版」 

「シヴィライゼーションⅡ プレミアパック」 

「シヴィライゼーションⅡ テスト オブ タイム」 
2007 年 3 月 23 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、人気の文明シミュレーションゲーム「シヴィライゼーションⅡ」シリーズ（税込1,980円～2,970円）を、
ソースネクストの「Quality イチキュッパ」シリーズとして2007年3月23日（金）に発売します。 
 「シヴィライゼーションⅡ」は1996年にマイクロブース社より発売。その後、2004年に、株式会社サイバーフロン
ト（本社：東京都品川区大井4-6-1サクラビル4Ｆ 代表取締役社長：藤原三二）より発売が開始。現在、全世界
でシリーズ累計約700万本販売されています。 
 
【製品ラインアップ】 
 「シヴィライゼーションⅡ 完全日本語版」 
   未開の地から文明を起こし、経済・外交・探検・軍事力などを駆使して時代の試練に耐え、世界に君臨  
  する帝国を作る文明シミュレーションです。 
   
 「シヴィライゼーションⅡ プレミアパック」 
  「シヴィライゼーションⅡ」に歴史に即したシナリオ20種類とファンタジーやSFのシナリオを追加し、さら    
に充実したゲームを楽しんでいただけるパックです。 
  
 「シヴィライゼーションⅡ テスト オブ タイム」 

 「シヴィライゼーションⅡ」のグラフィックや操作性を向上し、壮大な３つのゲームと他プレイヤーと共有で  
  きるマルチプレイを追加した拡張版です。 

 
 
 
ライバルは歴史上の偉大な支配者。的確な政治、経済、戦略的判断を下しながら、文明を発展させていきます。

新たな歴史を作り上げる、文明シミュレーションゲームです。 
 
■世界に君臨する帝国を作る文明シミュレーション 
 
 
 
 
 
 
 
■文明の発展をマルチファインダで確認 
 自国の拠点となるプレイヤーの部屋「王の間」や都市の 
 グラフィックは文明とともに華麗に進化を遂げ、 
 その発展状況はマルチファインダで確認できます。 
 
■世界の七不思議をフルモーション・ビデオで表示 
 
 
  
 
 

「シヴィライゼーションⅡ 完全日本語版」の特長 

ライバルは歴史上の偉大な支配者。 

プレイヤーは未知の土地を探検し、都市を築き、

国を造ります。そこで、的確な政治、経済、戦略

的判断を下しながら、文明を発展させ、世界征服

を目指します。 

文学・銃器・神学など、技術の進歩は帝国の発展

に直結します。開発された武器や文明、世界の七

不思議などがフルモーションで表示されます。 
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パソコンソフト 

ゲームソフト 
■シナリオリスト 
  「ローマの興隆」（273B.C～28B.C）と「第二次世界大戦 ヨーロッパ」（1940年6月～1947年12月）の 
  ２つのシナリオが用意されています。シナリオに沿ってゲームを行なうには、ゲーム選択画面でプレイした 
  いシナリオファイルを選択します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ゲームの難易度は6種類から選択 
 酋長：最も簡単なレベル。決断しなければならない場面では、参考になるアドバイスが表示。 
 将軍：「酋長」に比べ、文明が発展するのに長い時間を要します。難しいゲームが苦手な方向け。 

 領主：文明はゆっくり発展します。勝者になるには、ある程度の経験とノウハウが必要。    

 国王：経験者向け。文明はなかなか発展せず、民衆の意識も不安定なため、難易度はかなり高い。    

 皇帝：高慢な鼻をへし折ってもらいたいというくらい自信のある、自力で勝利を目指す方向け。 

 天帝：最も難しいレベル。最後まで生き残るには名人級の腕前が必要。 
 
 
 
 
20種類のシナリオとファンタジーの世界へ誘うシナリオ19種類を追加し、さらに充実したゲームを楽しめます。 
 
■歴史に即した20種類のシナリオ 
 公式シナリオ12種類とユーザーが作成したシナリオ8種類の合計20種類を収録。 
 さらに、100種類以上のユニットを追加したシナリオ集です。 
 
         〈シナリオリスト〉 

アレキサンダー大王 モンゴル遊牧民 

宇宙人の侵略 世界戦争：1979 年 

大破壊後（黙示録の後に…） Atolon 

アメリカ南北戦争 The Cholera of Zeus 

十字軍 The Conquest of Britain 

大航海時代 Cross and Crescent 

ジハード（聖戦） The Fall of the Great Kesh 

ナポレオンの時代 Persian Gulf War 

第一次世界大戦 Native Rebellion 

独立戦争 East Wind, Rain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「シヴィライゼーションⅡ プレミアパック」の特長 

〈ローマ MAP〉 〈ロシア MAP〉 
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パソコンソフト 

ゲームソフト 

〈シナリオリスト〉 

■ファンタジーとSFの世界が広がるシナリオ19種 
 恐竜・ドラゴン・モンスター・妖精などが登場し、魔法と科学が支配する新しい世界が展開されます。 
 さらに、500種類以上の新しいユニットと、地形・都市・建物・科学技術を自由に作成できます。 
      

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
「シヴィライゼーションⅡ」のグラフィックや操作性を向上し、3つのゲームと他プレイヤーと共有できるマルチ 
プレイを追加した拡張版です。 
 
■マルチプレイヤー対応 
  インターネットまたはLAN経由で7人までのプレイが可能です。 
  
■３つのゲーム 
 「シヴィライゼーションⅡ」 
  オリジナルゲームにグラフィックや操作性を向上させた拡張版。時代は紀元前4020年。 
  地球を舞台にスタートし、最終的にはケンタウルス恒星系を目指します。 
    
 「ラランド21185」の宇宙世界 
  地球型惑星に不時着し、開拓するところからプレイヤーを取り巻く状況が刻々と変化する、サイエンスフィ  
  クションゲーム。プレイヤーの唯一の目標は故郷へ帰還することです。 
  
 「ミッドガルド」の世界 
  ファンタジックな世界の中で、プレイヤーはこの世界を支配する種族と、魔力と兵力を尽くして戦わなけれ  
  ばなりません。そこでは、奇妙で、ミステリアスで珍しい植物や動物にたくさん出会います。なお、このゲー  
  ムでは技術、地形、ユニットなどが通常の「シヴィライゼーション」と違います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■製品名/価格  ：「シヴィライゼーションⅡ 完全日本語版」       1,980円 
  /製品情報       http://www.sourcenext.com/titles/ent/77650/   
    ：「シヴィライゼーションⅡ プレミアパック」          2,970円 
               http://www.sourcenext.com/titles/ent/77670/ 
                ：「シヴィライゼーションⅡ テスト オブ タイム」        2,970円 
               http://www.sourcenext.com/titles/ent/77660/ 

爬虫類（レプタイル）の時代 X-COM:襲撃編 

アトランティス Battle of the Sexes 

氷の惑星 Civ-Life! 

さあ、火星へ！ Hidden 

マスター・オブ・マジック（Jr） Santa Is Coming 

ミドガルドの悲劇の物語 Bears at Play 

マスター・オブ・オライオン（Jr.） USA2010 

新世界 Mammoth 

SAMURAI Paradise  

ジュール・ヴェルヌの世界   

「シヴィライゼーションⅡ」シリーズの発売概要 

「シヴィライゼーションⅡ テスト オブ タイム」の特長 
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パソコンソフト 

ゲームソフト 
  
 ■発売日       ：2007年3月23日（金） 
 ■製品内容     ：文明シミュレーションゲーム  
 ■発売        ：株式会社サイバーフロント 
 ■販売        ：ソースネクスト株式会社 
 
 
共通事項 
 ■対応OS  ：Windows VistaTM /Windows® XP/2000  
 ■CPU   ：Pentium 166MHz以上（200MHz以上推奨） 
 
「シヴィライゼーションⅡ 完全日本語版」 
 ■メモリ   ：8MB以上のメモリ（16MB以上推奨） 
 ■CD-ROM  :4倍速以上 
 ■ハードディスク空き容量 ：45MB以上（最小：35MB以上）                          
 ■モニタ        ：解像度640×480ドット 256色以上 
 
「シヴィライゼーションⅡ プレミアパック」 
 ■メモリ   ：8MB以上のメモリ（16MB以上推奨） 
 ■CD-ROM  :2倍速以上 
 ■ハードディスク空き容量 ：「シヴィライゼーションⅡ（シナリオ含む）」 60MB以上（最小：50MB以上） 
           「シヴィライゼーションⅡ ファンタスティックワールド」 50MB以上  
 ■モニタ        ：解像度640×480ドット 256色以上 
 
「シヴィライゼーションⅡ テスト オブ タイム」 
 ■メモリ   ：16MB以上のメモリ（32MB以上推奨） 
 ■CD-ROM  :4倍速以上 
 ■ハードディスク空き容量 ：230MB以上（最小：70MB以上）   
 ■モニタ   ：解像度640×480ドット 16bitカラー 
 ■ビデオカード  ：ビデオメモリ 2MB以上のグラフィックカード 
 ■サウンド  ：DireｃｔX互換のサウンドカード 
 
※本製品は、セットアップおよびプログラム起動時に、CD-ROMをディスクドライブにセットする必要があります。 
 
 
 ■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。 
  「シヴィライゼーションⅡ 完全日本語版」、「シヴィライゼーションⅡ プレミアパック」 

 © 1998 Take-Two Interactive Software. All Rights Reserved. 
 All trademarks are the property of their respective owners. 

  「シヴィライゼーションⅡ テスト オブ タイム」 
 © 1999 Take-Two Interactive Software. All Rights Reserved. 
 All trademarks are the property of their respective owners. 

  
 
 ■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 
  本製品は、株式会社サイバーフロントがサポートします。株式会社サイバーフロントでは技術的なサポート          
  のみ受け付けます。ゲームの遊び方や攻略法についてはお答えできませんのであらかじめご了承くださ 
  い。製品不良（CD-ROMの破損、傷など）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。 
  
 
 ■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。 
 
 
 ■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/ 

本製品に関する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 

コピーライト表記 


