
When the wind of Legend blows 
’ ovef again，it begin to 
make a new adventure… 



か 

このたびは、日本フアルコムのゲームソフトをお買い上げいただき、誠にありがとうございました 
しよ-》 まえ tりあつか.’'つめいLよ よ ただ しよ4 

ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。 
〇 

スーパー シーディー ロムロム しようじょう ちゅうい 

Super CD • ROM2ソフト使用上の注意 
へヒー■ン- シー子f- LTム〇ム せつぞくおよ どうさほうほう かん かくさ ^ ふ本.く とり 

①PCエンジン、CD-ROM2など八ードの接続及び動作方法に関しましては、各機器に付属の「敢 
あつかrせつめいしょ かなら ：*:どく うえ しよう 

扱説明書を必ずご熟読の上ご使用ください。 
シーギザ- CJ ム fiも： づら かな,- いんさつ めん うえ 

㊣CD‘ROMディスクには表と裏があります。必ずゲー厶タイトルが印刷されている面を±にし 

てセッティングしてください。 
へ“ _Q シーデ4一〇ム〇ム ふた あ シーr { - 〇ムロムほんたい しんどう あた 

③ゲームプレイ中にCOROIVTプレイヤーの蓋を開けたり、CD-ROM2本体に振動を与えない 
せぃいう で$ ほんたぃ いた ばあぃ 

でください。正常なプレイが出来なかったり、本体やソフトを痛める場合があります。 
シーディー Dムロム おんがくよう しよう よ.》 

@CD*ROM2ディスクは音楽用C□ブレイヤーでは、使用しないでください。コンピュータ甬デ 

一夕がオーデイオ機器に悪影響を及ぼす場合があります， 0 

けんこう かん ちゅうい 

健康に関する注意 
ほんさ ^よう ばあい Hしつか ：iうたい しよう さ がめん はな 

本機を使用される場合は、極力疲れた状態で使用することは避け、テレビ画面からできるだけ離れ 

てゲームをしてください。長時間ゲームを続ける場合は健康のため、1時間ごとに〗〇〜15芬の休み 

をとってください。 
まれ つよ w しげさ ⑽り てんめっ う t a いちじてき きんにく い 

また、ごく稀に、強い光の刺激や、光の点滅を受けている時に、一時的に筋肉のけいれんや、意 
し， モうしつなJ In "n M れい ほうこく LiUIう けいけん ひ>■ 

識の喪失等の症状が現れるといろ例が報告されています。ころした症状を経験したことのある人 
まえ か^ いし そうだん 

は、テレビゲームをする前に必ず医師に相談してください。また、テレビゲームをしていて、この 
^ Jうiう ばあい や いし そうだん 

よろな症状が起芒た場合には、ゲームを止め、医師に相談してください。 

この6デ6' 防M2ディスクは、r SUPER« j顧ソフトです。 
し、うらと1 - どうさ ちゅうぃ 

従来の「CD*F^OfTU^m」では動作いだしませんのでご注意ください 
:’つさ ス-パー シス チム カ—ド ひつよう 

動1乍させるだめには、" 
〇 

SUPER SYSTEM CARD」が必要です。 
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ゲームスタート このゲームは、スーパーシステムカードかDUOシリーズで遊ぶこと 

ができます> 
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きビうがめん お 

起動画面で、RUNボタンを押 
がめん 

すとスタート画面になります0 

PROLOGUE 

はじ はじ 

オープニングが始まります。初 
めてプレイする方は、プ□口一 

グを見てからゲーム開始する 

ことをおすすめします。 

ちゆうい ほんたい 

注意pcエンジン本体のバックア 

ップラムの空き容量が足りない 

状態でゲー厶を始めると、セー 

ブできません。あらかじめ不要の 

データを削除じCから開始して下 

さい。 

プロローグを見ずに、すぐにゲ 
かいし 

ームを開始できま尤 

迻必要なデータは「天の声バン 

ク」（ハドソンより別売）に保存 
べんり 

じておくと便利です。 

ほうこう じょうげ こうもく せんたく 

方向キ_の上下で項目を選択し、Iボタ 
お < tz 4#-/ す* く 

ンを押して下さい。セーブファイルの選択 
がめん で 

画面が出ますので、どのファイルにデー 
ぼうこう じようげ せん 

夕をセーブするか、方向キーの上下で選 
たく お くだ えら 

択し、Iボタンを押して下さい。選んだファ 
イルにゲームのデータがセーブされま^ 

ちゆう へんこう 
(セーブファイルは、ゲーム中でも変更す 

ることか1’できます〇) 

CONTINUE 

ぜんかい しようなまえ じかん 

前回セーブした章の名前、プレイ時間、パ 
ひょうじ 

—テイメンバーのデータが表示されます(セ 
ばあいひようじ 

ーブしていない場合は表示されません)。 
つづ ほうこう じょうげ 

続きをしたいデータを方向キーの上下で 
せんたく お けってい くだ 

選択U Iボタンを押して決定UT下さい。 

ぜんかい 

前回セーブした場所からスタート 

■ 

6 



ほぞん ほうほう 

セーブ(データ保存)の方法 フイールド上でならどこでもセーブできます。 

ちゅう お がめん ほうこう 

ゲーム中にSELECTボタンを押すと、ステータス画面になります^方向ヰー 
い どう えら おくだ 

で力ーソルを移動させ、アイコンの『SAVE』を選びIボタンを押して下さい。 
v えら 

スタート時に選んだファイルにデータをセーブします。 
とき ばんごう へんこう ちが 

この時に、ファイルの番号を変更すると、違うファイルにセーブすることができ 
へんこう ぱあい ばんごう えら お 

まt変更する場合は、番号をカーソルで選び、1ボタンを押UT下さい。 

ロード(ゲーム再開)の方法 
ロー ドは2種類の方法があります。 

ゲームスタート時……スタート画面でCOINITINUEを選び、データを選択 

する。 

ちゅう がめん せんたく 

ゲーム中…... .•ステータス画面でアイコンの11 LOAD』を選択する。 
ばんごう へんこう す 

ファイルの番号を変更すれば、好きなデータをロード 

できます。 

しゆうりょう 

ゲームを終rさせるには 
あと どうじお^ /* 

データをセーブした後、SELECTボタンとRUNボタンを同時に押して下さ 
きどうがめん もど あとでんげん き と 

い。リセットがかかり起動画面に戻ります。その後電源を切って、CDを取り 
だ くだ 

出しC下さい。 

墜I へ1義' 

f^i\ Peop^f^p] f QTT 11 OftP il^EHLOfli 

wm 

いろひようじ 

オレンジ色で表示されている 
ばんごう げんざいしよう 

番号が、現在使用しTいるフ 
アイル Q 

OEM 



が' めんせつめい 

画面説明フィールド 

ヒットホイント 
さいだい 

HP/最大HP 

HPが少なくなると 
きいろ ひようよろち$うレ:， 

けん じゆくれんど 

剣の熟練度 

ヨロイの熟練度 

てき 

敵のHP 
こうげき て$ ひようじ 

攻撃した敵のHPが表示され 

ます。 
よじきん 

盾の熟練度 所持金 
かね たんい 

アイコンのGRPをOFFにする お金の単位はジェムとし ま 
うげき〇よく ぼうぎよりよく すうち たからばこ はい てき 

と攻撃力と防御力が数値で す> 宝箱に入っていたり、敵を 
ひようじ たお て はい 

表示されま丸 倒すと手に入ります。 

...嫌 

.......... 

. - ' . . \ . - ^ 

W 

ぼうこう 

方向キ 
ほうこう 

穿 

齡::：. 

VJ,. 

4方向に移動します。 

SELECT 

RUN 
しよろ 

使用しません 

Iボタン 
かいわたからばこ あ 

会話•宝箱を開ける 
しら ヒう 
調べる等 

がめんひら 

Hボタン 
お いどう 

押しながら移動でスピードアップ。 
ステータス画面を開き 

ます。 
ワンポイントアド/<イス 

ラご 

アイコンのATTとSPDをONにして、動かずにEボ 
お なかま こうそく てき 

タンを押していると、パーティの仲間が高速で敵を 
たお い 

倒しに行きます。 

してIボタン 

宝箱の前に立ってIボ 
タン 



か もの しかた 

買い物の仕方 
どうぐや かいとや しゆるい まえ？^ ^ - 

道具屋と買取り屋の2種類あります。カウンターの前に立ちIボタンを押す 

と利用することができます。 
ドネぐゃ ぶきぼうぐ う ひょうじ 

遒具屋…武器、防具、アイテムを売っていま尤リストが表示されますの 
か しなものほうこう さゆう えら けつてい 

で、買いたい品物を方向キーの左右で選び、Iボタンで決走し 
くだ しょじきん た ばあい かかく あかひょうじ 

て下さい。所持金が足りない場合は、価格が赤で表示さわ41"。 
かいと や フ ^ 

買飯り屋…いらないアイテムを売ることができます。売りたいアイテムを選 
うりね かいてん てきとう 

ぶと、売値がルーレットのように回転しますので、適当なところ 
お くだ う卜：）ね けってい きいろひょうじ 

でIボタンを押して下さい。売値が決定しまt"。黄色で表示され 
さいこうち 

れば最高値で丸 ^ 

*売値が気にいらなければIIボタンでキャンセルできます〇気 
なんかい なお 

にいるまで何回でもやり直せます） 
やどや 

宿屋 体力を回復できます。無料なのでどんどん利用しましよう〇 

輪険の途中でHPが0になると、宿屋に寅されまt*。 

(熟練度やアイテムはHPが0になった時点のままです） 

せんとつ 

フイールFでの戦闘 
せんとう たいあ おこな ほうこう てきむ じどうてき こうげき 

Siiは钵当たりで行いま丸方向キーで敵に向かうと自動的に攻撃します^ 
なかま えんきよ+)こうげき 

仲間によっては遠距離攻撃できるキャラクターもいまt 
てきたお しゅつげん とわす _ 

敵を倒すとアイテムが出現します。取り忘れないようにして下さし 

アイテム 

■% ^ # 

ンェム 
かね 

(お金) 
かいふく 

(HP回復) 

キノコ 
きいだい mu 

(最大HPの上昇) 

じぶん うご なかま かつて たたか f ^ t , £ ., 

アイコンのATTをONにして自分が動かなければ、仲間が勝手に戦ってくれ、アイテムも集めてきてくれます 

レべノレアップについて 
…* ^ じバれんど ，う‘げき う すこ こうげきりよく ぼ’-；)ぎよりよく あ y 

最蠢、防具には熟練彘があり、1夕_したりダメージを受けるたびに、少しづっ攻擊力と防御力が上がっ 
さいだいち やどや かいふく ふ 

ていきま1"。また、HPの最大値は宿屋やアイテムでHPを回復するときに増えていきます。 



がめんせつめい せん 

画面説明ボス戰 

そう3 

テイ（操作キャラ）のHP 

■ 

ミ::: 

ほうこう 

方向キ 
うえ ぼうぎよ 

上……勃御 
した 

下……しゃがむ 
さゆう いどう 

左右…移動 
ひつさつわざ 

*必殺技のコマンドを入力 

ゆ. 
■■■■■ ■■二 

mよ 

SELECT 
がめんひら 

ステータス画面を開きます。 
10 

敵のHP 

.'I 
nボタン 

ノ^つうじようこうげきおつづ 

通常攻撃。押し続けるとパワーをためること 

_ ができま尤 

I キャラが点滅すればパワーがたまった状態 

です。 
Iボタン 

ジャンプします。 

RUN 
いっしよせんとうはい なかま そうさ 

一緒に戦闘に入った仲間を操作できるようになり 

ます。 
とき せんとう 

(その時は、アリオスが才ート戦闘になりま1"。） 
いちどお ふたた そうさ 

もう一度押すと、再びアリオスを操作できます^ 



せんとう 

ステージボスとの戦闘/ 
つ 

RUNボタンで連れてい 

った仲間を自分で操作 

できまt"。 

ふたり たたか 

たいけつちよくぜん 

ボスとの対決直前になる 

と、一緒に連れてぃける 
なかま えら がめん 

仲間を選ぶ画面になり 
つ い なか 

ます^連れて行きたぃ仲 

間を方向キーの+了でマルチタップをつなげば、2人で戦える/ 

選ダ、Iボタンで決定し（この4答汉ともダメージを叠けます。ただし、 
ーネふ■ っうじよう すく % 

て下さぃ。 通常のダメージよりも少なくなります>) 
ひっさっわぎ ゆうり せんとう 

多、殺技で有利な戦闢_ひっさっゎざも _ぅ 
各キャラクターには、それぞれ独自の必殺技を持っていま1"。通常 
こうげき うま っか 

攻撃よりも、かなりダメージをあたえることができますので、上手く使 
ゆラり てんかい 

ぃこなせれば、それだけ有利な展開ができまt"。。 
わざ tz かた u.ようかい らんく’ 

*技の出し方は、14pからのキャラクター紹介をご覧下さい。 
せん だっし_つ- 

ボろ戦力::ら9脱出^——料一 ^ <fi — 
ボスから抜け•すには、ステータス画面を開き、アイコンのQuitを選んで下さい。ボス戦に入る直前に民る 

^ .■- r. » 

OUIT 
せんはいちよくぜんもど 

ことができます。 
*ボス戦で得た熟練度はなくなりません。うまく利用すれば一気に熟練度を上げることができます。 

いっきじゆくれんどあ 

ワンポイントアドバイス 
せ/V Uい一とき しよう て はいさいきよう ぶき，■う土丄そr ^ 

ボス戦に入る時には、その章で手に入る最強の武器•防具を装備しましよつ。 
ふたり ぱあい ぺつ なかま りよつ じふん 

はダメージを受けない（2人プレイの場合は別）ので、仲間をうまく利用すれば、自分はダメージを 
う 
又せや〆や もど' ふたた せん ぱしょ い めんど5 

•ボス戦の前でセーブ0hpが〇になると宿屋に戻されますので、再び托ス戦の雩所まで行くのぎ面f! 
ばSぃ ちょぐぜん ばあいじゆ■'れんと しき しぶ-》 

な場杳、セーブしておけば直前のデータを口ードできます(ただしこの場合熟練度はセーブした時の状 
たい 

態のままてかす)。ときなかまか てき ゅぅりてんかぃ ばぁぃ 

響どうじrも勝てない時は、仲間を愛えてみましょう。敵によっては有利に展開できる場合がありま尤 

⑩ 



#めん 

ステータス画面 
せん お ひら 

フイールド、ボス戦ともにSELECTボタンを押すと開きま1； 
そうび しようかくしゆ せっていおこな 

^ ^ザぐ 
しし、 装備やアイテムの使用、各種システムの設定を行います。 

のこ 

アリオスの残りHP 
さいだい 

げんざいそうぴ 

現在装備している 
ぶきぼうぐ 

ステータス1 

らん 

アイテム欄 
しよuきん 
所持金 

システム 
せつてい 
—Fb rin 
5又疋 

アイコ 

力ーソルが指しているアイコ 
せつめい なまえ 

ンの説明/アイテムの名前が 
ひようじ 

表示 

最大HP 武器•防具•アイテム 

ステータス2 

けA, 

剣 
3 ロイ 
たて 

盾の 
じゅくれんど 

熟練度 

セーブフアイルの番 
いろ ひようじ 

(オレンジ色で表示されてい 
ばんごう げんざいしよう 

る番号が現在使用している 
ぱんごう 

がめん みぎ 

力ーソルを画面の右にもってくると、ステー 
がめん きか て 

タス画面2に切り替わります^ここでは手に 
入れたアイテムが表示されま丸 

ここで地図を見ることができます。力ーソル 
を見たい地図の上に持っていき、Iボタン 

お くだ 

ファイル番号) を押して下さい。 

ぼうこう 

力raj干一 
いどう 

力ーソルの移動 

Iボタン 
けってい 

決定する 

SELECT RUN I ボタン 
しよう しよう がめん もど 

使用しません 使用しません キャンセル/ゲーム画面に戻す 

12 

ICON/CFGを選びIボタン 

を押すと、アイコンメニューを 

切り換えることができます。 

ボス戦はセーブの代わりに 

QUITになりまt■〇 



アイコンについて そうび しよう せっていおこな 

アイテムの装備や使用、システムの設定を行います 

_ il 
じようたい 

ONの状態 

V v v. ... 

mm 

じょうたい 

OFFの状態 

とぎ ひようじ 

ONの時はオレンジで表示されています。 

き か 

ICON/CFGアイコンのメニューを切り換えます。 

ICON メ 

USE 

EQP 

DROP 

アイテムを使用します。 

アイテムを装備します。すでに装備して 
いるアイテムを選ぶと、装備をはずすこ 

とができます。 

いらないアイテムを捨てます。 

ATT 

GRP 

USE、EQP、DROPのアイコンは、先にアイテムを選んでから、 
アイコンの上にもってきてIボタンを击しても実行できま1"。 

なかま たたか 

ONにすればフィールドで仲間が戦います> 

じゅくれんど ぼう ひようじ 

0 Nにすると熟練度が棒グラフで表示。 
すうち ひょうじ 

OFFにすれば数値で表示されま丸 

CFG メニュ 

AUTO 

MESS 

ONにすると、障害物を自動的によけます。 

ONにするとフイールドでの移動速度 

が2倍になりま克 

ONにするとメッセージの表示が速く 

なります。 
きようつう 

共通メ 

SAVE 

Iユ 
えら 

選んだファイルにデータをセーブしまt 

BGM 

ALM 

LOAD 

ぇ、そう 

BGMを演奏します。 

じかんごと きゆうけい うなが 

ONにしておくと1時間毎に休憩を促す 
メッセ—ジが出ます。 

えら 

選んだファイルのデータをロードします。 

■んころ ぱあし k/こう ばんごう お くだ 

*ファイルを変更したい場合は、カーソルで変更したい番号にあわせてIボタンを押して下さし 〇 
13 



しようかい 

キヤラクター紹介 

•守 
R 

M 

みりよく とうじようじんぶつ 

魅力あふれる登場人物たち。ここでは、 
< なかま しようかい 

パーティーを組む仲間を紹介します。キ 
どソじ' わゞ も 

ャラクターは独自の技を持っているの 
せん ゆうこう ふつよう 

で、ボス戦で有効に活用しましょう。 
みぎ む 

※コマンドはすべて、キャラクターが右を向い 
ばあい 

ている場合のものです^ 
わざ なか 

※技の中には、タメることによってバワーが 
じょうしょう こうげき へんか 

上昇したり、攻撃が変化するものがありまt； 

特殊技 

7リオス 
えいゆう まっえいじや〇榨う たお 

英雄アイネアスの末裔。邪窀を倒 
のち じゆうせんしだん 

した後、「fシュタリア向由戦士団」 
けっせいひとびと ぎんとう 

を糸5成。人々をモンスターの残觉 
とうぞく まも せいぎ たたか 

や盗賊から守るため、正義の戦い 

を続けている。行方不明のリュコス 
さが しんたいりく む 

を探しに新大陸へと向かった。 

ソウJレブレイド nボタンタメてはなす 
けんさき おお はどうぜんぼうはつしや 

剣先から大きな波動を前方に発射 
アークブレイド nボタンタメ t + nボタン | 

えんこえが うえき 

円弧を描いて上を斬る 
ステイングブレイド Aボタンタメ/■ + nボタン 

した けんつあ 

下から剣を突き上げる 
ライジングブレイド -i \ + Dボタン 

じようしよう うえむ きつ 

上昇じC、上に向かって斬り付ける 
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えばらまさし 

CV:江原正士 
特殊技 

ダイモス. 
勇猛果敢な戦士で、その剣技はイ 
シュネリア1といわれている。アリオス 
かんが きようめい じゆう 

の考えに共鳴し、イシュタ！;ア自由 
せんしだん たたか 

戦士闹で、アリオスとともに、戦いの 

H々をおくっている& 

ソウJレスラッシュ Iボタンタメてはなす 
けんさき おお はどうぜんぽうはつしや 

剣先から大きな波動を前方に発射 1 
ファルコンライズ I Dボタンタメ T + 3ボタン 

した きあ 

下から斬り上げる 
卜、ークウイング IIボタンタメ/十Dボタン 

だいじようた•ん きさ 

大上段から斬り下げる 
づ クルフオル —i \ + nボタン 

と あ てきこうか したつ 

飛び上がり、敵に降下しながら下突き 

特殊技 
cv:矢尾1一樹 

リユ:□ス 
じしようぎぞくかるせいかく ほうぼうやつ 

白称義賊。軽い性格で方々で厄 
かいごと お ね13んすい ぎきよう 

介事を起こすが、根は純粋な義俠 
しん しんたい1:?くぼうけん 

心にあふれている。新大陸を1U1険 
ち®う なにもの おそ ゆくえふめい 

中に、何者かに襲われ行方不明と 

なる。 

ハイスピ—ドダガー nボタンタメてはなす 
かんつうせい きょうりょくたんけん な 

貫通性のある強力な短剣を投げる。 
スライデ< ング ^ \+Iボタン 

てき こうげ—きかいひ う 

敵の攻撃回避Qダメージを受けない。 

ノ《ク車云ジャンプ T T 
てん こうほう こうげきかいひ け 

バク転で後方にジャンプしながら攻撃回避+蹴り。 
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やまもと！® H こ 

cv:山本百合子 
特殊技 

ビュラー 
あか げんき せいかく ささ 

明るく元気な性侪でアリオスを支え 
まほうつか げんざい 

る魔法使い。现夜はエナスのもとで 
さいしゅぎよう はげ 

再修行に励んでいるはず？アリオス 
おも よ 

にひそかに想いを寄せている。 

ファイヤースマッシャー IIポタンタメてはなす 
はんげつけいほ©おたまぜんぼうはっしや 

半月形の炎の弾を前方に発射。 
バーニングターン + \ — + nふタノ 

ほのおみ てきたいあ 

炎を身にまとい敵に体当たり。 
スライディング' \+Iボタン 

てきこうきかいひ う 

敵の攻撃回避。ダメージを受けないD 

特殊技 
CV:勝生真沙子 

メ丁ィ7 
まも てんめい しんかん 

ソフィアを守ることを天命とする神1丫 
きし ぜっせい びじよ ゅみ めいしゅかく 

騎1:。絶此の美女でqの名1%格 
とうぎ げんざい 

闘技にもたけている。現在はパルティ 
しんでん つか 

ア神殿でソフィアに仕えている。 

フレイムアロー 

ックストライク 

ッグラリアー 

ツクスフツンニ 

nボタンタメてはなす 
きようりよくほのおや 

強力な炎の矢を射る 〇 

ジャンプ中に\ + Dポタン 
+ Eボタン 

Iボタン 

なな した け 

斜め下に蹴りをいれる。 
U ち I- v■け 

飛び上がり、横の蹴りをいれる。 
てき こうげきかいひ う 

敵の攻撃回避。ダメージを受けなL 
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やなだきよゆS 

特殊技 
CV:梁田清之 

フンTイA 
くろよろいみ かた せんししんたいりく 

黒の鐙に身を園めた戦士。新大陸 
し！^しん すじよう 

の出身らしいのだが、その素性や 
けいれき なぞ つつ 

経歴などすベてが謎に包まれてい 
なに さが 

る。何力.探しているらい、のだが？ 

砕震斬(さいしんざん） Eボタンタメてはなす 
ぜんぼうひかりはしらし申つげん こうげき 

前方に光の柱を出現させて攻撃。 

咬牙斬(こうがざん） ジャンプ中に\ + IIボタン 
くうち峰う ななしたはどうti こうげき 

空中から斜め下に波動を出して攻撃。 

蒼霞(そうが） ―丄\ + nボタン 
じようしよう うえむ きつ 

上昇じC、上に向かって斬り付ける 

しいな 

CV:椎名へきる 
特殊技 

メル丁イナ 
しんたいりく みなとまち 

新大陸アシュナール、港町ラザン 
し故つしんきず せわ 

の出身。傷ついたリュコスのi:話を 
せいじ®ん こころやさ せいかく 

してくれる。清純で心優しい性格。 
しんぱい 

I、つもリュコスのことを心配している。 

ヒーリング•ブリツ 

:ンス•ウォール 

，ーク，リフレクター 

スライディング 

IIボタンタメてはなす 
たい〇よくかいふくこうかおお たまはつしや 

体力回復効果の大きい弾を発射。 
1\ —+ Eボタン 

ぜんぽうひかりまくつくぼう#よ 

前方に光の膜を作り防御。 | 

jボタンタメて丄\ —+nボタン 
ぜんしんひかりまく てきたまはかえ 

全身に光の膜をはりめぐらせ敵の弾を跳ね返す。 
\+Iボタン 

てきこうげきかいひ う 

敵の攻撃回避。ダメージを受けない。 
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ry ViSl/ しよう ばあいそうび ばあい じやつかんこうか こと 

/ィ丁ム使用した場合と装備した場合では若干効果が異なりま尤 

プロテア 使用（USE) 
いつていりようかいふく 

HP令一定量回復させます。 
装備（EQP) 

HPが0になった時点で自動的に 
かいふく 

回復。HPがMAXになるために 
ひつよう ぶん しようひ 

必要な分だけ消費します。 

〇 ワーリング 使用（USE) 
けん し れんど あ 

剣の熟練度を5%上げる。(MAX 
ばあい つか 

の場合は使えません） 
装備（EQP) 
けん こうか うわの 

剣の効果をさらに上乗せ。MAX 
ぱあい こうか 

の場合100% +びの効果。 

エリクサー 
し-1;ラ 

使用（USE) 
かいふく 

HPをMAXまで回復させます。 

装備(EQP) 
じてん じどうてき 

HPが0になった時点で自動的に 
かいふく 

MAXまで回復。 

ペンダンJ 使用（USE) 
じゆくれんど あ 

ヨ□イの熟練度を5%上げる。 
ばあい つか 

(MAXの場合は使えません） 

装備(EQP) 
こうか うわの 

ヨロイの効果をさらに上乗せ。 
ばあい ころか 

MAXの場合丨00% +びの効果。 

リストレット 使用(USE) 
たて 1>D(れんど あ 

盾の熟練度を5%上げる。（MAX 
ばあい つか 

の場合は使えません） 
そうび 

装備(EQP) 
たて こうか うわの 

盾の効果をさらに上乗せ。MAX 
ぱあい こうか 

の場合100% +びの効果。 

マッシュノレーム 使用（USE) 
さいだいち ふ 

HPの最大値が増える。 

装備(EQP) 
かいふく U つうじよう 

HPの回復時に、通常よりもHP 
さいたいち あ 

の最大値が上がる。 

ちず 

地図 
その地方の全体図を見ることがで 

がめん 

きます。ステータス2の画面で力ーソ 

ルを見たい地図の上に合わせ、I 

ボタンを押UT下さい。 

ウイング 使用（USE) 
やど■や いつしゆん 

宿屋まで一瞬でワープ。 

装備(EQP) 
しゅんかん やどや 

HPが0になった目舜間に宿屋にワ 

-プ 
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m星m つよ さいたVs■巧 かいね つ1リね とくちよう 

SWORD 強さ(最大値）買値売値特徴 

xt—ルソート 

ミドルソー 

ノーマルソード 

ナイトソ 

スノ《インソ 

ARMOR 

12 I00G 70G 護身用とじc用いられる短い剣。 

20 I90G I40G スモ—ルソードより箸羊1めで、美驗高き。 

34 360G 250G ?1關なS。41の13にMi劣が1い。 

82 680G 480G ,4±でifうのにMした、1沄の15。 

165 1300G 910G i田し '針のような鈿。美いてi吏うのに‘している。 

ハ—ドレザ-—ア-—マ— 5 I00G 70G 堅くなめした皮革を用いて作られた鎧。 

スプリントメイル 8 I80G I30G m斧をつづり备ゎせて衽られたmwにMきゃすい。 

ブレストプレート 19 350G 250G H #のみをM Sで' おお〇たII。 

フレートメイノレ 40 670G 470G ii MSの± 、騌45劣を箸してぃる。 

ベザントァーマー 76 1280G 900G 圣鞏とS ¥の答Slf。耑#のiいSを/4ち4ゎせている。 

SHIELD 

ラウンドシールド 2 I00G 70G 小型の盾。円形で扱いやすい。 

アイアンシールド 5 200G I40G SS<7}Jto職はあるが、畫いのが笑S。 

スチールシールド 12 3706 340G 118のM。かなり笑きく、iiが鋅んで甚ぅ。 

メタルシールド 19 680G 480G 合#SDAK劣を靈ネkした、ゃゃ小型のM。 

カイトシールド 43 I220G 860G 寞く笑きぃ1。1篇®のため、室Mが©きゃすぃ。 
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ボスモンスター 

i 

モン茨ターたちの使い魔的存在。 
“くうちゅうじざいと まわ ひきくみ 

空中を自在に飛び回る。2匹1組で 

#iすることが寥く、AAになると 
あいかたよしゅうせい すいちゅう 

,,相方を呼ぶ習性がある。水中でも 
i\かつどう 

ミ舌動て''きるようてf先る。 

つかまてきそんさ％ 

サンターパトロナ〜ジ 
さばくしゅごしやよ すなむしいつ 

砂漠の守護者と呼ばれる砂虫の一 
し ゆすな とこなかびせいぶつこん 

種。砂を取り込み、中の微生物や昆 
ちぬうほしよくみずかなわば しんに啩う 

虫を捕食する。自らの縄張りに侵入 
ものはげこうげき かた 

しようとする者を激しく攻撃する。堅 
がいかくないこっかくも 

い外穀と内骨格を持っている。 
20 



シードスパイラル 
せいぶつ と こ みずか ぞうしよく 

生物を取り込んで自らを増殖さ 
せいちよラ せいめいたいたいない さまざま 

せ、成長する生命体。体内に様々 
せいぶつ きせい つよ 

な生物を寄生させているらしい。強 
につこう ちようI;かん し 

い日光に長時間さらされると死ん 

でしまう。 
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マーダラデプト 
たいこ い っづ こうかくるい 

太古から生き続けている甲殼類。 
だっぴ く かえ せいちよう おお 

脱皮を繰り返して成長するため、大 
じかん ひつ 

きくなるためにはかなりの時間を必 
よう くち は だ えきたい 

要とする。口から吐き出す液体に 

は、強い酸が含まれているらしい。 

ランバ アー3ニル 
かつてアシユナール北方の民が 
きじよう もち けものひと な 

騎乗して用いた獣。人によく慣れ、 
ひ化う なら ぐんたいじゆう し 

飛竜と並ぶ軍隊獣として知られて 
げんざい かず げんしよう 

いるが、現在は数が減少し、その 
すがた み まれ 

姿を見ることは稀である。 
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ii力1ん11う らゆう 

C□-闩OMディスク•保管上の注意 n COMPACT 

Q p 汚さないで！ 

b. 

a 

_信号読み南り面（レーベル®の反対 

彻I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 
ぬめ f.p|■っL A ふ かいL -1ふ し (I1t 

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。 

欠 とき 

汚れた時は、やわらかい 
ぬめ 

广^布でふいてね！ 

キズには弱いんだ！ 
た 

やさしく、出し入れ! 
■> —f <- u ム 

〇 

響CD-ROMディスクにキズをつけな 

いようにしてくださし、。ケースからの出 

し入れの際は、こすりキズをつけないよ 

う、特に注意してください。 

文字を書か 
ないでね！ 

めん 九k n- 

Q) 

•レーベル面に、鉛筆やボールペンなど 

で文字を書いたり、シール等を貼らない 

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ディスクを 

曲げたaセンター孔を大きくしないでく 

ださいD 

あな おお 

孔を大さくしないで! 

グ 

せつ a A ど ど 

し\つまでも大切にね! 温度、湿度にも注意して! 

Z 
Z 

Z 

參 

•プレイ後は元のケースに入れて保管 

してください。また、CD-ROMデイス 

クは、高温、高湿の場所には保管しない 

でください。 

9 M P 

0 

嵌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。 




