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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           2009年12月9日 

            ソースネクスト株式会社 

 

人気のゲーム 3 タイトルが Windows® 7 に対応 
「A 列車で行こう The 21st CENTURY パーフェクトセット Windows® 7 対応版」 

「最強伝説 麻雀覇王 6 Windows® 7 対応版」 

「最強 東大将棋 6 Windows® 7 対応版」 

2009 年 12 月 18 日（金）発売 

 
ソースネクスト株式会社（本社：東京都港区虎ノ門3-8-21 虎ノ門33森ビル6F 代表取締役社長：松田憲

幸）は、Windows® 7に対応した人気ゲームソフト「A列車で行こう The 21st CENTURY パーフェクトセット 
Windows® 7対応版」、「最強伝説 麻雀覇王6 Windows® 7対応版」、「最強 東大将棋6 Windows® 7対応
版」の計3タイトルをそれぞれ3,970円（税込）と2,990円（税込）で2009年12月18日（金）に発売いたします。 
 
【製品概要】 
＜A列車で行こう The 21st CENTURY パーフェクトセット Windows® 7対応版＞ 

 
 
「A列車で行こう The 21st CENTURY パーフェクトセット」は、フル3Dで表現された美

しい画面が特長の鉄道経営シミュレーションゲームです。 
初心者でもわかりやすく丁寧に操作方法やゲームのコツを学ぶことができる充実した

チュートリアルや、 絶妙にカスタマイズされたインターフェイス、また全国の鉄道会社オフ
ィシャルライセンスによる120種類以上にも及ぶ登場車両で、非常に多くのファンに支持さ
れています。 
 
 
 

＜最強伝説 麻雀覇王6 Windows® 7対応版＞ 
 

 
日本プロ麻雀協会監修の、本格的な麻雀ソフトです。強力な思考エンジンを搭載し、協

会プロと対戦できる「協会シミュレーションモード」や、実力の目安がわかる「レーティング
戦モード」など8つの多彩なバトルモードを収録。さらに、プロ麻雀協会年鑑を収録し、タイ
トル戦の仕組みも詳しく紹介しています。 
 
 
 
 

＜最強 東大将棋6 Windows® 7対応版＞ 
 

 
世界コンピュータ将棋選手権優勝4回の実績を誇る思考プログラム（※）を搭載した本

格将棋ソフトです。「通常対局」から、「目隠し道場」などの上級者用モードまで、幅広い
モードを搭載しています。 
※本製品に搭載の思考プログラムは第13回世界コンピュータ将棋選手権（2003年5月
開催）で4回目の優勝をしました。 
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動作環境 

 
発売概要 

 
■製品名      ：「A列車で行こう The 21st CENTURY パーフェクトセット Windows® 7対応版」 
■価格 ：3,970円（税込） 
■発売日 ：2009年12月18日（金） 
■製品内容 ：シミュレーション 
■メディア ：CD-ROM 
■開発 ：株式会社アートディンク 
■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 
■製品情報 ：http://www.sourcenext.com/titles/ent/112120/  
 
■製品名 ：「最強伝説 麻雀覇王6 Windows® 7対応版」 
■価格 ：2,990円（税込） 
■発売日 ：2009年12月18日（金） 
■製品内容 ：テーブルゲーム 
■メディア ：CD-ROM 
■開発 ：株式会社毎日コミュニケーションズ 
■販売 ：ソースネクスト株式会社 
■製品情報 ：http://www.sourcenext.com/titles/ent/112130/  
 
■製品名 ：「最強 東大将棋6 Windows® 7対応版」 
■価格 ：2,990円（税込） 
■発売日 ：2009年12月18日（金） 
■製品内容 ：テーブルゲーム 
■メディア ：CD-ROM 
■開発 ：株式会社毎日コミュニケーションズ 
■販売 ：ソースネクスト株式会社 
■製品情報 ：http://www.sourcenext.com/titles/ent/112140/  

 
 
 
＜A列車で行こう The 21st CENTURY パーフェクトセット Windows® 7対応版＞ 
■対応OS          ：Windows® 7（32/64ビット）、Windows Vista®（32ビット）、Windows® XP/2000が 

正常に動作するパソコン 
■DirectX   ：DirectX 8.1以上 
■CPU  ：Pentium Ⅲ/Athlon 450MHz以上（推奨：PentiumⅢ/Athlon 700MHz以上(SSE対 

応)） 
■メモリ   ：128MB以上（推奨：256MB以上） 
■インストール容量  ：約1.25GB以上 
■ビデオカード   ：VRAM16MB以上搭載のビデオカード必須 

（下記記載の動作確認済みビデオチップをご確認ください） 
■CD-ROM  ：4倍速以上必須 
■サウンド   ：DirectSound(DirectX 8)対応音源 
■入力機器        ：キーボードおよびマウス（インテリマウス・エクスプローラ）対応 
＜ご注意＞ 
本製品はDirectX 8.1が完全に動作する機種でのみ使用できます。 
■DirectX 8.1に関してはお客様が使用しているハードのメーカーにお問い合わせ下さい。 
■DirectX 8.1が動作していない機種での動作保証はいたしかねます。 

このゲームを遊ぶためにはＤｉｒｅｃｔ3Dに対応したビデオカード（16MB以上）が必要です。 
■下記のビデオカードでの起動を確認しております。 

・Geforce2MX200 ・Geforce4MX440 ・Geforce4Ｔｉ4200 ・GeforceＦX5200 
・RADEON7500 ・RADEON8500 ・RADEON9000 ・RADEON9200 ・RADEON9700 ・RADEON9800PRO 

■ご使用のビデオカードの機種により、表示されている画像内容が異なる場合があります。 
あらかじめご了承ください。 

■ご使用のビデオカード、サウンドカードのドライバがＤｉｒｅｃｔX 8.1に対応していない場合、ご使用のカード 
の製造元からドライバを入手して下さい。 
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＜最強伝説 麻雀覇王6 Windows® 7対応版＞ 
■対応OS      ：Windows® 7（32/64ビット）、Windows Vista®（32/64ビット）、Windows® XP/2000が正 

常に動作するパソコン 
■CPU ：Pentium 333MHz以上 
■メモリ ：128MB以上 
■インストール容量：約200MB 
 
＜最強 東大将棋6 Windows® 7対応版＞ 
■対応OS      ：Windows® 7（32/64ビット）、Windows Vista®（32/64ビット）、Windows® XP/2000が正 

常に動作するパソコン 
■CPU ：Pentium 233MHz以上 
■メモリ ：128MB以上 
■インストール容量：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。 
＜A列車で行こう The 21st CENTURY パーフェクトセット Windows® 7対応版＞ 

Published by Cyberfront 
Copyright 2001, 2008 ARTDINK. All Rights Reserved 

 
＜最強伝説 麻雀覇王6 Windows® 7対応版＞ 

（C)1999-2004 MAINICHI COMMUNICATIONS Inc. 
 
＜最強 東大将棋6 Windows® 7対応版＞ 

（C)1998-2003 MAINICHI COMMUNICATIONS Inc./RAT Co.,Ltd. 
 

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: 0570-035-333 （IP電話からは、042-679-6974） 
ホームページとeメールによるサポートです。  URL：http://www.sourcenext.info/ 
※「A列車で行こう The 21st CENTURY パーフェクトセット Windows® 7対応版」につきましては、株式会 

社サイバーフロントが行ないます。 
※「最強伝説 麻雀覇王6 Windows® 7対応版」、「最強 東大将棋6 Windows® 7対応版」につきまして 

は、株式会社毎日コミュニケーションズが行ないます。 
 

本製品に関する報道関係者様のお問合せ先 
 
■担当  ：経営企画室 広報担当 田岡 通子 ・ 三浦 真由美 ・ 小林 真衣 ・ 鶴岡 恵 
■連絡先 ：TEL 050-5533-8303 FAX 03-6430-6407  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。評価版が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/ 
 


