


fのtこびは、株式会社リバーヒルソフトのCD-R己Mディスクをお 

買い上げいたださ、誠にあ0がとうございました。 

ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくおいただき、正しし、使用法 

でご愛用くださし、。なお、こ月書」は、大切に命管してくださし\〇 

じ らゅう 

〇 feット時の涇籯 
①まずINTERFACE UI^ITtCD-ROMe、PC Engineが正しく接続され 

ているかどラか確認してください。 

®gS-r6^Aディスクを_しむためには、システムカードが必要です。CD-ROM 

ディスクをCD■闩〇に、システムカードをPC Engine本体にしっかり差 

し込んだのちに、INTERFACE UNIT,PC Engine本体の顯にスイッチ 

を入れてください。 

©また，PC Engine本体のスイッチを入れたままシステムカードの抜き差し 
を^うと、PO Engine本体及びINTERFACE UNITの故陣の原因にな 

0ますので、絶対に行わないでください。 

@COFtOMディスクには、表と裏があります。必ず、レーベル面(ゲームタイトルな 

どがMされている面)が上になるようにCD-ROM2にセッティングしてください。 

⑮cd-r!61システムが1^こ痄®してぃる場答は、"左のょうな画面が®紡に 
袈宗されまぁこのj&iが*第されなぃ4答は、IN丁ぎR段bE uNfrにっ 

いている「取扱説明書」を参考にしながらS操作方法にまちがいがないかどうか 

確認してください0 

CD-ROMディスクは、CD-ROml^s-rEm 

奪用のゲームソフト，です。 
* CD-ROMディスクは普通のCDプレイヤーでは使用しないで 
<ださい。コンピューター用のデータがオーデイオ機器に悪影_ 

およ ばあい 

を及ぼす場合があ0ます。 

★万一製品に当社の責任による不都合がありました揚合、新しい製品とお取り替えいたします。 

スイツチを入れたまま、 

力ードを出し入れしない。 
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6千年前、惑星キ 
プロスでは、光の神 
リスクと闇の神ダー 
ルによる戦いが行な 
われた。壮絶を極め 
たこの戦いはリスク 

側の勝利に終わり、ダールはキプロスに封印された。 
その後、6千年の間、リスクの守護のもと、キプロ 

スは王家による平和な統治が行なわれていた。だが、 
この地を征服しよろと企むビドー•クラレントは、ダ 
ールを蘇らせ、部下•七獣将とともに侵攻を開始した。 
--魔神ダール蘇りし時、光神リ又つ、 

光の御子となりてキフtフスの地に降りたたん- 

古吉予言書の示す通り、ダールが復活した今、Uス 
クもまた、キプロスの幼い王子として降臨していた。 
そのことを知ったビドーは、キプロス王家を壊滅。 

王家側近の三銃士は、城の陥落間際、王子を連れ脱出 
を計るが、その途中ビドー軍の追っ手に倒されてしま 
5。最後の力を振り絞り、王子に光の結界を施した三 
銃士は、光神の守護星である勇士を呼ぶ、光輝く八つ 
の玉を空高く放り投げた……。 
©1989、1991 Riverhill Soft Pandrabox 

/Araki oroduction 



アレック，ぺストン 

クーク■□一.タム □9ー ル- 
セ バスチヤン七世 

A 

主な登場人物i^l ここに紹介した以外にも、様々なゲ 

ストキャラクターが登場します。 

Cガス□ 輪丈斎 

ソルトバ■ジーク マントス*ゴードン 
! 

ビド- 
クレラント 

マイマイ-フ〇ツト 

:一-一丄.- 

サイモン-ルシファ 



パッドの操肪法 
6ど人..〉■ 

Ar. く〆j このゲームでは、パッドは以下のよ 

うに操作してください。 

4- 

方向キ 
マップ上でキヤラを 
動かします。また' 

メニュー画面では、 
アイコンを選択した 
り、サブメニューに 
移動した0(—)、キ 
ヤラやアイテムを選 
択すると舍に使用し 
ます。 

—一 

セレクト 
マップ画面からメ 
ニュー画面に切り 

替えるときに使い 
ます。 

mmm、 
ゲー厶スタート時 

に使います。 

ゲームの始め 
ゲームが始まると、オープニングに続き、右のよろ 
なタイトル画面が出ますので、ここで初めて 
(Beginning)か前回の続き（Continue)を 
選んでスタートボタンを押してください。バックア 
ツプに空きがないと吉は、セーブできませんので、 
不要なものを消してから遊んでください。 

IIボタン 
選んだ物をキャンセ 
ルしたり、メニュー 

画面かtoVッブ画面 
に戻ったDするとき 

に使います。 

Iボタン 
選択したア雀テムや 
特殊能力の決定、実 
行、メインメニュー 
からサブメニューに 
移るときに使います< 
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現在八-テイを組ん 
でいるメンバーが表: 

.':. ……•へ.':；•.：•;•.••• ；-.:：-： ;；-；. -..... ... 

不されます.D 

w 
. . ;.• <>;r • , . .••； • •. • .• • • • . ..... .. ,.；•! 

八I グvV 
J.s*:：y.：.：：.；;：.：：..；.V. • .:-v：；v；：.-：：-v= 

キ¥ラクターの体力、 
一.....’ ’•.•••••.. ' ン ぃ’.' '; 

攻撃力、能力値が玉 
• ..•....•.•ソー..し：，:;..-V •:•：•.'.•：'：.:：•：. . ..•..•.'，•.入 

0状態で表示されま 

:fo攻撃を受けたり 

すると輝きが失われ、 
て::::...... ^ : 

体力の玉が壊れたキ 
ャラは、戦闘から.離' 

脱してしまし儀ず。 

'把。:〜ソノ... ••• . ..V . V.V • - .... 

—テイ(©現在の所 
公一 靈卷才が 獲 

行動グラフ現在晒動 
メニュー画面で決めた、キヤラクタ 
一の行®)と、その行動の成長巽合が 
グラフで表道されます。 

人と話したりするとき:は、こ 

•こにメッセ.广ジ评表示されま 

ゲーム中、勇士たちが冒険する基本 
的な画面は下のよろになっています 

店やイベントシーンでは 
ゲーム中には、いろいろなお店やイべ 

ントシーンが用意されています。その 

ときは、右のような画面になります。 
ここで、メッセージの途中に▼が出た 

場合は、メッセージに続きがあります 

ので、何かキーを押してください。 

お店では左、イベントでは 
上のよラな画面になります。 



メニュー画面 フィールド画面でセレクトを押すと 
下のよラなメニュー画面になDます 

瑪在のパーテイのキ 
ヤラクターが表示さ 
れます。. 

アイコン 
コマンドのアイコン 
です。‘アイコンの説 

• •し’:•へ.::ノスぐ.- -.1- : 

嚇は、Bベージから 
の「アイコンの説明 
とコマンドの使い 

.方」.をご費ぐださい。 

コマンドウインド . 選択したアイ:コンの、+.さらに細かい+3 

マンドが表示されます。方向キーを使つて、：.選んでください。..... 

ステータスについて 
ステータスは以下のよろになっています。 

攻撃力を表し家す。攻撃卷するごとに減 
つていきます。 器用さ この数値が萬いと、武器を觀うときに、 

クリティカルヒットが出やすくなります6 

能力値。特殊能力を使ラための力です。 
特殊能力を使〇ごとに減つていきます。 好奇心 戦闘後の、アイテムの琴奪g彰響する数 

値です。高ければ発見しやすぐなります。 

素早さです。この数値が高いほど、敵の 

攻撃をよけやす < なります。 
キャラクターの忍耐力で、敵の攻撃の防 
御に影響します。 

ごの数値が1になると戦闘に参加できま 
せ/^なるべく早く回復させましよう。 

■ 士としての知名度で、ショップで物を 
買〇ときの値段に影響します。 

知力 特殊能力の効力や、敵の特殊能力¢0防御 
などに影響します。 

知名度 
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パーティの持っているアイテム 

を使ったり捨てたりするアイコンです。ま 
ず、誰が使ろかを方向キーの左右で選択し、 
次にそのアイテムを使うか捨てるかを選び 
ます。そして、最後にアイテムを選んでく 
ださい。Iボタンで決定、IIボタンでキヤ 
ンセルします。 

アイコンの説明と 
コマンドの使い方 
ここでは、メニュー画面で登 

場するアイコンを紹介します。 
アイコンの使い方は、基本的 

には右のよ5になっています。 
ただし、それぞれのアイコンに 
ついて、多少コマンドの使い方 
が異なりますので、くわしいこ 
とは各アイコンの説明をご覧く 
ださい。 
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キャラクターが歩いているときに、 

どんな行動をとるかを決めるアイコンです。行動 
は、下のようなステータスに対応し、マップ上を 
歩くだけでそのステータスがレベルアップしてい 
芒ます。また、行動で本を読ま‘せれば、新たな特 

殊能力を覚えることができます。 

h--- :m 塞 ■行動には以下のようなものがあります 
::く：：:;.:::：:::.：：•：：；：：：：：•■；：•：：；：：：：：：•.：：：：：：：.：： :： ••::.:.，：：：‘：：• ， . ;：：：：;/;：-• ••：：;•：::: •：：：....；；:::i：;；：-::;: .：：：.：.：,：：;•.：；：.；•: 

攻擊力の訓練攻撃力在バワーアップしまず 以攀ノ驟双葶ノ」ザハノ ノノ ノ ノレo w办 

能力値の訓練能力値をパワーアップします。 

まわりを調べる騎心をパワ-アップします。 

器用さの訓練器用さをパウー:^ップします 
::■■■■：：: ■ ：：：：.,：, 
い.:::. 

/忍而4力の勖|練忍耐力をバワーアップします 
. ■ .••- 'v.■■.•.•■..•■.••....'•■•••..■.•.•ぐ••...•.•.■■.■■•、•.•••一. ■ ... .•- • . ■ *.*,s*.. % .；.j. .； ■' . . :.• 

:::節:ミ的ド:::;：;::.:：:パ兜^泛您较N巧拐G玛猫筏;探;您说紹怒パ :. .... , • . . . 

本を挪雜導。 ■ ■iAw.ii I I多_ ■ • -^r *"j* " -r-JUn、 

寨—锁あ： J8B0 屬_111111PHH 
魅もしないなにもさせ家せ幻。 

※本を選ぶと、現在持っている本が表示されます。 
■1㈣se;::;: 

特殊能力とは、ファンタジータイプ 
のゲームに出てくる魔法のよろなもので、様々な 
効果があります。また、キャラクターごとに、持 
てる特殊能力は決まっていて、最初から持ってい 
るもの、本を読むことによって覚えるものなどが 

あります。 

II ..——ini .. 'nifmmmrrrrrFmH厂rrmTrrrrnnrrr^~~"■— 
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パーティの隊列を変更するコマンドです。方向キーの 
左右とIボタンで、パーティのキャラクターを入れ替えてくださ 
い。パーティのメンバーは、先頭（画面左側）になるほど敵の攻 
撃を受けやすくなりますので、体力の低いキャラクターなどは、 
なるべく後ろに下げておくといいでしよう。 

■:"：T":".一.:マ:の:::.「:;::.巧あ":>.:. mssm 

ゲー厶のセーブ、□—ドを行ないます。このゲームで 
は、セーブは]つしかで吉ませんので、新しくセーブすると前の 
データは自動的に書き変わります。セーブするときは注意してく 
ださい。また、セーブや口ードは、イベント画面や町の中、特殊 

なダンジョン以外、いつでもすることができます。 

狐mA嫩:從mtirnm托^irnmiiBMim}、 

この3つはそれぞれ武器、よろ 
い、盾を装備するアイコンです。まず、キャラクターを選び、画 
面下のリストアイコンから、武器などを選択してIボタンを押す 
と装備されます。また、自分のキャラクターが表示されたリスト 
アイコンの上でIボタンを押すと、装備をはずすことができます。 

体 l^35/;3S： 
f mimv,： 

m mw:5r: 
imym: : 



戦闘画面では、以下のアイコンを選 
ぶことがでさます。 

「うう， 
磨丄た！ 

防御に集中し、敵の攻撃から 
身を守ります。防御していれば、敵から攻 
撃を受けても、少ないダメージですみます, 

体力の少なくなったキャラクターには防御 
させておくといいでしよう。 

戦闘から脱出します。ただし、 
キャラクターの素早さが低い場合は、確実 
に逃げられるとは限りません。また、イべ 
ント中は逃げられません。脱出に失敗する 
と、敵の先制攻撃を受けてしまいます。 

.一. 

戦闘モードでのアイコン 

敵を攻撃します。方向キーで、 
どの敵を攻撃するかを選び1ボタンで設定 
します。パーティ全員の行動が決まると、 
自動的に戦闘を開始します。 
敵を全滅させると、経験値やお金などを 

得ることができます。 

特殊能力を使います。攻撃系 
なら敵を、防御系や回復系の特殊能力なら、 
誰に使うかを選んでください。敵全部を攻 
撃するものは、そのまま実行します。特殊 
能力を使うために必要な能力値や仲間が足 
りないときは、使えないこともあります。 

持っているアイテムを戦闘中 
に使います。戦闘中に使えるアイテムは、 
薬などの回復系のアイテムなので、方向キ 
_を動かして誰に使うかを選んでください n-rnm 



特殊能力 キヤラクターの使える特殊能力には 

以下のよラなものがあります。 

攻擊 敵複数攻撃 

防御 

彳 秘科 I 移動 ■•1 
■ 。：…雪 " ■ : u,I 

iii雜餘馨 

パンピー 
ポポ□ン 
ランプー 
J tツボンパ 

ンユツン■ユフ 

シュタラタ 

m於_.變： ':忠d轉:h I j 
... 

一I攻 

| | 

ピユーンバ 

水剣 
水だまし 
水殺し 
爆水破 
連結行 
水嵐 

I'-：. - 卜...:.' I. 

: 

I 

& 
Imm 

水柱 
水壁 

水祈願 

水神送り 

ザザーン 
ドドーン 
mトン 
ヒュヒューン 

■•み,.“)汽v ■マ:-:ぃザヂ■:■■二?.: 

パフ彐ット 

ホイサツト 

ホナサイナーラ 

モノゴッツイ 

ピンビーン 
フンターン 
ペン1」ダーナ 

敵複数攻撃力低下 
敵複数素早さ低下 
敵単体防御力低下 
敵単体消滅 

一人素早さ回復 

全員素早さ回復 

ダンジョン脱出 

敵単体攻撃 
敵複数マヒ 
敵単体攻擊 
敵全員攻擊 
敵辛_.を連結 
敵複数攻擊 

一人バ1」ア 
全員バリア 

全員完全回復 

好さな町に移動 

敵単体攻撃 
敵全員攻撃 
敵全員特殊能力钶じ 
敵単体能力値を奪ラ 

敵単体呪文無効化 
敵全員呪文無効化 
全員賊闘離脱 

全員攻撃力素早さUP 

一人▽ヒ回復 
一人能力値以外完全回復 
全員能力値以外完全回復 

ゴンザ 

左京、クーク 

アレック 

クーク 

ハヤテ、□▽ール 
(氷竜時） 

uupy 

(氷竜時) 

クーク 

リリアン、クーク 

マイマイ、クーク 

リリアン、▽イフイ、クーク 
リリアン、フイフイ、クーク 



タイフーン 
タイフーンス 
時空剣 

敵単体攻撃 
敵全員攻撃 
敵全員守備力低下 リリアン 

『レツづ 
總.F公嫩代: 

移動 アツトユーマ 

:冱:' 

町移動 

! ur url 
I 4C -C 

：：： 

i織 

ク 
攻撃 

蚕苦利の念 
亜羅玉の念 
思奇利の念 
地獄流しの念 
奪観音の念 

敵全員体力値を奪ろ 
敵単位特殊能力封じ 
敵全員攻撃 
敵全滅 
敵単体体力値を奪ラ 

UP 維無打の念 -人攻撃力u P 
■ n -' 

フイフイ 
全員 

ク 回復 
— 

陣強の念 
羅陣強の念 

一人攻擊力回復 
全員攻擊力回復 

移動 
一 

聖行間の念 
亜邪駆の念 
惨那駆の念 

一定間g地帯通週 
一定間先制攻擊回避 
一定間敵が出ない 

義S議き. 

ノ」レック 

ノ::が■鐘織 攻 

歎驗II 

ノノ 

:.一. 

針舞い 
□ストニードル 
針だまし 
ニードルバーン 

敵单体攻撃力低下 
敵単体体力値を奪ラ 
敵全員フヒ 
敵全員攻撃 

ノノレック 
□V-ル 

■織 ■■■ - ■ 
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マシユラト 
ギムレ 
サナレータ 
ギムレッツ 

全員素早さUP 
一人体力回復 
—人雷治療 
全員体力回復 
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攻擊的水術指南 

防衛的水術指南 
針©神秘 
殺人針の極懑 
かわゆい攻擊術 

お便利魔法術 

念術秘E 
間接的念術考 
念術腕力增強法 
老いた人の魔術 
老人の防衛学 
剣術覚え盡 
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リUPン 
リリアン 
フイマイ 
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武器•防具について 
武器や防具にはキャラクターとの相性があ 

り、高価なものでも、相性が悪いとあまり 
効果がありません。また、ゲー厶中には、 
勇士が身に付ける八玉の神器が登場します( 

これらは、一人につ吉_つずつあ〇、武器 
だったり防具だつたりします。 

本につし、て 
本は、町の本屋で買ラことができ、キャラ 
クターに読ませると、強力な特殊能力を覚 
えることができます。本を読ませるには、 
行動アイコンの「本を読む」のコマンドを 
選んでください。関係ない本を読んでも効 
栗はあ0ませんので、誰がどの本を読めば 
いいのかは下の表を参考にしてください。 

そのほかのアイテムについて 
そのほかのアイテムには、薬などの回復アイテムと、移動するためのアイテムがあります。 
回復系のアイテムは、常に持っているようにしたほうがいいでしよう。 
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毒を治療する 
体力、素早さ、攻撃力20%回復 

俥力.、素早さ、攻搫力5096回復 
能力値5096回攢 
救^^懲邏興懸驗知^^ 
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.マヒ回復. 

ダンジョン脱出 
驅動 
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CO-FIOMデイスク•保管上の注意 nCOWIRACT 

汚さないで 
りん めん んしいがわ 

馨信号読み取〇面（レーベ)レ面の反対側 
の光った面）を汚さないよラに注意し 
てください。汚れた場合は、やわらか 

い布で、中心部から外周部に向かって 
放射状に軽く拭きとってください。 

よご 
汚れた時は、やわらかい 

ぬの 

布でふいてね！ 

よわ 

會 
やさしく、出し入れ！ 

V — ム 

GQ-ROMデイスタにキズをつけな 
いよ5にしてください。ケースからの 
出し入れの際は、こすりキズをつけな 
いよ5、特に注意してください。 

文字を書か 
ないでね！ 

めん び、 

馨レーベル面に、鉛筆やボールペンな 
どで文字を書いた〇、シール等を‘ら 
ないでください。読み取り面にキズを 
つける恐れがあります。CD-ROMデ 
イスクを曲げたり、センター孔を大き 
<しないでください。 

あな おお 
孔を大^くしないで！ 

9 

いつまでも大切にね！ 

グ 

温度、湿度にも注意して 

★このディスクを無断で複製すること、及び賃貸業に使用することを禁じます 〇 
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ザイアス大陸を中心に、七つの島が浮かぶ惑星キプロ 
スの王家は、聞の神ダールを復活させた闍の皇帝ビドー 
により滅亡の淵に立っていた。王家側近の三銃士は、閣 
を打ち払うべく蘇った光の神リスクが宿る幼き王子を伴っ 
た脱出の途中でビドーの追手に倒されるが、最後の力を 
振り絞って御子にーヶ月間の光の結界を張り、八玉の勇 
士を呼ぶ光の玉を天空へと解き放つ。使命を告げられた 
勇士たちは、光の御子の待つソルテガへとそれぞれ旅立 
つ。だが、その途中で自的目的も果たし、襲い来るドビー 
の軍勢奸退けねばならないのだ。そして、ソルテガに集 
結した彼らを待っていたのは、ビドーと七獣将との壮絶な 
最終決戦だった。 

c1989. 1991株式会社リバーヒルソフ 
(C1989. 1991荒木フロダクション 
◎1989.1991ハンドラボックス RIVERHILL SOFT 
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