


エヌイーシ— かぜ でんせっ 

このたびは、NECホームエレクト□ニクスのゲームソフト「風の伝説ザナドウj 

をお買い上げいただき、誠にありがとラございましだ。 ， 

ご使用の前に、この「取扱説明書」をよ<お読みになり、正し<ご使用<ださい。 
ス — /I ー シ1-■ディ*™ □ ム 〇 £* し c£ 3しr フ Fゆっ L、 

Super CD • R〇M2ソフト使用上の注意 
① p£エンジン、〇石•艮b%2なごハードのM髮Kび芳滏にiiしましては、各機器に付属の「取 

扱説明書」を必すこ熟読の上ご使用<だ2い。 
② fc_b —Romディスクには表こ裏があります。必すゲー厶タイトルが印刷いる面&上にして 

セツティンフレて < だaい。 
う シディ'" 〇ム□ム ふた £ v ™ ?-1- □ム□ム はんたい しんごラ！ あた 

③ ゲームプレイ中にCD • ROM2プレイヤーの蓋を開けたり、CD . ROIVT本体に振動を与えない 

で<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かあります。 

④ fc_D ■ ROfvTディスクは音楽用CDプレイヤーでは、使用しないでくだ2い。コンビユータ用デー 

夕か'オ_ディオ是器に悪影響を及ぼす場合があります。 

けんニラ かん い 

健康に関する注意 
通ん_ ■ Ji QC A つ/J じよろ产い しよラ 3 ff © bH 

本機を使用snる場合は、極力疲れた状態で使用するここは避け、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。HFJゲームを続ける場合は健康のため、1時間ここに1〇〜is分の休みを 

こってくださし、 
an つよ ひかり しけa om) てんめつ 5 15 い5Uて， aんにく いし2 そラし：? 

また、::< 稀(こ、強い光の刺激や、光の点滅を受けている時に、—時的に筋肉のI Vいれんや、意識の喪失 
_のし■貧かるとい3遄ガiSsれています，こdしたしをliした二とのあるAは、テレビゲー 

聚无 L1!■し 暴う芦ん レi#■ラし！£フ & 

ムをする前に必ず医師に相f炎し乙ください。また、テレビゲームをして:いて、このような症状か'起き?5場 

には、ゲー厶を止めS医師に相談してください。 

このCD • ROM2ディスクは、 SUPER 
し■•3 5い 

従来の「cD*Aom 
2 
StrfS 丁日 

ごラ3 

cD-nomJ j専用ソフトです 
6ゆろい 

〇 

m」では動作いたしまi tんのでこ注意< だ5しへ。 
ご5 e スーバ システム n K u J cC 5 

動作させるためには、「SUPER SYSTEM CARD」が必要です 〇 

※万一製品に当社の責任による不都合がありました場合、新しい製品とお取り替えいたします。 
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英雄王アイネアスの伝説 

いつせんねん むかし \ ' Jr 

*T^/Vo a y 

へいわ とつぜんわざわ おヒず 

f和なイシユタリアに突然の災いが谢拉た。 
—バ： :# 

じゃ*Hう > ：^ff 

邪通ダルダンテイス。〕 Jr 
むげん ま1]よく ひ いし^rたfさ 

無限の魔力を秘めたクレーネのfiを携え、 
おそ まもの おう あんこく せかい ひらい 

恐るべき魔物の卜:が、睹出の|叶界から飛来したのだ 

V’ 
じゃり¢5 ま て うつく だいち かい 、 ^ 

邪通の魔の和は美しv认地を破壊 
ひとびと に まを X 

人々はどうすることもできないまま、逃げ感った。’ 

すぺ もの ぜつぼう なか 

令てのVtが絶1Sにうちひしがれる中、 
せい つるぎ たずき ゆうしゃ あらわ 

兜なる剣を携えた弟片、アイネアスが現れた。 

’ ここのかかん およ なが たたか すえ 

アイネアスは九1J間に及ぶ長t、戦t iの未、 
みごとじゃり♦う みけん せい つるぎ つ た 

U#、邪®の)H間に襯なる剣豪突き立てた。 



れ力 
じや1?•う 

ひゃくねん れきし ほ おうちょう まくあ 

14灯年の歴史を誇るアステルH朝の筋開けである。 

■ ®のもたらしたクレーネのわは、K城のWみにそなえられ、 

イシュタリア令1:をあまねく照らした。 

* 
ふしぎ せかいU*う ひとびと 

すると、f思議なことに、W:界屮の人々が 
とくべつ t奉ぎょ今 まほ3 つか , 

特別な修fiもなしに、魔法が使えるようになった。 
のうぎ丄うけんせつこうつう ， まほうか 

_ .IS索、姐U通:ことが魔法化され、 

贈 
1 

S 

匿^^履 

t活は飛躍的に¢2か&ものとなった。 

編た。 

論職 

そして、 
ほみ お-パハ JJ 

にはいぐつもの卜:浼#»マては滅び、 
いSt% ■'でんせ儀なか._ mjHi 

はね 

mm mm 



とうじょうじんぶつ 

登場人物 

アリオス•アレクトル 
こえやまぐちかっぺい 

AREIOS - ALEKTOR 声:山口勝平 
でんせつ えいゆう まつえい 

伝説の英雄アイネアスの末裔。 
すじよう かく 

その素性を隠し、イシュタリア 
おうぐん にゅうたいひやっきちよう 

王軍に人隊、百騎長となる。 
いっぽんぎ せいぎかん つよ 

一本気で正義感が強ぐ〜 
なにごと まえむ 

何事にも刖向きi 
たいしよ 

対述する。 
争章#鴒禱 

アスの血を引ぐ 
けいしょう 



たす なか ま 

アリオスを助ける仲間たち 
i驗のりになるのが7Aの?たち0 

フイールドで、ボス戦闘で、一緒に戦ってくれる。 

フイールド 
ステイタスのATTを 

ONにしておくと、 
ちかよ てき かたづ 

近寄った敵を片付けてくれる 
さんしょう 

(—21ページ参照） 

\ 

サイドビュー 
すず と なかま とうじよう 

鈴を取ると、仲間が登場。 
アリオスの動きに合わせて、攻撃と 

おこな いってい1)よう 

ジャンプを行う。一定量の 
う たいじょう 

ダメージを受ける！:、退場することも 
じょうず' ゆうどう 

あるので、上手に誘導しよう。 



ダイモス 

声:江原正士 

むてきしようぐん 

無敵将軍とあだなされる、 
さいきょう きし 

イシュタリア最強の騎士。 
ちゅうせいちか たの 

アリオスに忠誠を書う、頼も 
ぶか あたまかた 

しい部下。やや頭が固い？ 
こうげき 

サイドビューでの攻撃 

けん はどう てきからだつ ぬ 

剣の波動が敵の体を突き抜けん 

しんゆうあくゆう 

ダイモスの親友（悪友？）。 
てんさいてき ず' のう も おう 

天才的な頭脳を持つ、王 
ぐん もと ぐんしどくぜつ たま 

軍の兀•軍師。毒舌が玉 

にキズ。 

NOYS 
こえしおざわかねと 

声:塩沢兼人 
::うげき 

サイドビューでの攻撃 

やくひんい な てき こおり 

薬品入りのフラスコを投げつけて、敵を氷づけ/ 



しんでん かれん 

パルティア神殿の可憐な 
せいじょ せかいじゅう 

聖女。世界中でただひと 
う まほう つか 

り、生まれつき魔法を使うこ 
声:佐久間レイ とができる。 

こうげき 

サイドビューでの攻撃 

せい ひか11} はつ かいふく 

聖なる光を発し、アリオスを回復させる。 
あ こうげき 

モンスターに当てれば、攻撃 0 

うつく しんかんき 

パルティアの美しき神官騎 
し まも やく すぐ 

士。ソフィアの守り役として、優 
げい 

れた武芸を#につけている。 

メディア 
MEDIA 
声:勝生真沙争 

こぅげ§ 

ちょうひきより や とお てき 

丧飛距離の矢で遠くの敵をヒット/ 



■Jュつス 
LYKOS 
こえ やおかずき 

声:矢尾一樹 

こうげ参 

サイドビューでの攻撃 

投げナイフ3連発/早い/ 

じしょうせいぎ おお 

n称*正義の大ドロボー、 
じしようせいきにまいめ 

自称•世紀の二枚目。 

フザケたヤツだが、 
たよ 

頼りになる？ 
へんそうとくぎ 

変装が特技。 

はんにんまえまほうつか 

半\前の魔法使L 
だいけんじゃ 

大賢者ェナスの 
しゅぎよう 

ギムノスで修行をつん/: 
かっぱつ 

活発で、とにかく 
げんき おんな こ 

元気な女の子。 

ピュラー 
PYRRA 
こえやまもとゆりこ 

声:山本百合子 

我.ゎぃてき 

炎の玉、発射/敵に当たると爆発する 

こうげき 

サイドビューでの攻撃 



アルゴス 
ARGOS 
こえやなだきよゆき 

声:梁田清之 

さんち す ぜんりょう 

ボラース山地に住む善良なモンズター。 
さ ちから 

気はやさしくて力持ち。 
ことば はな でき 

言葉を話すことは出来ないが、 
りかい 

理解することはできる。 

は力 

他にも 
たよ レ じ);う じん 

アリオスの旅は 
おお ひと ささ 

多ぐの人c支无6 nrwるんだ。 



はじ 

ゲームを始めるために 
このゲームは、スーパーシステムカードカ> 
デュオ デュオ アール あそ 

DUO、またはDUO-Rでのみ、遊ぶことがで 

きます。 

Ml— fcnqino 

CD-ROM SYSTEM 

mmいりt raw, 

FJrC F：ectrr-^,r：いパ SfH9l 

Kl【DSiJM 孓OH m* 

シ-ディ-ほんたい 

CDを本体にセット 

じC、RUNボタンを 

才Iすと起動します。 

めいしよう 

コントローラーの名称 

MCEC 

Iボタン 

ほうこう 

方向キー 

セ 

RUN • IIボタン 

SELECT 

き どう が めん 

起動画面 

US T 
C 

L和U 

&>m コ^D D_ ^ 

，ザ®溆魯 ほうこう じょうげ こうもくせんたく 

方向キーの上下で、項目を選択しましょう。 
まちが せんた ばあぃ きどう 

(間違えて選択してしまった場合は、IIボタンで起動 
がめんもど 

(画チに戻ります み 抑し. 

プロロークデモを見てからゲーム開始 
, み かいし 

はじめからデモを見ずにゲーム開始 
いぜん さいかい 

つつきから以前セーブしたところか!；再開 



口-ド•セ 
ほう ほう 

ブの方法 

メモリースフイア 
めがみ て うえ 

女神の手の上にある 
ないよラ 

スフイアの内容 
きど'?がめん えら ないよう 

起動画面で選んだ内容 

口ードの雜 
きどうがめん えら ぜんかい ば 

起動画面で、「つづきから」を選ぶと前回セーブした場 
しょ さいかい とき ほうこう 

所から再開することができます。この時に、方向キーの 
さゆう めがみ まえ かいてん 

左右で女神の前にあるメモリースフィアが回転し、すき 
丈ら と仁ゆう 

なセーブデータを選べます（ゲーム途中でもアイコンの 
口 ー ド せんたく 

LOADを選択すると、ロードできます）。 

セーブの方法 
がめん ひら いろ 

ステイタス画面を開き、どの色のメモリースフイアにセー 
、 せんたく さんしょう ご 

ブするかを選択（—26ぺージ参照）。その後、アイコンの 
セーブえら しょ 

SAVEを選んでください。セーブは3ケ所、トップビュー 
がめん 

画面ならどこでもセーブすることができます。 

はうこう さゆうせんたく 

方向キーの左右で選択 彎参 
I けってい 

Iボタンで決定 
IIボタンでキャンセル 

ちゅうい 
ザ^^^^ 
こ1+寄 

削除 
全体©初期化 

終了 

ひつよう 

必要なデータは 
て/ ，； ' 

天の声バンク（ノ 
バック了、ソプ\ べっぅ，） 

一_ * . ^ Vソンより別売）にね 
フムの空き¥ 
りょう た じょうたい 

が足りない状態て 
はじ 

ームを始めると、セーフすること力 

できません。あらかじめ不用のデー 
さくじょ かいし 

夕を削除ばから開始してくださl 



あそ かた 

び方 
がめん 

このゲームには、トップビュータイプのフイールド画面とサイド 
がめん 

ビュータイプのアクション画面があります。ここではフイールド 
そうさほ）ほう せつめい 

での操作方法を説明します。 

ほうこう 

方向キ 
てくてく 

レ 

4方向にプレイヤーが移 

します。 

r r , 

ない 

メッセージ内の「はし 
せんたく 

いいえ」の選択をします。 
けってい 

(決定はIボタン） 

セレ ク 

SELEC 
.ぺて:.〆 

Tボタン) 

がめん ひら 

ステイタス画面を開きます。 

ル J 

ri ^7 

ラ ン 

RUNボタン 

使用しません。 

SELECT}：同時に#す 

とリセットがかかります。 

r 
iiボタン 

押しながら移動すると、移 

動速度がUP。 

仲間がいるときは、みんな 

でダッシュn 

诱應なさらず 
飲みくたさli ハパ 

\ 

FU 

m I vmm 
»TW—.VMI BT* ■■' ■■»■■«■■»■ «U. —' T- •-•»».t* . r 

QliMS *64^ J BS 
pt—¥—^iMHaaB^MaHipaaaaaani^-^-:Biki_'i ■.一—^—iuu.3、》(•if、• • i - i —   -4，.b ； j, - ., —v>n | 

さぐ 
さぐ： 



ぞう さ ほう 

コン^ の埋作法 

はな ひとせゥしよく 、、な-'^产 じよう 

話したい人に接触してI メッセーシ内の「はいスイッチなど、フィールドh 
ぉ けってい せんたく しか さどう 

ボタンを押そう。 /いいえ」の決定。(選択の仕桂卜けを作動させる。 
ほうこう 

は方向キー） 

いえ なか ひとはな 

家の中の人と話すときは、 

扉の前でIボタンを押そう。 
「トントン☆こんにちは〜」 

たからばこ まえ お 

宝箱の前で押せば、アイ 
て はい 

テムなどが手に入ります。 
いち 
1—* 

お 

どあ たからばこ まえ 

度開けた宝箱の前で 
と もど 

押せば、取ったものをMし 
ます。 

じょラ 

フイールド上のイベントア 

イテムを取る。 

15 



アリオス 

■iiiWK.j in'iiii iMffiTy! 

0 
m 

SQQ 
mm HWWnBEJpnnBWUssU J _— _: ' , ノ . ^ 

^mS ^ ^ ’ 

里 ■基.1_■ ■■■■^■匯 

ggj,-, .0,, - .^lAH^ftHiWii# 

■…. 

也G四名Q@ 

r, 

ytb 

ステイタスウインドウ 

じょうこくいっこくへんか 

フイールド上は刻一^刻と変化する。 
Uかん お 

時間によって起こるイベントもあるよ 〇 

が めん 

フィールド画面 は二こて'盖豁する。 

16 



たいりょく のこ すく 

アリオスの体力。残り少なくなる 
きいろ ひようじ 

と黄色で表示されま1; 
たんい いじょう 

単位はジェム。999999以上になると、 
きいろ ひようじ なお 

黄色の表示で000001からカウントし直し 
じっさい きんがく るいせき 

ます。実際の金額は累積されます。 

r 
一 

じゅくれんど 

練虔 ノ 
がめん 

ぶき ぼうぐ じゅく 

武器•防具の熟 
れんど あらわ 

練度を表しまt; 
さんしょう 

ステイタス画面（29ページ参照）の 
グラフ オフ げんざいつよ 

GRPをOFFにすると現在の強さが 
すうじ ひょうじ 

数字で表示されますD 

__ ない じかん あらわ 

uかん乃ゲーム内の時間を表します。ア 
時間 そうび じかん 

ヮーグラスを装備すると、時間の 
すす おそ 

進みが遅くなります。 

てき つよ ヒットポイント 

敵の強さ（HP2 
モンスターがli近すると表示さ 
れます。 

てき つよ 

これが、敵の強さだ/- 

17 



かい もの 

買物のしかた 
武具とアイテムを売っている 

どうぐや かいと せんもん 

道具屋と、買取り専門の 
かいと や 

買取り屋があります。 

店のカウンター 
ホえ 

の前でIボタン。 

「はL、、いらっしゃ 

いませ〜I 

じゅんびちゅう 

「準備中」 
みせ ひと ね 

店の人が寝てい 

ると、出てこない。 

トホホ… 

ぶぐ 

武具とアイテム 

を冗ってい^)〇 

しょうひんめい しょじきん 

商品名 所持金 

しようひん 

商品リスト 

しょうひん か ほうこう 

1.商品リストから、買いたいものを方向 
文ら 

めい かかく ひょうじ 

2, アイテム名と価格が表示されるので、 
けってい ^ 

決:定ならIポ'タン、キャンセルならII 
ボ' タン。 

しょじきん た かかく あか 

⑧所持金が足りないと、価格が赤で 
ひょうじ 

表示されます。 
みせ で 

3. IIボタンで店から出ます。 



的〇 <5EH 

ぶき はうぐめい 

武器•防具名/ 
か かかく 

買ったとぎの価格 3SO OF 

BaCSOOO GEM 

ほうこう う ぶき ぼうぐ えら けって！； 

1.方向キーで売りたい武器•防具を選ぶ。Iボタンで決定 
まわ fJ てきとう ^ 

2ノレーレットが冋り出したら適当なところでIボタンを押そ 
きもじ で さいたかね 

う。黄文字が出たら最高値だ。 
きんがくオーケー いちど き い 

3. 金額が0Kなら、もう一度Iボタン。気に入らな 
なんど 

かったら、IIボタンでキャンセル。何度でもやり 
なお 

直せるよ。 
みせ で 

4. IIボタンで店から出る。 

かいと や 

買命り6 

ぶきぼうぐ 

武器•防具を 
かいと 

買敢る。 

(_もものそうびひんのぞ 

アリオスの持ち物（装備品は除く) 

※装備している武器. 
ぼうぐう 

防具は売れません。 

かいとかかく 

買取り価格 

しよじきん 

所持金 



Iぬ 

きようかレ みかた 

シスターはアリオスの味方。 
かいふく ふっかつ きようかい 

回復や復活は教会で。 

tヴトボイント 

HPが0になると、 
すがた 

ごらんのような姿に 

ヒットボイント すく 

HPが少なくなっ 
きょうかい 

たら、教会のべッ 
かいふく 

ドで回復。 

無料なので、ガン 

ガン利用しよう。 

_が0になつてしまつた…/ 

なに 

このままでは、何もできないぞV 
きょうかい もど ふつかつ しゆ 

教会に戻って、シスターに復活の呪 

笑を51えてもらぉぅ。復活直 
ご ヒ蚪1ィ>卜 '^ 

後はHPが1しかないから、す 

ぐにベッドで寝ようね。 

おくふか 

ダンジョンの典深 <7 
t ” Mイント 

HPがつ疰たら… 

シスターは眠らな 

い。24時間、アリオス 

を見守ってくれる 

んだ。 

はな 

シスターに話しか 
ふっかつ 

けると復活だ。 

き とお みち 

来た通りの道をたど 
かえ みち 

れば帰れます。道を 
おぼ 

覚えておこうね。 
EOP 

べんり 

これは便利だ/ 

ウイングを装備し 
ヒットポイント 

ていれば、HPが0 
litん如Kt 

になった瞵間に 
きようかい もど 

教会に戻るぞ。 



フイ 
せん とう 

ルド戦闘 
3 

1： 

I 

せんとう 

載靥は 
たいあた 

体当or 
鐵■ 

ほうこう いどう てき 

方向キーで移動しながら敵にぶつかれ/ 
お はし 

IIボタンを押しながら走れば、スピードアップ。 

ジェムとノ卜 
あつ 

を集めよラ 

ステイタスの 
アタックオン 

ATTをONに 
すると 

> 1 

#1 

てきたお かね かいふく 

敵を倒すと、ジェム（ぉ金)やハート（回復) 

に憂ゎる。 
ひっさつ 

必殺/ 

_キャラ 

? V Rr 

.パ 
..奶 

|5:卜 

なかま てき たお 

仲間が敵を倒し 
い かね 

に行くよ。お金も 
あつ 

集めてくれる。 

J 

すらし 

囀ウい 

/X#BK 

からだ はんぶん あ 

体を半分ずらしてモンスターに当たると、ダメ 
> 

ジを受けにくいぞ。 

ラ な力I 奎 一-^ 

アリ.オスが動かないでいると仲間たちが行 
動します。これをうまく利用すれば、強い敵 
でもダメージを受けないんだ/ 



サイドビユ 
たたか 

ステージボスとの戦いは、 
がめん おこな 

サイドビュー画面で行われます〇 

ヒットポイント 

HP 
たいりょく 

アリオスの体力 
あらわ の 

を表します。残り 
すく あか 

少な〈なると、赤 

文字で表示さ 

れます。 
y 

セレ クト 

SELECT 
ステイタス 
がめん ひら ラ ン 

画面を開く RUN 
ほ5こラ ^ ^ 
方向キー ないしよ_ 
うえぼうぎょした 

上•防御、下•しゃがむ 
さゆう いどう 

左右•アリオスの移動 

モンスターを 

鐘すと 
ノ\—卜が出る。 

Iボタン 
ジャンプだい 

IIボタン 大ハ-卜で 
こうげき 
攻撃 

たいりようかいふく 

大屋回復だ0 

22 



わざ だ かた 

技の出し方 

Iボタンを押すとジャ 

斬る 
IIボタンを押すと波動 

が虫る。 

ぼうぎょ 

防御 
ほうこう うえふせ 

方山Iキーの上。防げ 
二ぅげき 

ない攻撃もある。 

スライディング 
すす ほラこう なな 

進みたい方向の斜め 
した お 

下を押しながらIIボタン。 

しゃがむ 
ほうこう した お 

方向キーの下を押す。 

ためIfy 
いっていじかん 

IIボタンを一定時間 
お つづ はな つよ 

押し続け、放す。強い 
はどラ 

うえぎ 

上斬り） 
ほうこう うえ お 

ガ向キーの上を押し 

ながらILボタン。 

Tm^ 
ジャンプ中、下を押し 

ながらIIボタン。 
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p 3 fl *1 

たお 

ります。 
たす なかま 

アリオスを援護/ 

モンスターを倒す 
すず で 

と、鈴が出ることがあ 

それを取ると… 仲間が助けに来てく 

れるガ 

個性的な攻撃で、 
えんご 

サイドビューで 
いっしょ たたか 

一緒に戦うぞ/ 

なか ま 

仲間 



なかま うご 

仲間の動き 

呼び出せるのは、 
ひとり 

一人。 

アリオスについて 

くる。 

ジャンプすれば 
いっしよ 

一緒にジャンプ。 

こうげき 

济撃；tt1ば、 
緒に攻撃。 

いつ 

ちょっとかわいそう 

だけど、代わりに 

攻撃を受けてもら 

おう0 

いってい 

一定のダメージを 
う たいじょう 

受けると退場する。 

たたか 

ボスとの戦いのと 
たいじょう 

きは退場しない。 



が めん 

ステイタス画面 
フィールド、サイドビューともに 
セレクト お ひら ほう 

SELECTボタンを押すと開きます。方 
こう て かたち うご 

向キーで、手の形をしたカーソルを動 
じょうげ 

かすと、上下にスクロールします0 

メモリースフィア 

* 
MEMORY 

序®讲-亡-さいは皂 

点灯しているスフィアの 

フアイルをセーブ/口'一 

ドできます。変更したい 

場合はカーソルをもつ 

てきてIボタン。 

f “**^|^^^|^.*^***4#**^本^!^^マ*^.，“ 1 

1 
-:1 ^ r 1:-J.i?LIrj. * _ __j iri"tL. I 

げんざい つよ マックス 

現在の強さ/MAX 
そうび ぶぐ げんざいつよ さいだいち 

装備している武具の現在の強さとその最大値。 

ARMS.剣 SHIELD•……盾 
アーマ ー 

ARMOR………ヨロイ 

げんざい そうびひん 

現在の装備品 
けん たて したすうじ じ申くれん 

剣/ョロイ/盾/アイテム下の数字は熟練 
ど こすう らん 

度（アイテムは個数）。この欄にあるものだけ 
ズ、ず芦' 

を装備しているとみなします。 

26 



/in* 

B19 

LO D 

じ くわ せつめい 

アイコン 次ページで詳しく説明します。 

げんぎいじこく なぃじこく 

現在時刻ゲ—ム内の時刻です。 

ヒットポイント マツクス げんざいたいりょくあらわ 

HP/MAX現在の体力を表します。 I 11 / IVI^A/v マックス さいだいち 

MAXは、その最大値です。 

めいしょう 

アイテムの名称 
て かたち さ な 

手の形の力ーソルが指しているものの名 
± X ^•古今 

前。アイコンボタンを押す前に、カーソル 
しょじ' ひん 

所持品 
アイテムは使用 

できます。 

犬ら え 

でアイテムを選び、カーソルの絵がアイ 
え か ばあい 

テムの絵に代わっている場合は、そのア 
なまえ ひようじ 

イテムの名前を表示します。 

イベントアイテム 
使用できませ/1。 

ち中ラい 

注意: サイドビューではセーブできません 



アイコン 
このアイコンで、システムを変 

更できます0 

方向キーで選び、Iボタンを 
お けってい 

押して決定してください。 
ューズエクイップドロップ 

USE、EQP、DROPの3つは、アイテムを 
えら ばしょ 

まず選んでから、このアイコンの場所に 
お じっこう 

もってきてIボタンを押しても実行できます) 

いどうち!>5しょうがいふ’つ じどうてき 

移動中、障害物を自動的によ 

けます。 

(フイ ーノレドのみ) 

ス卜* 
プレイヤ—の移動速度が2倍 

になります。（フ^ールドのみ） 

もじ いっき ひょうじ 

メッセージ文字を一気に表示 す"^ 4 ^ 

します。OFFのときは、1文字ず 
こうかおん ひょうじ 

つ効果音つきで表示します。 

28 

じょうたい オン 

◄この状態がONです〇 
オン ばあい 

ここでは、ONの場合を 
ぜんてい せつめい 

前提として説明します。 

才 7 

◄OFF 

アタック 
仲間が戦います。 

(フイールドのみ) 

^—ジーエム| 

mm 
L i I* ' K 

ピ_ジ-ェム えんそう 

BGMを演奏します。 

フTtント 
メッセージ文_を太字で表示 

します。読みにくい場合はOFFに 

してください。 



jSSfiffi jWMftJate wtiwdgfia 

ク，フ _ 

RRR1V 

inn|M$9Ag& joA^J^ArA j>x 

グフ_£^ 

がめん ぶき ぼう 

フィールド画面での武器•防 
ぐ じゆ（れんどひようじ ぼう 

具の熟練度表示が棒グラフに 
オフ げんざい 

なります。OFFのときは現在の 
つよ すうじ ひようじ 

強さが数字で表示されます。 

1時間ごとに、休憩を促すメッ 

セージを表示します。 

(フイールドのみ） 

；ffg**TTW M&9KSV 

「’_•.■■、 オ、 朴/ ハく 

ONにしてアイテムを選択する 

と、そのアイテムを使用します。ア 

イテムを選択してからこのボタ 
えら つか tブトボイン!' 

ンを選/uでも、そのアイテムを使います。HPが0のとき 

は使用できません。 

エクず，プ 
ONにして、装(蒲していないアイ 

せt / そ'^び 

テムを選択すると、装備ふます。 

^ .装備しているアイテムを選ぶと、 

装備を外します。アイテムを選択してからこのボタンを 
尹ら そうび tブトボイント し 

灣ぶと、そのアイテムを装備します。HPが0のときは使 

用できません。 

プ オン えら 

ONにしてアイテムを選ぶと、そ 

のアイテムを捨てます。アイテム 

を選択してからこのボタンを押 

す ばあい かくにん 

しても、そのアイテムを捨てます。どちらの場合も、確認 
て* tyトボイント 

の「はい/いいえ」のコマンドが出ます。HPが0のとき 
し上ラ 

は使用できません。 

4^b 

げんざい じょうたい てんとう 

現在の状態を点灯しているメ 

モリースフィアにセーブします。 

サイドビューでは、この傅置に 

QUITボタンが入ります。HPが0のときには使用でき 

ません。 

クず—卜 がめん はい ら1< せん 

サイドビュー闽面に入る直前 
ばしょ もど 

の場所に戻ります。 

さいご じょうたい もど 

最後にセーブした状態に戻り 
へんこう 

ます。メモリースフィアを変更す 
べつ 

れば、別のデータを口 ードする 

ことができます。 

かしょ へんこう 

セーブ箇所を変更することができます。 
へんこう いろ いち 

変更したい色の位置にカーソルをもって 
も* た产 

きてIボタンを押してください。但し、バック 
あ ようりょう ふそく ば 

アップラムの空き容量が不足している場 
あい へんこう さんLiう 

合は変更できません。（13ページ参照） 
29 



じゆう つか ぜんぷ 

アリオスが,由に使いこなせるアイテムは全部で8つ 

いずれも、売ることは出来ません。 

じかん そうさ アワーヴラス 

吞闔を操作』loiiEM 
『 回復薬』 

ゲーム内の時間をfl法!に変えられる。 
/ 

めん 

ステイタス画面のUSE：ボタン_甲!-:て_ / 

アワーグラスを選ぶか、アワーグ多をヽ 

フ!、、つかんで& sfiボタンを裔すと 

とわーツ 

そうび 

装備 
いトホ■イント 

HP*?0{: 

なったP‘ 
てん じどう 

点で、._力 
てきしょうひ 

的に消費、 

その4で 
かいふく WMOト マツタス 

冋復する。プロテアは、HPがMAXになるために 
ひつようかず じどうてき しよう 

必要な数だけ自動的に使用されます。 

やられた 

黎01秒で 
動回復 

そうび そろそろ 
寝る時間 

我かのォ 

フイールドで 
じかん すす 

の時間の進 
おそ 

みが遅くなる。 
じようほうしゅうしゅうじ 

情報収集時 
そうび ひとびと お じかん 

は、ぜひ装備しよう。人々が起きている時間 
なが 

が長くなるよ。 

» 



そうび ばあい しよう ばあい こうか ちが 

装備した場合と使用した場合では、効果が違います。 
そうび へ 

装備するだけなら、減りま せん 

きょうかい もど 

『HPを 
>増やす/』 

一度に一つだけ( 
よ'5じ'ん 

用心のためにプロ 

テアか、ウイングか、 
こうげきいっぺんとう 

それとも攻撃一辺倒i 
パワーリングか。 

ウイング 
1 DODGEM 

使っておトク、 

装備しておトク 

のワープアイ 

テムだ。 丨 

HPの最大値パ 

を上げる不思\ 

議なキノコ。 マッシュルーム 

500000GEM 

さいだ1いち 

p 

教会 
て■すわ。 
アリオス 
.さh 

そうび 

装備 
かいふくやく 

回復薬が 

ないときに 

は嘯し 
ザj■今，4 し&ー フ0 

ヒットポイント しゅんかん きようかい 

HPが0になった瞬間に教会へ戻るぞ。しかも消 

費しないから、とってもおトク☆ 

そうび じしん 

装備アクションに自信 
ひと きよう力1い 

のない人は、教会のべッ 

ドで寝る前に、装備して 
ヒットポイントさいだいち 

おこう。HPの最大値が 
つうじょう よけい あ 

通常より余計に上がる 

んだ。 
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ぶ き ぼぅ ぐ 

武器•防具づ\°ワーアップアイテム 
けん たてそうぴ じゅくれんど 

アリオスは剣とヨロイと盾を装備できる。3つの熟練度を 
マツクス あ たたか ゆうり 

MAXまで上げれば、戦いが有利になるぞ。それぞれに 
。 .よつ たたか かた おう 

ハワーアッフ用のアイテムもあるから、戦い方に応じて 
つか わ 

使い分けよう 

けん 

〇 

こうげき たび じゅ< れんど 

攻撃する度に熟練度が 
あ こうげきりょく おお 

上がり、攻撃力が大きくな 
いちげき たお 

使った場合と装備した場合では効果が違う。装備するだけなら 
へ いちど こうげきりよ（じゅうし ぼうぎょ 

減らないけど、一度にひとつだけなんだ。攻撃力重視か、防御に 
てつ ほか そうび さくせん しだい 

徹するか。他のアイテムも装備したいし…作戦はキミ次第だ。 

レツト % 
T| 

る。一撃で倒せるようになっ 
てき あいて 

た敵なら相手にしても、もう 
じゅくれんど あ 

熟練度は上がらない。 

たて 

こうげき う じゅ（れんど あ 

攻撃を受けると熟練度が丄 
ぼうぎょ1)ょ < おお 

がり、防御力が大きくなる。ア 
ぼうぎょりょ < てき こうげき 

リオスの防御力が敵の攻撃 
りょくうわまわ う 

力を上回るとダメージを受け 
じ净くれんど あ 

ず:熟練度も上がらな〈なる。 

32 

パワーアップアイテムの 
しよう 

使用 
たい 

どのアイテムも、対 
おう ぶぐ じゅくれん 

応する武具の熟練 
ど もり卜あ 

度を5 %上げる。 
マックス 

MAXになっている 
つか 

ときには使えないよ。 

パフーアップアイテムの 

mm 

たいおう ぶぐ 

対応する武具の 
こつか つわ 

効果をさらに上 
の マックス ぶ 

乗せ。MAXの武 
s パ-セント 

器なら100 %プラ 
アルファ こうか 

スaの効果がある。 

これはスゴイぞ// 



啦.:ペ 

タカー 

たんけん 

短剣。 
あいて じが)ぶん 

スライム相手なら、これで充分。 

W' 

|3ン#ソ_ド 
たむ てきだいじょうぶ 

シヨードノードで倒せない-も大丈夫。 
はや そうび 

早めに装備しておこう。 

.魏瘦 

ピュアブレード 
つよ さ 

強さはまずまず。斬ってよし突いてよしの 
ま す けん 

真っ直ぐな剣。 
Whmi 

mm 

• | 

一.： 

スタテツドアーマー1 
さんぞぐせい 

金属製。 
じ^れんど ひく 

でも熟練度が低いと、 

MAXのレザーアーマーより 

防御力が小さいのだ。 

シヨ_トソード 

/、フツVユ 

ちょっと変わったところで売っています。 

どこかな？ 

皮のヨロイ。車iいけ 
どこあまり強くない。 

小さな金失の輪を組み 

合わせて作ったヨロ 

イ。動きやすい。 



スケイルアーマー 
ばい 

リングメイルの2倍 
ちか つよ はや 

近い強さ。早めに 

買おう。 

バンデッドアーマー 
ハンパなモンスターの 
牙なら、文字通り歯が 

立たない。 

リストガーダー ， て 

いわゆるづ、幸と 
刪て 

いうヤツ。左手 
じゆう つか 

を自由に使える。 

盾というより手袋つ 
かん 

て感じかな。スライム 
あいて し、うぶん 

相手なら充分だけど。 

ミドルシー7レド 
じようはんしん らく 

上半身だけなら、楽にか 
おお きょうど 

ばえる大きさ。強度は、ま 

ずまず。 

一 

ていど 

る程度 〇 まだまだたぐさんあSぞガ 



* たす 

どうしてもわからないヒトのためのお助けコーナーです。 
たちいりきんし 

クロートさんは、これより立入縈止☆ 
みぎふくろ ぷぶん き ひら 

右の袋になっている部分をハサミで切って開いてね。 
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はやと 

早解きが得意六 

こま ひと 

困っている人がし、たら 
たす 

助けてあげたい。 

ひレ た卜 

人から頼られること 
おお 

が多い。 

つうしんぼ 

通信簿に 

「落ち着きがなし 

と書かれたことがある 

たにん 

他人のハナシを聞 
せいかく 

かない性格六 

方向オンチだ。 

じよしょう じかんいじょう 

序章で3時間以上 

詰まっている 〇 



ァ-ルビーy-じゅくれんど なみ 

☆RPG熟練度ヌース並 
ぐん 

イシュタリア1の軍師ヌースにもひけを 

とらないあなた。 

この先のページはとばしましよう 

ときどき 

☆時々ボケるか？リユコス•タイプ 
_ . — 

完璧なようで、どこか抜けてるあなた 

苦しくなったら、この先のページを 

巍ましょう。 

しよしんしゃ 

☆がんばれ、初心者アリオス// 
4c ^ よ 

だまってこの先のページを読みなさ1^ 
わる い 

悪いことは言わないから。 

が:ンし.こリ! 

I. 



「あらあら、大丈夫です 

か？qのゲームでは、ま 

ず教会に# くことぎ基本 

ですべッドでれば 
t4t:n卜ぜんかいふく tパポイント 

HP全回鏡、HPが0に 
わた“ 

なってしまったときは、年ムた 
ふ1?かつ じ中 

ちシスター* 活の呪 

文をP昌えてさしあげます」 

「ありがとう、シスター。でも、 

これからどこへ行けばいいんですか？」 

「イクティア島の地図をぉ見せし 
き なんじ 

ますわ。どうぞぉ気をつけて。汝 
し中くふく 

に祝福のあらんことを」 

イクティア平原 

じょしょう ■ 3 t5 きぞく べつそう い わす 

序章•イクティァ島貴族の別荘に行くのを忘れずに 



〇 「1 の洞窟を探したけど、ルフイさんの髪飾り 

が見っからなぃ…」 

「も、申し訳ございませんツ/ 
じつ てちが もう 

実はですね、こちらの手違いと申 
します力，、な/ut串します*、0 

ご曹兑巧1いたしますので、別荘ま 
でお戻りを」 

「髪飾りの件が済んだら、 

どうすればいいのかな?」 

「おいらがピンチなんだ/ 

ポルダ村まで急いで 

来てくれよ/」 

「ニコラをI力けたら、 

どうすればいいのかな？」 

「シドとマットが、北の洞窟へ行 

つたよ。きっと、おいらのカタキをと 

ってくれるんだ。面白いことになり 

そうだぞぉ」 



エ 

「あ〜ら、騎士さま、いいお知らせ 

がありますわよ。早く港のアタシ 

の卜ころへおいて’なさいましな」 

ャュ― どうくつ こわ さかだる み 

「洞窟で壊された酒樽を見つけたけど、 

これからどうしよう」 

キ- で 

07 
「モンスターが出てきた/ 

でも、どうすればいいんだろう？」 

A7 「村の人達には、おれが知らせ 

ますよ。アリオスさんは、別荘へ 

行ってくだ'さい」 

きぞくむすこ たす どうくつおく 

「貴族の息子たちを助けた。でも、洞窟の奥には、 
みようとびら すす 

妙な扉があって進めない」 

A8 
とびら あ かた 

「その扉の開け方について、うち 

のオヤジカ、ら話力?あるそうです。 
むら いえ き 

ポルダ村のトマの家まで来てく 

ださし 
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1章*クロロス/ 

ドクサ自治区 
はいきよ むら 

廃墟のクロ ロス村S 
きょうかい 

も教会があるよ。 

|Q 「村長の家て待っているのに、 
ヴォルフが朵ない」 

「悪りイ、悪りィ。ちょいと用事が 
ながび まるいちにち 

長引いちまってね。丸一日待_ 
かならもど 

ててくれりや、必ず戻るぜ」 



たま ゆうどう あ 

「弾をうまぐ誘導して、スイッチに当 
とろめい はし で 

てるのさ。透明な橋が出てくるぜ」 

だろラ」 

Q10 
「躺窟の中で、弾を出す球体を兑っ 

さ赛 _ 
けた。先にスイッチ* 

あるけど、どうやつ 

たら:i這めるん 

み たす 

「ダイモスを見つけた/どうやったら、助けられる？」 

「そうい|ときこそ、おれさまの出番 

よ。伝ってあげるから、ドクサま 

で迎えに来てよね」 

キ なかま たす 

Q12 「リュコスを仲間にした。ダイモスを助けるには、どうすれ 

ばいい？」 

エー さが 

A1^「まずは、クロロスのシスタ—黑顏 
すのさ。シスターってエのI教会 

にいるもんでしよ？クロ ロス村のブ 

ッ壊れた教会へ行ってみようぜ」 



キ 

(f|.13 

とびらひら 

最後の扉が開かない/」 

エ 

A.13 

「ごらんください、隠し 

通路です/この通路p 
與に並んでいるスイッチを押せば、扉は 
開きます。その先は、ボス戦闘ですぞガ」 

ねくなら 

マクリア 

imi 

ラパンの宿場 

2章•マクリァ城 
ちょっかつち 

直爆害±4 
ちゅうおうおうだん 

中央を横断する 
がゎ 

ノレ—トル川0こ才I 

がクセモノ 

尸，' 4lj 

■Mwyy^ ulT<T 

し.？i 

グリコス 

八 

k A. ■ i 

へ4分 

i r> 



キュー 

Q14 

A14 
じよう い しようぐん 

「マクリア城へ行って、ゼナ将軍 
めんかい 

に面会してくだ〜、 
われわれ 

我々にとって、兵ゼmり人れるこ 
せんけつ 

とが先決です」 

たいほう むら と 

「クリフの大砲でサンジュ村まで飛ばされてしまつ 
ねか 

た。ダイモスたちとも別れ 
わか 

顔し、どf う/」 

\1ド「人夫頭ギイの隣で工事を見 

等ってぃる歡に謹をAぃてみ 
たらいかがでしようか？ I 

016 
「ゼナ将軍から、アルコン王が病気だと聞かされた 
あと い づ 

後、行き詰まってしまった」 

エ 

A16 
いちど はなし き 

「もう一度、みんなの話を聞いて 

みようぜ。グリコス港なんか、行 
わす 

き忘れているんじやないの？」 

「ルートル川岸で工事が始まったのに、いつまでたっ 

JL〇て^がかからなぃ」 



よわ いちげき 

A17 Hきすぎるのではありま^^?1て 
4倒せる敵をいくらやっつけても、熟練度は上力: 

たて 

りません。ヨロイや盾も、モンスターからダメ 
う じゅ < れんど あ 

ジを受けてこそ、熟練度が上がるのです」 

Q17 厂 
けん 1>くれんど あ 

剣の熟練度が上がらない」 

<^19「釀の奥深〈でHPが〇になってしまった…」 

Q18 「サイドビ ュ 
なかま 

で、仲間が出てこなし 

なか たお すず 

-A.18 
「モンスターの中には、倒せば鈴を出すヤツ 

すずで き と 

がいるのよ。鈴が出たら、消えないうちに取って 

ね。あたし、アリオスのためなら、すぐ行くから/」 

ぜんごさゆう じゆうい き じょうげ 

「前後左右は自由に行き来できますが、上下 
かいい こんなん げんそくてき 

の階に行くのはなかなか困難です。原則的(二、 
とお かいだん い 

通ったことのある階段、または行ったことのある 
かい かいだん とお tツトポイント 
階へとつながる階段なら、通ることができます。どうしてもHPがつきてしま 

そうび すす 

いそうなときには、あらかじめウィングを装備しておくことをお勧めしますぞ」 
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：ワンiイントアドバイス| 

罾 

I 

1 

靥 

しんてん 0 

★ストーリ_が進展しない…J 
ひと かいわ じゆう ■ 

このゲームでは人との会話が重5 
よう いちどはなし ひと なんかい■ 

要だ。一度話をした人でも、何间_ 
はな かいけつ ■ 

も話しかけてみよう。きっと解決の■ 
いとぐち み かくしようまち| 

糸「]が見つ力 >るはず。各章の町_ 
むらいっけんや ひと ばしよ菌 

や村、一軒家など、人がいる場所■ 
わす m 

は忘れないようにね。 _ 
m 

□ uょうずつかかた _ 

£ ★ IIボタンの上手な使い方 ； 
；IIボタンを押しながら移®力する言 

■と、高速で移動できるけどIIボタ： 
11」 【j 

■ンを押しっぱなしでじっとしている® 

!と仲間が高速で敵を倒してくれる_ 
ヒットポイント 

匯んだ。これでアリオスのHPが 
f]]すく あんしん 

I少ないときも安心だ/ 

D 
I 

1 こうか 0 

；★プロテアの効果 ； 
Iプロテアを装備しておくと、最大■ 
|ヒプトポイント い，き しょうひ 麗 

I hpになるまで一気にm费する。屢 
■マ/クスヒットポイント あ 1 

I MAX HPがかなりhがってくるまでb 
n おな こぅか 1 

|は、エリクサーと同じ効果があるってこi 

Iとなんだ0貴重なエリクサーはM後2 
せん卜う 尸いじ _ 

;のボス戦闘まで大事にとっておこうね。: 



[■i fpんしjう しゆう^ * 

CD-ROMディスク♦保管上の注意 n COMPACT 

§® 
上 

Q p 汚さないで! 

0』 

し4二I ^>A めん はんた‘ 

•1,:号読み取0面(レーベル面の反対 

側の光った面）を汚さないよラに注意し 

rください。汚れた場合は、やわらかい 
せW 

布で、中心部から外周部に^]かって放射 

状に軽く保きとってください， '〇 

とき 

汚れた時は、やわらかい 
ぬの 

\布でふいてね！ 

よわ 

キズには弱いんだ！ 
シーfイー P JU 

〇 

■ CD-ROMディスクにキズをつけな 

いようにしてください。ケースからの出 

し入れの際は、こすりキズをつけないよ 

う、特に注意してください。 

た 

やさしく、出し入れ! 

文+を書か 
ないでね！ 

e> 

❿レーベル面に、鉛筆やボールペンなど 

で文字を書いたa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 

恐れがあひま瓦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 

あな 

孔を大咅くしないで! 

ださい 〇 グ 

たいせ' 

いつまでも大切にね! 
おんど しつど 1.1 

温度、湿度にも注意して! 

Z 
2 

Z 
_ 

_ 

■プレイ法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 〇 

0 

※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。 
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