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はじめに 

大学2年生になって一人暮らしを始めた主人公 

は、大学の友人たちやガールフレンドと漫然と日 

を送っていた。そんなとき、主人公の叔母から、 

高校3年生になって受験を控えた娘•運の家庭教 

師を引き受けてくれないかとの電話がある。遥と 

主人公は幼なじみでよく一緒に遊んだ仲。家庭教 

師など経験のない主人公だったが、ちようどいい 

バイトと考えて引き受けることにする。 

何気ないきっかけで始めた家庭教師。しかしそ 

れが主人公の生活を大きく変えたのだった… 
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操作方法 

方向キー 
上下•左右でカー 
ソルを選択したい 

L2ポタン 
押し続けると、選択 
肢まで音声•テキス 

卜をスキップします。 

〇ポタン 
選択したい項 
目•会話を決 
定します。 

ONY 

一!^ 
PlayStation 

セレクトポタン 
ステ—タス表示•会 

話ウィンドウを押し 
ている間消します。 

□ボタン 
プレイヤーと 
教え子のパラ 
メータを表示 

します。 

キャンセルポタ 

ン。会話中に押 
すと音声をスキ 
ップします。 

糸Llfl L2, Rl,R2,スタートボタン，セレクトボタンを同 
時に押すと1」セツトとなり、スタート画面に戻ります。 
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ゲームの流れ 

大学2年の4月から1月までの間に、家庭教師の女の子を 

事志望の大学に入れるのがこのゲームの目的です。教え子 
はゲーム序盤はいとこの運だけですが、ゲームの進行にした 
がって、ほかに最大で5人の女の子が登場します。先生と 
え子という関係とはいえ、年齢は2つしか違いません。彼女 

たちが主人公に恋愛感情を抱くことも当然ありえます。 
彼女たちのあなたへの感情、そして大学の合否によって、 

エンディングが異なつてきます。 
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運との出会い 
4月プロ □ グ 

1週闞の予定決定 
スケジユIUング 

予定消化 

大学受験 



キャラクター紹介 

主人公とはいとこ同士。母親 
の勧めで主人公に家庭教師を頼 
むことになった:。 

2人は小さいころ一緒に遊ん 
だ仲だが、主人公が引っ越した 
ために会うのは久しぶり。彼氏 
のいない運は遊び相手としてひ 
そかに期待しているらしい。 

■■■■■■■■•■■■■■.■琴■甲 ■■■甲■■■■■■■暑•■■謬■颥嚶 鎌 

5月29日生まれ（双子座） 
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身長159cm 
■罾■■■■K4I■瀾■■!■««»« I _ ■琴.，biV9 V«S-PVIV«-fl 

B85/W58/H85 

： a. 
'趣味：音楽鑑賞（ポップス） 

|部活：水泳部 

志望校：私AA文系 
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ほだか はるか 

穂高運 
(CV :藤野かほる） 



I. 

适とは同じ局校で親友同士。 
勉強‘運動•ルックスと非の打 
ち所がなく、しかち資産家のひ 
とり娘だが、ひと知れず悩みを 
抱し〉てし)るようだ。母親を早く 
になくしており、父は若い後妻 
と再婚している。弁護士志望で 

法学部を目指している。 

12月15日生まれ（射手座) 

身長"! 62cm 
T _ _ Rl • • ■ _ ■ A « A ■ » A fl 士 ■漏H ■■暑•脣•暑■囑 》 甲甲，_ 琴- 

巳80/W59/H82 

血液型：A巳 

趣味：カラオケ 

部活：陸上部 

志望校：国立文系 

ち ば 

千葉ちひろ 
(CV :吉田古奈美) 



背が低く童顔のため、中学生 
に間違えられることもしばしば。 
本人は結構気にしている。おば 
あちやんっ子であるせいか、万 
事におっとりしていて、周りの 
女子高生とは話が合わない。コ 
ンビニでバイトしており、マン 
ガとインスタント食品が大好き。 

8月7日生まれ（獅子座) 

身長I D2cm 

B86/W58/H84 

血液型：〇 

趣味：読書 

部活：茶道部 
志望校：理系 

にしむb な な こ 

西村菜々子 
(CV :草地章江) 



父親は経営難にあえぐ合気道 
道場の師範。何でも頭ごなしに 
決め付ける父には反感を持って 
おり、それで習い始めたのがボ 
クシング。男勝りな性格のため、 
ちゃらちゃらした女子高生や優 
柔不断な男は嫌い。スカートは中 
学の制服以外はいたことがない。 

8月25日生まれ（乙女座） 

身長I 67cm 
«|.»囑6-4*鑷 謬脣謬1■甲■甲 

B82/W58/H83 
_■■■ ■邏■■■■.■謂 »«1||»*4_邐》>«»4 丨 

血液型：B 
■ 4 B V B B1 V ■ *P 9 喔_ ■■•★■.■'.■■'..靄•，漏,—- 

趣味：ボクシング/ミリタリー 

部活：将棋部 
志望校：体育系 

やまろ ゆうき 

(CV :手塚ちはる) 



時折ファッションモデルのバ 
イトをしている。写真部に籍を 
おいているが、団体行動が嫌い 
なのとエア□ビクスを習ってい 
るのでほとんど出席しない。絵 
画や映画など、芸術全般に興味 
をもち、将来はアーチストにな 
りたいと考えてしヽる。 

9月30日生まれ（天秤座） 

身長169cm 

巳90/W60/H92 

血液型：A 

'趣味：芸術全般 
■部活：写真部 

志望校：国立文系（本人は嫌) 
■ «■«■■■■■■ ■■■■!■*■ '■AaBBaiM-feliEiii'ife 4 

&ゅうぐうじ み 

(CV :久川綾） 



美人女子大生の姉とマンシヨ 
ンで2人ぐらし。姉の卒業した 
女子高に通っているが、何かに 
つけて優等生だった姉と比較さ 
れるのが悩みのタネ。勉強は苦 
手。いたずら好きでクラスでは 
人気者。9月以降教えることが 
できるようになる。 

11月"!日生まれ（蠍座） 

身長157cm 

巳78/W56/H79 

血液型：巳 

趣味：ショッピング， 

部活：新体操部 

志望校：ミッション系女子大 

すめらぎ さ え 
白冲絶 

(CV :菅原祥子) 



主人公の大学でのガールフレンド。 
主人公が所属するサークルによって、どちらかが登場します 

よしむらゆみこ 

吉村由美子 (声：芳野美樹） 
身長162cm 

血液型 A型 
主人公のGF。同じ大学に通う同窓 

生。喜怒哀楽がはっきりしており、気 
に入らないときにはずけずけとものを 
言う。スポーツは全般的に好きだが、 
トレーニング的な運動は嫌い。 

おおぬきあゆみ 

大貫亜弓 (声：半場友恵) 

身長155cm 

血液型 A型 
主人公のGF。同じ大学に通う同窓 

生。もの静かで、なにか問題があると 
自分の責任ではと考えてしまう。運動 
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は嫌いではないが体が弱いためすすん 
でやろうとは思っていない。自然と静 
かに接するのを好む。 



MAkM 
u 

なかいみつや 

伸居満哉 
(声：細井治） 
ナンパな遊び 
人。主人公を 
合コンに誘い 
ます 

こうさかたけし 

高坂武 
(声：しがかつや） 
マニアックな趣味 
の持ち主で、主人 
公と語りあうのを 
楽しみにしている。 

まつだあぎら 

松田章 
(声：山野井仁) 

主人公の先輩の 
大学8年生（！）。 
大学や女の子に 

ついての情報も 
提供してくれる。 

やまちとよりひさ 

山本順久 
(声：保志総一朗) 

インテリだが、麻雀好き 
で、主人公も誘われる。 

一’[いよおぅ:青年 
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すめらぎさや 

麈沙鄹 
(声：山田美穂） 
沙絵の姉。縞百合女子大生 
で、主人公とは合コンで知 
り合う。 

たぬまりようこ 

田泪涼子 
有希の友人。 

ちば ありみ 

(声：ならはしみき） 
ちひろの父の後妻•すなわ 
ち義理の母だが、ちひろと 
の年齢差はあまりない。 

おおいしめぐみ 

大石恵美 
看護婦。 
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ほだかひろみ 

择芦埋弟 fl&IRI ■—天 
(声：有馬瑞香） 
主人公の叔母。運の母 

にしむらあいこ 

sli M キ 
(声：菅谷政子) 
菜々子の祖母。 

りゆうぐうじわたる 

龍宮_亘 
(声：笹沼晃） 
麗美の弟 

やましろそうかく 

山代惣角 
(声:西村知道） 
有希の父で、合気道場を経 
営している。 
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ゲームの進め方 

ゲームスタート 
才ープニンクムービーのあと、タイ 

ル□ゴ画面でスタートボタンを押しま 
す。はじめてプレイするときは「はじめ 
から」を選択し、〇ボタンを押します。 

名前の入力 
主人公の名前を入力します。漢字•記 

号•カタカナ•ひらがなが使え、名字•名 
前ともに最大6文字まで入力可能です。 

誕生日の入力 
主人公の誕生月•誕生日を入力しま 

す。 

大学の決定 
名前•誕生日を入力し終わったら大学 

を決めます。まず、文系か理系かを選び、 
その後クイズが11題出題されます。こ 
の成績によって主人公の大学が決まりま 
す。 

oim 

オブ5 3ン 
©1998 MAtNtCHI COMMUNICATIONS Jnc / 3CI0 / Stifigpay 

Gu 6 
CO O Jr■1i 

r&ri 
<b 4 
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日.':TIE： 
4 0 

pu QJ ft 

1OJ rj 

4 c-JO 
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>r03 

1 22 

4 o J o 3 
,—nJ c し 

一'J.,.'- t -7-1二 
SJP3 

2 8 

7 1 2 1J 
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サークルの決定 
所属するサークルを選択し、決定しま 

す。 

プ□□ー グ 
〜スケジュール画面 
すべて入力し終わると、フ□ローグが 

始まります。ここでは大学の友人たちと 
の出会いのあと、博美叔母からの鼋話が 
あり、家庭教師の依頼を受けます。運の 
家庭教師の日時を決定するとプロローグ 
終了です。 

スケジュール画面 
プレイヤーは毎週日曜日に翌月曜日か 

らの1週間のスケジュールを決定しま 
す。1日は6つのコマに分かれています。 
〇ボタンで実行したいコマンドを選択し 
た後、力ーソルで、実行したいコマにあ 
わせ、〇ボタンで決定します。カーソル 
はxボタンでコマンド群に戻ります。す 

ベての行動が決定したら、「決定」に力 
ーソルを合わせて〇ボタンを押します。 

15 
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スケジュールコマンドの説明 

11義大学の授業です。出 
席が少ないと、進級できな 
いこともあります。 

街をぶらつく 
街に出ます。 

勉链g自宅または図書館で 
自習しますD自分の学力が 
上がります。 

E休眷休みをとります。適度 
に休みをとらないと1過労 
で倒れることがあります。 

買し、物ショッピング街Vコ 
ンビニなどで買い物をしま 
す。これは家庭教師に行つ 
たときの教え子へのおみや 
けにすることができます。 

土木作業のバイト 
3コマ必要です。収入も多 
いですが、疲労も激しくな 
ります。 

コンビニでバイト 
2コマ必要です。コンビニ 
でバイトをしますD収入- 
疲労ともに中程度です。 

古本屋でバイト 
疲れにくいのですが、収入 
は多くありません。 

サークル 
大学でのサークル活動に出 
席します。 

家庭教師時間を決めると 
自動的にその女の子のアイ 
コンが表示されます。 

テートデートの約束をし 
た場合は自動的に相手のア 
イコンが表示されます。 

m セ—:？1 メモリーカードに 
これまでのプレイデータを 
セーブします。メモリーカ 
—ドは1ブロック使用。1枚 
のメモ1」_力ードに最大15 
ケ所までセーブできます。 

麻雀•コンパなど 
学友などの誘いに乗った場 
合（強制的につきあわされ 
ることもあります）、それ 
に対応したアイコンが自動 
的に表示されます。 

16 



画面の見かたースケジュール実行中 

所持金 
現在の所持金を示 
します。バイトで 
増え、買い物やデ 
一卜で減ります。 

スケジユー 
アイコン 
実行中のスケジユ 
—ルコマンドを示 
すアイコンです。 
主人公以外のキヤ 
ラクターが登場す 

時間帯 
1日のうちど 
のコマにいる 
か表示します 

る場合、そのキヤ 
ラの顔アイコンを 
表TJXします。 

会話ウィンドウ 
主人公と他のキャラとの会話を表示します。選択肢があるときは 
方向キーで選択する答にカーソルを合わせ、〇ボタンで決定します。 

スケジュ"•ルの途中変更 
スケジュールの実行中、教え子や他のキャラから誘いを受けることがあります。その場合はその 

日のスケジュールが表示されるので、後の予定を見て誘いに乗るかどうか決めます。 
明るくなっている部分が変更されます。 

17 



家庭教師の流n 

出会い〜依頼 
スケジュールを実行していくと、遥以外に 

最大5人の女子高校生と出会います。出会っ 
た後さらに条件を満たすと、本人または保護 
者から家庭教師の依頼を受けます。これを承 
諾すると、翌週から自動的にスケジュールに 
組み込まれます。また、依頼されたとき断っ 
てち構いません。 

家の前で 
家庭教師の時間帯になると、教え子の家の 

前で、そのときのステータス（22ページ参 
照）を見ることができます。また、アイテム 
を購入している場合はそれをお土産にするか 
どうかここで決めます。お土産にする場合は 
「お土産を準備」を選択すると、そのとき持っ 
ているアイテムが表示されますから、あげる 
ものを選びます。 

雑談 
家に入ってあいさつを交わしたのち、教え 

子といろいろな会話をします。本人の学校の 
ことから、趣味のこと、恋愛についてなど、 
さまざまな項目から会話を選びます。「黙っ 

i-tどうするかな 

〆.丁ータ7を！^ 

mm 
:mv. 
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ていよう」を選ぶと、教え子から話し掛けて 
くることがあります。 

科目の決定 
その日教える科目を決定します。教え子が 

教えてほしい科目を言う場合もありますが、 
決定するのは主人公です。授業後、その科目 
の学力が上がりますが、上がる幅は信頼度な 
どによって左右されます。 

質問 
授業終了後、教え子から質問がある場合が 

あります。これに正しく答えることが教え子 
の信頼度アップにつながります。 

終了後 
授業が終了したら 

_次回までに予習してもらう 
•日曜日デートに誘う 
•なに4しな1い 
のいずれかを選択します。 
前者を選択した場合はさらに科目を指定し 

ます。信頼度が高い場合は次の週までに少し 
その科目の学力が上がっています。 
試験が近いときのみ、「テストのヤマをは 

る」ことができます。これによって試験の成 
績に影響が出ます。 
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デートに誘う 
家庭教師後、デートに誘うことができます 

0Kすると自動的に次の日曜にデートの予定 
が組み込まれます。また、教え子の方から誘 
って来る場合もあります。さらに大学のガー 
ルフレンドともデートでき、その場合は平日 
も可能です。デートに誘う、を選択した場合 
はデートスポットが表示されるので、行きた 
い場所を決めてから誘います。 

車を借りる 
女の子からドライブの誘いを受けることが 

あります。主人公は車を持っていないので、 
レンタカー•友人•穂高家のいずれから借り 
ることになります。友人たちとのつきあいを 
おろそかにしていると彼らからは車が借りら 
れません。 

デート中の会話 
デートスポットに到着すると、そこでその 

場所にちなんだ会話をします。ここでの選択 
が女の子の感情を左右します。また、条件次 
第ではイベントが発生します。 

20 



食事 
デート終了後、食事に誘うことができます。 

女の子によって好き•嫌いがありますから、 
店選びは慎重に。 

糰iイベント 
「個人教授」ではさまざまなイベントがあ 

ります。デートイベントもそのひとつですが、 
主人公の学園祭*教え子の文化祭などの行 
事やクリスマスなどのイベント、また家庭教 
師中やバイト中にもイベントが起こることが 
あります。 

<ベンH测 
•体育祭 
•文化祭 
•クリスマス 
•バレンタイン 
_合格発表 
-エンディング 
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ステータスの見かた 
教え子のステータスは、家庭教師に行く直前とスケジュールを 
立てる時に確認できます。 

各教科の学力 
志望校の受験科目 
は青いグラフで表 
示されます 

キヤラ 
アイコン 
教え子の状態を 
視覚的にあらわ 
しています 

中席大学文学部 

プレイヤーステータス 

■■ JL I T'-T— 
» ]1■ 

央sfi 
m mmmmm 

1 iMl bBiB|V 

til； 

体力 
休養以外のスケジュール実行で減 
少、休養で回復します。体力が0に 
なると、過労で倒れてしまいます。 

学力 
科目別の学力です。教え子の成績 
アップに影響します。 



教え子•プレイヤーの学力 

教え子の学力は家庭教師中、プレイヤーの学力は学習コマンド実行前に表示 
されます。これは学力を大まかに5段階に表示したもので右にいくほど高く 
なっています。 

Q&A 

n 

Q 

Q 

家庭教師はサボっても大丈夫ですか？ 
友人の誘いに乗ったり、病気のときなどは、家庭教師に 
行けません。その場合は、教え子やその保護者の信頼度 
が下がります。あまり信頼を失うようだと、クビになる 
場合鲁あります。 

運以外の女の子と会うにはどうしたらいいですか？ 
いつも同じ行動を取るのではなく、ほかのバイトをして 
みたり、街へ出たりしてみましよう。 

教え子の成績がなかなかあがりません。 
教えることも大切ですが、自分の学力を上げることも必 
要です。参考書をお土産に持っていくのもよいでしょう。 
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オープニングテーマ『恋のトビラ』 
作詞：小林夏海 作曲：如月弥生 

ふれあ5指先がなんだか熱いの 
こんなに近づいて思わせぶり 

遠くを見る瞳ときどき気になる 
私を置き去りで切なくさせる 

洗いたての白いシャツの香りが 
あふれそうな予感連れて来たら 

DOKI!DOKI! 
好きになってもいいかな？ 
あなたのこと 
困った顔しないで 
AREヮK0RE9 

知りたい全部優しくささやいてネ 
夢みてるのあなたとLa Legon 

Particuuere 

いつもの坂道がキラキラまぶしい 
あなたといるからね魔法のチカラ 

洗いたての髪の甘い香りを 
風に乗せてすぐに届けたいな 

24 

お.[レ•え-て 
恋のトビラのその先見せて欲しい 
ちょっぴり怖いけれど 
やべ•そ-く 
最後はきっとあなた:がリードしてね 
夢みてるのふたりでLa Legon 

Particuiiere 

DOK i ! D 0 K I ! 
好きになってもいいかな？ 
あなたのこと 
困った顔しないで 
AREヮKORE? 
知りたい全部優しくささやいてネ 
夢みてるのあなたと，•- 

お-し■え•て 
恋のトビラのその先見せて欲しい 
ちょっぴり怖いけれど 
やべ■そべ 
最後はきっとあなたがリードしてね 
夢みてるのふたりでLa Legon 

Particuiiere 



しよラしょう ちゆラ 

使用上のご注 
せんよう つか た きし办 

•このディスクは家庭用ビデオゲーム•コンビユータ“PlayStation”専用のソフトです。他の機種でお使いに 
ききなど こしょう げんい4 みみなど しんたい わる えいきょう あた は■あい ぜったい 

なると、機器等の故障の原因や耳等の身体に悪い影響を与える場合がありますので絶対におやめくださし、。 
マーク私るいは 遍•謂J cnmWPXDMs^ Rikmnh^+mcr) 

か.いがいしよう 

❿このディスクは NTSC 
よラ 

“PlayStation”にのみ対応しています。海外仕様の“ PlayStation”では使用できません。⑩「解説書」および 
ほんたい とりあつかいせつめいしょ あんぜん よ うえただ しようほうほう あいよ」 

“PlayStation”本体の「取扱説明書」「安全のために」をよくお読みの上、正しい使用方法でご愛用くださし 
ほんたL i 

〇 

めん ばあい かなら めん など いんさつ 

參このディスクを“ PlayStation”本体にセットする場合は、必ずレーベル面（タイトル等が印刷されている面）を 
7 A ちゅうおうぶぶん かる お こ あんてい し右ラリょうご 

上にしてください。また、中央部分を軽く押し込み、ディスクを安定させてください。參プレイ終了後 
ほんたい と だ ばあい ほんたい お かいてんかんぜん 

“PlayStation”本体からディスクを取り出す場合は、本体のオープンボタンを押し、ディスクの回転が完全に 
t か<にん おこな かいてんち你うふ きす 

止まったのを確認してから行ってください。回転中のディスクに触れると、けがをしたりディスクを傷つけたり 
ほんたいこしょラ げんいん ぜ'たい りょラめん しもんよご きずなど 

本体の故障の原因になりますので、絶対におやめください。⑩テVスクは両面とも、指紋、汚れ、傷等をつけないよ 
と あつか などちょラふ えんぴつ など もじ え か 

うに取り扱ってください。またシール等を貼付したり、鉛筆、ペン等で文字や絵を書かないでください。•ディス 
よご とき やわ ぬの ないし〇う がいしゅう む ほうしゃ！；ょう かる ふ と 

クが汚れた時はメガネふきのような柔らかい布で、内周から外周に向かって放射状に軽く拭き取ってください。 
とき よラ ようざいなどしよう t へんけい 

その時、レコード用クリーナーや溶剤等は使用しないでください。•ひび割れや変形したディスク、あるいは 
せっちT くざいな-ど ほし¢7 ごさどラ げんいん ぜったい しよう ちょくしゃにっこう 

接着剤等で補修されたディスクは誤作動の原因になりますので絶対に使用しないでください。•直射日光のあ 
Eiし』 だんt Jう吞S ちか などこうおん ところ ほかん しっけ ft右 ところさ 

たる場所、暖房機器の近く等高温の所には保管しないでください。また、湿気の多い所も避けてください。•ケ うえ おも お お ぜったい 

-スやディスクの上に、重いものを置いたり落としたりすると、破損しけがをすることがありますので絶対におやめ 
し成うりょラご もど ようじ T とど ばしょ ほかん きゃくさま 

ください。•プレイ終了後はディスクをケースに戻し、幼児の手の届かない場所に保管してください。•お客様 
あやま と あつ妒 しょ7 はそんなどかん ほしょう りょうしょう 

の誤ったお取り扱いにより生じたキズ、破損等に関しては補償いたしかねますので、あらかじめご了承ください。 
ほんたI とうえいほうしき ぜったいせつぞく 

• “PlayStation”本体をスクリーン投影方式のテレビ（プロジェクシヨン•テレビ）には絶対接続しないでくだ 
さんぞうこうりょう がめんや しょう ひつよラ ばあい 

さい。残像光量による画面焼けが生じることがあります。馨ソフトによってはメモリーカードが必要な場合が 
かいせつしょ かくにん 

あります。「解説書」で確認してください。 
けん：：うしよう ちゆうい 

健康上のご注意 
とき けんこう つか とぎ 

プレイする時は健康のため、1時間ごとに約15分の休憩を取ってください。_疲れている時や睡眠不足の時は 
さ ときへや あか がめんはな 

プレイを避けてください。•プレイする時は部屋を明るくし、なるべくテレビ画面から離れてください。•ごく 
つよひかりしげき う てんめつ < かえ がめん み いちじてき きんにく いしき 

まれに、強い光の刺激を受けたり、点減を繰り返すテレビ画面を見ていると、一時的に筋肉のけいれんや意識 
そラしつなどしよラじよラ お ひと けいけん かた じぜんかなら いし そうだん 

の喪失等の症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、事前に必ず医師と相談してください。また、 
ちゆラ がめん み しょラじ£ラ fi ばあい ちゆラし いし しんさつ う 

プレイ中の画面を見ていてこのような症状が起きた場合は、すぐに中止し医師の診察を受けてください。 
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^ 
PlayStation 

何気ないきつかけで始めた家庭教師。 
それが彼女との出会いだつた… 

大学受験を目指すかわいい教え子たちとの1年間… 

夢も、恋も、叶えてあげたい！ 

/!\ ® (ちゆうい） 
かいせつしょ よ ほんたい とりあつかいせつめいしょ 

「解説書」及び“ PlayStation”本体の「取扱説明書」 

「安全のために」を必ず読んで•から、ご使用ください。 

特に、小さいお子様は保護者の方がお読みの上、 
ただ しようほうほう あいよう 
正しい使用方法で、ご愛用ください。 
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applicable laws. 
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草地章江 手塚ちはる菅原祥子ほか 
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家庭教師型育成&恋愛シミユレ—シヨン 

個人教授 
個人教授 
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郵便はがき 

102-0074 
(受取人) 

東京都千代田区 
九段南一の五の士二 

共同ビルニ号館 

毎臼コミュニケーションズ 

ソフト事業開発室行 

おそれいります 

が50円切手を 

おはりください 

SLPS01354 



•商品名個人教授 
プレイステーション用ソフト「個人教授」について以下のアンケートにお答えく 

ださい。 

1.「個人教授」を遊んでみたご感想、ご不満などをお聞かせください。 

2.「個人教授」の解説書をお読みになったご感想をお聞かせください。 

3. 「個人教授」を何でお知りになりましたか。 

a. 雑誌広告（雑誌名： ） 

b. 雑誌記事（雑誌名： ） 

c. 新聞広告（紙名： ） 

d. 店頭 e.知人 

f.その他（ ） 

4. プレイステーション以外にお持ちのゲーム機があればお書きください。 

5. 「個人教授」以外にお持ちのゲー厶ソフトがあればお書きください。 

6. よくお読みになるゲーム雑誌名をお書きください。 

7. その他、ご意見、ご要望などがございましたらお書きください。 

氏 名 年 齢 歲 

住 所 
丁 

電話番号 職 業 

アンケートにご回答いただいた方から抽選で毎月3名様に記念品をさしあげ 

ます（10年10月30日消印分まで有効)。当選発表は賞品の発送をもって代えさ 

せていだだきます。 


