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役立つ基本テクニックと着せ替えシステムを解説•/ 

基礎攻請編 
I 
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このゲームは服を着替えるこ 

とで、ステータスがアップした 

り、魔法による攻撃が中心とな 

るためMPを消費しないなどの 
システムが取り入れられている。 

このほかにもアクションゲー 

厶のよ5にジャンプをすること 

で、通常では入れない場所にも 

入ることがで吉る。途中で行き 

詰まったらジャンプしてみると 

よい。また、落とし穴などの卜 

ラップもジャンプで抜けられる 

—— 
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ゲームクリアに必要な戦聞テクニック 
通常、怪獣（敵）との戦闘に 

なった場合、魔法か特殊能力で 

攻撃することになる。このこと 

から、魔法の特性を把握して、 

どの魔法がどの怪獣に有効なの 

かを覚えておくことが重要だ。 

魔法の特性を知る 

魔法と怪獣の WfP^ 

w 

魔法は攻撃魔法と補助魔法に 

分かれ、ひまわりの花に棲むプ 

チメガと話すことで覚えること 

がでさる。それぞれの魔法には 

しべルがあり、数字が大きくな 

るほど魔法の能力もアップして 
いく。攻撃魔法は複数の怪獣に 

も攻撃できるが、その分だけ威 

力も弱くなってしまラ。魔法の 
レベルが低いうちは、敵1体に 

使ラようにすること。 

魔法と怪獣には相性があり、 

怪獣の属性によって効くものと 

効ぎづらいものがある。それぞ 

れの相性は下の表で示したとお 

りだ。また、怪獣が現れる場合 

違った属性の怪獣が一緒に現れ 

ることがある。このよろなとき 

のために3人のパーティそれぞ 

れに異なる魔法を持たせて、相 

性を考えながら攻撃しよろ。 

魔法の相性 1 
怪獣の属性 効く魔法 効吉づらい魔法 

人間 キラキラ ゴーゴー 

モンスター ゴロゴロ キラキラ 

動物 ピカピカ/メラメラ ゴロゴロ 

生物 ゴーゴー/ゴロゴロ ブルブル 

植物 メフメフ/コ_ゴー ピカピカ 

その他 ブルブル メラメラ 

魔法リスト 
\ 名前 入手プチメガ 効 果 X 名前 入手プチメガ 効 果 

攻 
撃 
魔 
法 

ゴロゴロ タヴロス 雷て敵にダメージを与える 

補 
助 
魔 
法 

ネムネム ァ■」エス 敵を眠らせる 

キラキラ ジェミニ 星をぶつけて敵にダメージを与える スカスカ キヤンサー 敵の攻撃力を下げる 

メラメラ レオ 強力な炎で敞にダメージを与える ペロペロ 八ルゴ 敵の魔法防御力と防御力を下げる 

ピカピカ サジタリウス 光の矢て敵にダメージを与える バシパシ ライブラ 味方の攻翠の命中率を上ける 

ゴーゴー カプリコン 風をおこして敵にダメージを与える イケイケ スコルピオ 味方の女神力を上げる 

ブルブル アクエリアス 氷をぶつけて敵にダメ ージを与える カチカチ ビスケス 味方の魔法防御力と防御力を上げる 



コスチユームS着替夭てパワーアツフ 
このゲームでは、武器や防具 

の代わりに、コスチュームと呼 
ばれる服を身につけることでス 
テータスがアップする。コスチ 
ュー厶をラまく組み合わせると、 
特殊能力を使えるよラになる。 

^ステータスの変化 
コスチュームは、上半身、下 

半身、靴、アクセサリーの4つ 
を装備することがで吉る。上半 
身と下半身のコスチュームの色 

によって、上がるステータスが 
決まっている。赤は女神力、青 
は防御、白は知性、緑は素早さ、 
黒は魔法防御とい〇形だ。数値 
が低いステータスの項目を補ラ 
形で装備する色を選ぶこと。 

コスチユ- 
% 

-ムリスト 

\ 名前 効果 価格 \ 名前 効果 価格 

黒八イレグ水着 廢防+ 56魅力+別 550 赤しスカート 女神力+1B魅力+ 32 1BD 

緑八イレグ水* 素早さ+ 5B魅力+ 84 B50 青L,スカート 防御+1B魅力+ 32 130 

赤八イレグ水着 女神力+ 56魅力+ 0B 70D 緑L ,スカート 素早さ+〗6魅力+ 32 150 

菁八イレグ水着 防御+56魅力+112 550 白し.スカート 知性+16魅力+ 40 150 

白八イレグ水着 知性+ 5S魅力+ 1E8 650 赤キュロット 女神力十^]魅力+ 30 300 

赤チャイナ服 女神力+ WB魅力+1犯 400卩 5キュロット 防御 +80魅力+ 40 B30 

チャイナ服 防御+128魅力+P56 300卩 緑キュロット 素早さ+ 2D魅力十40 P6Q 1 
セ 白チャイナ服 知性H-183魅力+?88 3500 白キュロット 知性+ ED魅力+ 48 860 
ツ 黒ボディコン 腐防+256魅力+384 25000 

% 
% J1 赤ビキニパンツ 女神力+ P4魅力+ 3巳 400 

\ 緑ボディコン 素早さ+P56魅力+384 25000 胄ビキニパンツ 防御+ P4魅力十昍 300 

赤ボディコン 女神力+?56魅力+3B4 30000 身 縁ビキニパンツ 素早さ+ 24魅力十48 350 

コ 情熱ボンテージ 女神力+U?魅力十け6 5000 m 白ビキニパンツ 1 知性+ P4魅力+ 64 350 
〇口 颺性ボンテージ ■防+11?魅力+180 6000 □ 黒ビキニパンツ 膝防+ P4魅力+ 40 300 

ナースの服 知性+ 32魅力+ 64 800 OP 毒セ—ラ—服下 防御十40魅力+ 00 _ 

バスタオル 知性+ 9B魅力+P56 3000 赤セーラー服下 女神力+ 3P魅力+ 48 1EQQ 

モーモーくん 骧防+184魅力+?76 15000 情熱のブルマ 女神力+10魅力+ 150 

アイドルドレス 女神力+3B8魅力+43E 30000 涙のフル▽ 防御+16魅力十3? 1E0 

黒バラの着物 腐防+EB8魅力十480 40000 テニススカート 知性+げ魅力十24 BO 

神秘の着物 知性+856魅力+540 45000 ジーパン 女神力+】8魅力+昍 m 

緑タンクトップ 素早さ+ B魅力十 40 :Pミタイツ 歷防+ 40魅力+ B0 1000 

赤タンクトッブ 女神力+ B魅力+ 50 空手のズボン 防御+ 6D魅力+160 0000 

离タンクトッブ 防御十B魅力+16 30 炎のスリッパ 女神力+ 4魅力+ 8 eo 

白タンクトップ 知性+ 8魅力+ M 40 L 風のスニーカー 素早さ+ 4魅力+ B 50 

赤Tシャツ 女神力+12魅力+1B 10D ビーチサンダル 素早さ+ 8魅力+1P 6D 

綠Tシャツ 素早さ+柁魅力+1B 05 炎のブーツ 女神力+12魅力+13 100 

灣Tシャツ 防御+1£魅力+ £4 7D テニスシューズ 素早さ+ K魅力十P0 60 

白Tシャツ 知性+魅力+ 32 05 高黃なパンプス 知性+ P0魅力十2B BOO 

綠ブラウス 素早さ+魅力+ 24 15D 革靴 知性+ 24魅力+ 32 巧0 

赤プラウス 女神力+ m魅力+ B4 r iso 雪の八イヒール 知性+邵魅力+ 3P 300 

Sブラウス 防御+魅力十3P 13D ぞラり 知性十32魅力+ 40 3DD 
一 白ブラウス 知性+魅力十40 150 チャイナ靴 素早さ+ 3P魅力+ 48 1000 
/ 

赤セーター 女神力+ £0魅力十30 30D しプーッ mm +3?魅力 + 6〇 350 

身 緑セーター 素早さ+邵魅力十32 PBD アイドルの靴 素罕さ+ 12B魅力+]M 5 

商 胃セーター 防御+ £0魅力+ 40 P3D テニスラケット 女神力+ B魅力+16 30 

口 白セータ 知性+ 2D魅力+ 48 ラきわ 防御+如魅力+ 20 3DD 
P 口 

赤ビキニブラ 女神力十24魅力+ 32 500 ヌンチャク 女神力+ 48魅力+ 3? 5Q0 

1 黒ビキニブラ 魔防+ 24魅力+ 36 400 y 注射器 女神力+ 3G魅力+ 4B 300 

緑ビキニブラ 素旱さ+ P4魅力十36 450 ク マイク 知性+ 36魅力+11? mu 
青ビキニブラ 防御+ ?4魅力+ 4B 400 +7 せんす 防御十72魅力+ 1B0 80Q 

白ビキニブラ 知性+24魅力+ 56 450 
1_ 

4-1- ムチ 女神力+ 96魅力十1P0 1000 

赤セーラー限上 女神力+ 56魅力+ S6 咖 V フイン 女神力+1M魅力十1?8 5000 

萬セーラー服上 防御+ 5B魅力+1】2 1500 U かんざし 知性+ 9S魅力十198 tOOD 

テニスウェア 女神力+ m魅力十32 100 I 八ープ 知性+m魅力+300 2DQD 

体操通 知性十1B魅力+扣 50 ガラスのリング 願防十1£魅力+1? 50 

バニーの服 魔防十112魅力+ 16B _ ルビーのリング 魔防+ 40魅力+ 60 500 

空手着 女神力+叩[]魅力十138 10000 ダイヤのリング 腐肪+100魅力+120 ■D 

赤ホットパンツ 女神力+ fl魅力+ 50 
て 青ホットパンツ 防御+ B魅力+】6 30 ※表屮で不した効果は、 それそれのコスナュームに盾晉又 

緑ホットパンツ 素早さ+ 0魅力+16 40 たときにプラスされる、 ステータス値を表します。魅力は 
白ホットパンツ 知性+ 8魅力+10 40 ,士八セブ/T^ハ。5 V 由主十)め/志七く宜1純ん 
赤ミニスカート 女神力+18魅力+扣 100 

レ、ju itti" i口』v 

L—ムはリス m 青三ニスカート ,防御+魅力十24 70 有^に進めることかできます。また、コスナコ 
0P 綠ミニスカート 素早さ+ W魅力十已4 85 卜rmmAれ丁いるw外■にも隠されナ-ものがあります。 

白三ニスカート 知性+12魅力+ B5 

4 



基礎攻略編 

特殊能力を使いこなす 

コスチュームの組み合わせに 

よって使える特殊能力には、攻 
撃、戦闘、移動、回復の4種類 
がある。攻撃は戦闘時に攻撃す 

る能力。戦闘は戦闘時に使える 
「攻撃」以外の能力。移動はフ 
イールドを移動中にのみ使える 

能力。回復は戦闘時と移動中に 
回復できる能力を示している。 
下の表の組み合わせは、ぼん 

の一例。表中のコスチュー厶の 
色はどんな色を組み合わせても 
かまわない。たとえば、赤ミニ 
スカート十八イヒールでも、青 
ミニスカート十八イヒールでも、 

使える特殊能力は同じになる。 
〇テニスルックなら、ネ帮朱能力のスマ 

ッシユが打てるようになるぞ 

V 

特殊能カリスト 迻Aクイックとレッツダンスは、ノ\。ーティ全員が同じ 
組み合わせの服を着ていないとキ菊朱能力を使えません 

\ 名前 組み合わせ 効果 \ 名前 組み合わせ 
-p-™-〜ーー---* 

効果 

八イヒール ミニスカー*卜+ 
八イヒール 

敵をハイヒールでたたく 
戦 5ツグくん ボディコン+ 

せんす 
せんすをふり、敵から1回50ピ 
コのお金をもらう 

ドッチボール 体操着十 涙のブルV 敵にドッチボールをぶつける 闘 レッツダンス ボディコン+ 
ムチ 踊つて敵にダメージを与える 

Aクイック 体操着十 
情熱のブルマ 敵全員にボールをぶつける 虹のかけはし ビキニブラ+ 

ァ5タィッ 
行つたことがある町や村にワー 
ブする 

A Yツソユ 
丁ニスウェア+ 
丁ニススカ—卜+ 
テニスラケット 

敵にテニスボールをぶつける 

移 
動 

プチメガどこ 
Tシヤツ+ 
ジーパン+ 
風のスニーカー 

ブチメガの居場所を発見する 

攻 
撃 

1番アイアン 
セーター十 
キユ□ット+ 
風のスニーカー 

敵にコルフボールをぶつける ユーコーン セーター+ 
£ニスカート ダンジョンから脱出する 

スピンキック 
チャイナ服十 
チヤイナ跳+ 
ヌンチャク 

春麗のスビニングバードキック 
のような形で攻擎する 局貴な才^—ラ 

ビキニブラ十 
セーラー服下+ 
ダイヤのリンク 

移動中、一定時間軸が出なくな 
る 

愛の厶チ 
ボンテージ+ 
アhタイツ1+ 
ムチ 

敵をムチてflp く 甘い誘惑 
セーラー随上+ 
ビキニ八ンツ+ 八ープ 

移動中、を呼ひ喜せるエンカ， 
ウント率を50%にする 

ラブレター 
セーラー服上+ 
セーラー服下+ 
革靴 

敵にラブレターを投げる 診察です ナースの服+ 
注射器 

味方1人の全ての状態を回復す 
る 

ラリアート 八イレグ水着+ 
ブーッ 

敵にフライングラリアートをす 
る 回 木の葉の舞 

セーター+ 
L.スカート+ 
ダイヤの1」ング 

味方全員のH Pを200回復する 

F Jアタック 八イレグ水着十 八イヒール F Iマシンカ谢に飛び込む 復 爆睡 ブラウス+ 
ビキニパンツ 

1ターンてMHP回i复しv敵の 
攻擎を受けない 

戦闘 一杯どろぞ バニーの服+ 

9イン 敵を酔わせて、3ターン眠らす 泣き叫ぶ 
体操ぬ+ 
ジー八•ン+ 
炎のスリッパ 

泣いて、敵からH Pを20吸収す 
る 

ズ八ピタグラフィック 

ニスチユームの組み合わせに 
よつて特殊能力のほかに、スバ 
ピ9グラフィックを見ることが 
できる。これは単なるオフケで、 
これといつて能力が変化するわ 
けではない。ここでは、キヤラ 
ごとに5つあるズノ \'ピタグラフ 
イツクからそれぞれ1つを紹介。 

〇大胆なビキニをさらっと着こなす 

〇ナース姿は回復のif薪朱能力 

〇スカートの色で感じが変わる' 

Eティシァ 
白ブラウス 

〇ルルべルは体育の授業が大好き 



紛失したメガQの手ががDを求め学園を探索/ 务 

置女神学 
泳——，サ^ザ，ザザ，ザザ，ザ，ザ，申ザザザ〒申中，Tザ遂 

メガQ探しの旅で、リンリン 
の仲間になるプチメガのポップ 

と4人の女神と出会うことと、 
悪巧みをレてし\る生徒会を倒す 
ことがここでの目的。生徒たち 
から十分に話を聞いておこう。 

スタート 
校舎〇 

•囡谇室でボップをしもべ[こする 
•]階にある宝箱からジュリアナ 
を助ける 

•屋上で寝rいるリリスに会う 
_校舎を出よ5とするとルルべル 
がぶつかってくる 

テニスコート® 
ステイシアを助ける 

校舎❶ 
シスターアンヌと話す 

用務員室❾ 
用務員と話す 

テニスコート® 
テニス部員と戦闘 

校舎❹ 
保健室で休む 

テニスコート❷ 
テニス部長との戦闘 

体育館〇 

m 

新体操部長との戦屠重 
ジュリアナから別館のカギを入 
手 

別館校舎❺ 
薬品を混ぜて爆発させる 
放送部長との戦闘 
アニメ部長との戦闘， 
生徒会長との戦網 

プ ル❻ 
シューゲンZとの戦瞬 
知のメガQ入手 

校舎❶ 
3階の女神科教室から女神神殿 
へワープ 

女神神殿 

第2ffA 

mm マップ上に示した数字は、攻賂フローチヤートの数字に対応してい 

ます。ますこ、ひらがなは通路や階段などのつながりを示し、同じひ 

らがなに対応しています。攻略フローチャート中の英字は、各見出 
しにある英字に対応しています. （第|部•第2部共通) 

攻略フローチヤート 

第1部 

聖女神学園商品リスト 
N a や □P 亡] 価格 \ 

口 Kt 
pp 石 価格 

ブ 

イ 
ツ 
ク 

青タンクトップ 30 お 
ち 
ち 
や 
屋 

虫めがね m 
緑タンクトップ 40 虹のかけら ?D0 

赤タンクトップ 50 ユーコーンの卵 200 

体操着 50 

ケ 
! 1 
キ 
虐 

まんじゅラ 2D 

テニスウェア 100 シヨートケーキ 100 

テニススカート 80 アップルパイ aoo 

1情熱のブルマ キヤンデイ 100 

炎のスリッパ ! P0 女神のドリンク 50000 

お 
ち 
ち 
ゃ屋 

テニスラケット 30 防御のドリンク 50000 

ガラスのリング 50 

ツプの見方 



m a 所 
リンリンが校舎を出ようとす 

ると、遅刻しそろになったルル 
ベルが急いで走ってくる。ルル 
ベルは遅刻の常習者なのだ。 

ステイシ:pのいる 
ステイシアはテニスコートの 

上でカエルに囲まれているので 
助けてあげよろ。知的なステイ 
シアは醜いものが苦手なのだ。 

い 〇 
か 
1 ^ お 
f し 

と 
や 

神 h、 

様 で 

uuスのいる場所 
し〇も眠そうにしているリリ 

スは、屋上で昼寝をしているの 
で起こしてあげよラ。起こすと 
リリスは寝ぼけて、リンリンの 
話ち聞かず行ってしまう。 

まず、図書室でプチメガのポ 
ップを仲間（しもべ）にする。 
そのあとメガQ紛失が発覚し職 
員室は大騒ぎになるDリンリン 
はシスターアンヌから、学園内 
にし\る4人の女神を探してくる 
ように頼まれることになる。こ 
の時点では敵が出てこない。 

入手できる魔法 

名前 入手でぎる場所 
キラキラ1 図書室 
ネムネム1 テニスコートの左卜 
ゴロゴロ1 東側別館裏 | 

ジュリアナのいる場所 
1階の購買部にある4つの宝 

箱の^ちの1つを開けると生徒 
会によって宝箱に閉じ込められ 
ていたジュリアナが現れる。ジ 

ュリアナは生徒会に仕返しをし 
にさっさと立ち去ってしまう。 

4人の女神たちを探しだす 

0いつも元気いつ 
ぱいでかわいいね 

〇ボtッとして、女神 

がつとまるのだろぅか 

h * - Ttlhfr 
-b 

* li— 
iii隊 

校舎rvmプ 階 
3 

〇登場のしかたに女王 
の風格が現れている 



•フール办プ• 

別館校舍q J/プ 

m 

体育館は体操着を着ていない 
と入れない。1階では新体操部 
員が部活動をしている。そこに 
は生徒会に仕返しをするはずが 
逆に捕まってしまったジユリア 
ナが舞台の上に吊るされている_ 

新体操部長を倒してジュリアナ 
を助けよう。2階にプチメガの 
巣があるので魔法を覚えることs 
中 
ボ x 揉部！！ 

:ノ •. .V.V. 

HP-400 
人間 

新体操部長は新体操のボール 
を投げて攻撃して<る。体操着 
を装備しているので、特殊攻撃 
のドツチポールや攻撃魔法のキ 
ラキラを使って攻撃しよラ。 

用務員から、生徒会がテニス 
ボールのカゴをあさつていたと 
いろ情報を入手する。そのあと 
終業のチヤイムが鳴0、テニス 
部員がテニスコートに現れる。 
テニス部員に話しかけると戦闘 

になるが、魔法で簡単に倒せる( 

中 
f テニス部長 

HP-300 
人間 

テニス部長はテニスボール 
を打つて攻擊して<るだけで 
攻撃力は低い。テニスウェア、 
テニススカートとテニスラケ 
ットを装備しておき、特殊能 
力のスマッシュを使えばテニ 
ス部長を楽に倒せる。まだ、 
攻撃魔法のキラキラもテニス 
部長に有効な攻撃だ。 

〇テニスにはテニスで対抗^テ 

ス部長のスマッシュがIt乍裂する 

メガQをなくしたのは、実は 
リンリンだった。メガ0の1つ 
をテニスコートに捨てたことを 

思い出して探しにいくが、すで 
にメガQは生徒会に持ちさられ 
ていた。リンリンはメガQを取 
0戻すために生徒会と対立する。 
ここからは敵との戦闘になる 

ので、装備と魔法を整えておく。 

体育館3ップ 

入手で吉る魔法 

名前 入手で吉る場所 

イケイケ1 体育館E階 

メガqを求めて生徒会と対立r? 



第1部聖女神学園編 

〇ロボットはやはりロケットパンチ 

別館校舎には、1階に実験室 
と放送部室、2階にアニメ部室 
と生徒会室がある。まず、実験 
室で薬品巳とCをまぜて爆発さ 
せよろ。となりのプールの壁に 
穴が開ぎ、プールに行けるよろ 
になる。爆発のあと、放送部長 
アニメ部長を倒して生徒会長と 
話そろ。会長の正体はヤSメガ 
のルージュであることがわかる, 

03変化しても、攻撃パターンか览 
わるだけで、攻撃力に差はない 

〇ヤミメガのルージュは魔法攻撃の 

み。キラキラとスマッシュてiSUせ 

〇ルージュを倒して、知のメガQを入 

手0残りの3つはいったいどこに…？ 

-r . 

メ部長 
HP-950 
人間 

アニメ部長は戦闘中に3変化 
し、直接攻撃、ミサイル、電撃 
と攻撃バターンも変化する。ど 
の攻撃にち耐えられるよラに魅 
力の高いテニスウェアとテニス 
スカート、テニスラケットを装 
備してお<。スマッシュと攻撃 
魔法のキラキラで攻撃する。 

_ ルージュ HP•棚 
人間 

ルージュは魔法でのみ攻撃し 
て<る。テニスウェアとテニス 
スカート、テニスラケットを装 
備してスVッシュと攻撃魔法の 
キラキラで攻撃していころ。 
ルージュとは2回戦ラことに 

なるので、一度倒しだ6すぐに 
回復しておくこと。 

1つめのメガQ入手 
プールで、ジュゲーンZを倒 

すと1つめのメガQを取り戻す 
ことができる。そして、女神神 
殿に行くとママメガと4人の女 
神がいる。ママメガはリンリン 
のがんばりを認め、ほかの3つ 
のメガQを捜し出すことを条件 
に女神科編入を約束する。 

f ジュゲーン之 -IP-BOB 
その他 

ルージュは、手芸部の最終兵 
器であるシュゲーンZに乗り込 
み攻撃して<る。攻撃バターン 
は縫い針での直接攻撃と□ケッ 
トバンチの2種類。攻撃力はあ 
まり高<ないが、HPが高<長 
期戦になるのでこまめに回復し 
ながe>戦ラ。テニスウェアとテ 
ニススカート、テニスラケット 
を装備して特殊攻撃のスマッシ 
ュで攻撃する。このときイケイ 
ケの魔法で女神力を上げてお< 
と楽に倒せる。 

会室へ乗り込む 

ジュであることがわかる 

F：L-' ヘム.5,二 
=5 だ-こ.テ-:■:で 

■T " 11 1 1 
-, ぐ r-.r_—丫 .._—一 - -f- :で•ン，■■々一"S 

エ ト ン….■-r- ■ :1- 
-~~-r - - . 量 

■クン，，■ふ 
.".# •, ‘：.一一 

f-J: ...パ-て；.f. ，...，へ-〆. 
.r ‘ ：‘. 

一 ' ,.::1.一'，-:. 

^| 

〇リンリンは爆発に巻き込まれるQし 
かし、ほかの部屋に行けるようになる 

HP，350 中 
奕ノ 放送部長 人間 

放送部長はフイクを持って 
直接攻撃してくるだけで、H 
Pも少なぐ攻撃力も低い。防 
御力のアッフする青タンクト 
ッフと涙のフルVを装備して 
おけば万全だ。攻撃はキラキ 
ラのみで倒すことがでぎる。 

〇マイクでボカボカ叩いてくる。 
キラキラでやっつけてしまおう 

〇手芸部だから縫い 

針で攻撃なのだ 

〇本をょく読んでから、 
薬品を混ぜ合わせょぅ 



〇バニラ村 ❿パラダイス大山脈 
❷マロン町 ©トリケラ町 

❸北の洞窟 ❿北西の澗窟 
❹いちこ'村 ❿ドラゴンライド村 

©ランランの山脈 ❿マ八ラジャ城 

❻八ニー町 ©テイラノの森 

❼ドルマン城 ©信者への道 

❽カレド村 ®信者の村 

❾ワイ八一町 ©海底トンネル 

❿海賊船 ©クッキー村 

©ペンギン村 ©ドリミン町 

©アンジエフ城 ❿シークの屋敷1 

©ジャカール村 ©クレヨン町 

大陸を羈(imり、残り3つのメガQを探す/ 
■■■■Ij 

V":邏 第2部 

1¢ダイス大釀4 
.■_ 

__ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■HHBHHBB 

リンリンはポップや4人の女 へ渡る。大陸は4つの国に分か いくのだ。大陸では、最高3A 

神と共に、残りの3つのメガQ 

を探し出すためパラダイス大陸 
れており、その国にあるたくさ 
んの町と村で、情報収集をして 

パーテイで行動し、特定の町で 
メンバーを変えることがで吉る< 

01 

略 
フ 
□ 

I 
チ 
ヤ 

スタート 
バニラ村❶ 

青年がランランにさらわれる 
ボツブがリンリンのしもべになる 

マロン町❷ 
女神を仲間にする 

…—：て—「 こ：む: 

北の洞窟© 
服をリフォームする 

八ニー町❻ 

S]人から情報をftめる 
牛鍋を使って牛を退かせる 
■ ■ ■:•■ ■ _ノ. .■ふ-.遍■二」_ 

ドルマン城❼ 
フライ大王を倒す 

7"~ 

カレド村❽ 
レストランで体憩 
—, ... _ 

ワイ八一町© 
水®コンテストに参加する 

0 

, 

! いちご村❹ 
♦村人から情報を集める 

ランランの山脈❺ 
■ランランを倒す 
■牛鍋を入手。胃年を助ける 

■ 

〇 

% 
海賊船❿ 

SflJCISfランラン没す 
美のメガQを入手 

ペンギン村❿ 
ペンギンの頼みを間く 

アンジェラ城® 
•アンジェラを倒す 

^- 

□ 
ジャカール村© 

村人から情報を集める 
辕： ~~~" 

通 パラダイス大山脈 
山に住む男から、さらわれた妹を助 
けるように頼まれる 

- 

■' n-r■ - ■ ■• 

卜1Jケラ町© 
阳人から情報を法める 

‘….ペン： 

北西の洞窟❿ 
*地下3階にいる老人と話す 

y) 

I.-；：：： 

ドラゴンライド村® 
•村長と話す 
拳ブルパワーを倒す 

マ八ラジャ城❿ 
マ八ラジャと話す 

〇 
テイラノの森❿ 

マ八ラジャ城❿ 
マ八ラジャを倒す 
地下1階にいる妹を助ける 

信者への道® 
クイズに正解すると先に]tめる 

信者の村❿ 
村人から情報を集める 
^一 ‘~國 HHHi 

海底トンネル燊 
メルヘン国へ向かラ 

....：へ..--..ノ:..........へ..…バ 

クッキー村© 
村人から報を集める 

ドリミン町❿ 
町人から情報を集める 

— ' 
. 

シークの屋敷© 

ミスパラダイスコンテストに.加す 
る 
シークからクレヨン町を助けてほし 
いと頼まれる 
クレヨン町に向か5 

クレヨン町© 
P^PPflPt 

10 



パラダイス六陸タウンガイド 
町や村ではメガQに関する重 

要な情報を入手できる。ここで 
は、各町や村の特徴と店で売っ 
ているすべての商品を掲載する。 

顏❶瞧 
スウイート国の一番南にある 

小さな村。バラダイス大陸編の 
スタート地点で、Uン1Jンをラ 
イj \ル視するランランとの出会 
いがある。村人からランランに 
ついての情報を入手できる。 

商品リスト 
PP * 価格 

青Tシャツ 70 

白丁シャツ 85 

ブ 綠巿ットパンツ 40 

イ 
白ホットパンツ 40 

n 
.ン 赤ホットパンツ 50 
ク 情熱のブルマ 150 

炎のスリッパ 20 

ビーチサンダル 60 

お 
% 
ち 
や 
屋 

)ガラスのリング 50 

ルビーのリング 500 

虫めがね 200 

虹のかけら 200 

〇ユニコーンの卵 200 

ケ 
I 

まんじゅろ 20 
シヨ—トケーキ 100 

キ 
屋 

0キャンデイ 100 

魔防のドリンク 50000 

商品リスト 

品名 価格 

ブ 丁 

イ 
ツ 
ク 

緑Tシャツ B5 

赤丁シャツ 100 

1ナ_スの服 600 

青Sニスカート 70 

綠ミニスカート 85 

白ミニスカート B5 

ジーパン m 
風のスニー^力一 50 

お 
ち 
ち 
や 
屋 

ガラスのリング 50 

注射器 300 

虹のかけら POO 

ユーコ_ンの卵 POO 

テント 500 

ヶ 

屋 

まんじゅう 20 

シヨー^トケーキ 100 

キャンデイ IDO 

ララゴールド\/ 100 

素早さのドリンク 50000 

スウィ_卜国の中心にある町。 
4人の女神が町にいるので\そ 
のうちの2人を仲間にしよ〇。 
おもちゃ屋に、移動中に着替え 
ができる重要なアイテムのテン 
卜があるので必ず買ラこと。北 
の洞窟の情報を入手し、行<前 
にブティックで装備を整えよろ。 

いちご村〇 

スウイート国の西にある村。 
ランランが山に神殿を作るた 
めに、村の男たちを連れ去つ 
てしまつている。ランラン山 
脈についての情報を集めよろ。 
ケーキ屋では、村の特産物で、 
回復アイテムのいちご大福を 
売つている。 

r —1 |T「 

商品リスト 

品名 価格 
緑Tシャツ B5 

白ブラウス 150 

ブ 赤ブラウス 18D 

イ 
赤ミニスカート 100 1 

白L .スカート 150 

ク 風のスニーカー 50 

〇テニスシューズ 60 

炎のブーツ 100 

お 
ち 
ち 
や 
屋 

テニスラケツト 30 

ガラスのリング 50 

虹のかけら ■ 

ユ_コーンの卵 200 

〇まねかないねこ 400 

まんじゅう 20 

ケ し、ちこ大福 50 
1 
キ 
屋 

シヨ ー^ケーキ 100 

キャンデイ 100 

ララゴ_ルドV 100 

※マップ上の文字は、プ…ブティック、驗…おもちゃ屋、臂…ケーキ屋、女…女神神殿、ぴ.■病院を示しています 
11 



11 八二一嶋::ui 
スウイート国の東にある_。 

ドルマン城はおばけ屋敷のよう 
な城で多 < のカラクuガあり、 
王室まで行 < のは困難。ここで 

メガQらしきものを見たといラ 
情報をもとに城内を探索。ケー 
キ屋では町の特産物で、敵を呼 
び寄せるアイテム、はちみつが 
売られている。レペル上げのと 
ぎに役立つので買つておこう。 

: 賴 
iJl *4aA 

■ IMMI 

呼O 
びお 
害い 
せし 
らい 
れか 
るら 
敵 

商品1」スト 

\ 

C3 わ 
口〇 亡 価格 \ 

口 々 pn 石 価格 

1ブ 
テ 
イ 
ヅ 
ク 

— 

白Tシャツ 85 お 
ち 
ち 
や 
犀 

ルビ^)リング 500 

赤Tシャツ 100 虹のかけら 

> 八ニーの服 4000 ユーコ—ンの卵 EDD 

し青ミニスカート 70 

ヶ 

屋 

まんじゅう 20 | 

赤L .スカート 180 し、ちご大福 50 

ジーパン 200 シヨートケーキ 100 

炎のブーツ 100 ララゴールドV 100 

高貴なパンプス 200 ;はちみつ 300 
おもちゃ 
屋1 注射器 300 

■国 — ■ ■ ■ ■ ~~~ 

カレド村© 

Uゾート国の南にあるカレ 
ド村は旅の疲れを休めるとこ 
ろ。店は一切ないが、大きな 
レストランガある。レストラ 
ンでは、全回復できる料理を 
だだで、食べられる。 

〇ただなので、々子きなだけ食べ 
ることができて、お得だね 

ヮイノ、一町❾ 

fJゾート国の南東にあるにぎ 
やかな邸。遊べる施設がだ < さ 
んあり、カラオケ巳OXと®の 
家ではビジユアルを楽しめる。 
/ \°ー テイのメン/ \一以外の女神 
が町にいるので、メンバーを入 
れ替えることができる。町の人 
から水着コンテストの情報を闇 
いて、出場の申し込みをしよラQ 

その他の施設 

暴カラオケ巳OX 
•ディスコ 

商品リスト 

N 品名 価格 cn ク 叩 k価格 

プ 

綠ビキニブラ 450 お 
ち 
ち 
や 
屋 

マイク 1000 

白ビキニブラ 450 虹のかけら PD0 

青八イレグ水着 ^^55£h ユーコーンの卵 PQ0 

万 

'ン 
ク 

白八イレク水着 y#r85fr まねかないねこ 400 

ジーパン 
r--1 1 —--—■ II - 1 ——d 

200 
ケ 

1 
キ 
屋 

まんじゅう 20 

緑ビキニパンツ 350 ショートケーキ 100 

白ビキニパンツ 350 アップルパイ ■ 

ビーチサンダル 60 ララゴールドV 100 
おも5ゃ 
I ,ろきわ 300 

-二一■ ■■ 

^ 
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第E部パラダイス大陸編 

Iジャカール村® 

Uゾート国の北西にある小 
さな衬。バラダイス大山脈に 
ついての情報が闉ける。大山 
脈に行く前に村で十分に装備 
を整えて\回復アイテム類を 
だ <さん買い込んでおころ。 

.、ベンギン村®?_ 

Uゾート国の北にあるペンギ 
ンだちの衬。アンジェラがを 
攻撃していて、ペンギンに助け 
てほしいと頼まれる。衬には、 
セーターを着ないと入れない洞 
窟があるので、ブティックでセ 
一夕一を必す買ラこと。 

商品リスト 

X 口 办 
ロロ -a 価格 

赤プラウス 190 

白セーター 

ブ 赤八イレグ水着 700 

テ 
イ 青キュロット 230 

ヅ 緑キュロット 260 

ク 赤キュロット 300 ; 

高賨なパンプス m \ 

L.ブーッ 350 

お ルビーの1」ング 500 

ち 
-tr 

ヌンチャク 500 
〇 
や 虹のかけら P00 

屋 まねかないねこ 400 

いちご大福 50 

ケ シヨートケーキ 100 

1 
キ アップルパイ 20D 
【nl 

キャンデイ 100 

ララゴールドV 100 

^ - ■，病院を不しています 
13 

商品リスト 

X 
口 -¢7 ロロ 石 価格 

Q青ブラウス 130 

Q赤セーター 300 

ブ 0青ビキニブラ 400 
mwwm 

メ 黒八イレグ水着 550 

ツ 赤八イレグ水着 700 

ク 白キュロット 26D 

青ビキニパンツ 300 

雪の八イヒール 300 

お 
ち 

ちゃ 
屋 

300 

G黄色い帽子 500 

ルピーの1」ング 500 

虹のかけら 200 

ユニコーンの卵 m 

いちご大福 50 

ケ シヨ—トケ—キ ]D0 

1 1 
キ 「アップルパイ 200 

倉 キャンデイ 1D0 

はちみつ 300 

■_ヶラ_!■ 

ダイナ国の東にある町。地下 
フ□レスガあり、レスラーにお 
金をかけることができる。北西 
の洞窟の物知りじいさんのこと 
や北の橋ガ壊れていることなど、 
た < さんの情報を入手できる。 
また、ここでバーテイのメンバ 
—を入れ替えることが可能。 

その他の施設 

商品uスト 

口 夕 ロロ TJ 価格 
青セーラー服上 1500 

赤セーラー服上 _D 

ブ 青セーラー服下 1000 

赤セーフー服卜 1200 

魔性ボン丁ージ BDDQ 

ク 革靴 250 

L -ブーッ 350 

チャイナ靴 1000 

お ルビーのリング 500 

ち 
ち 
や 

ダイヤのリング 2000 

虫めがね e叩1 

屋 ユニコーンの卵 EDO 

ケ 
1 

いちご大福 50 

アップルパイ m 
キ 
屋 

キャンディ 100 

ララゴールKV 100 

※マップ上の文字は' プ…ブティック、靡…おもちゃ屋' ケ…ケーキ屋、貪…女神神殿、 

〇こんな変わつた場 
所にも店がある 

I - S 
•iav: r •1 . 

-T.li?- 

技 
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令鮮ンライゼ村®馨 
ダイナ国の南にある大きな忖 

で、地下に竜神が眠っている。 

村長から、メガQらしきものを 
竜神に捧げだことや、信者の村 
の情報を入手できる。女神神殿 
のシス5?—か5、女神だちの力 

はみな同じよラに成長させて、 
いつでも仲間を替えられるよう 
にしておいたほラが良いとアド 
バイスを〇ける^ 

商品1Jスト 
1 V 

1 X, ^ 夂_ 

DP 亡 価格 口 ^<7 
口口 -u 1価格 

■T 

赤セーラー服上 2000 お 

ち 
や 
屋 

虹のかけら PQ0 

青チャイナ服 3000 ユ_コーンの卵 200 
フ 
テ 
イ 
Wf 

ク 

白チャイナ服 3500 まねかないねこ 400 

赤セーラー服下 1P0D 

ケ 
1 
キ 
屋 

いちご大福 50 

しブーッ 350 アップルパイ 300 

チャイナ靴 1000 キャンデイ 100 
ぉ 
ち 
や 
屋 

厶チ 1000 ララゴールドV 100 

八ーブ E0D0 はちみつ 300 

テイラノの森❿ 
ダイナ国の北のティラノの 

森を奥に進むと、プチメガが 
住んでいるフチメガの森があ 
る。森の神殿にはマ▽プチが 
いて、アンジェラを倒す芒め 
のアドバイスを受けられる。 
なんでも屋では、寝だ状態の 
味方を起こすアイテムの目覚 
まし時計を売つている。ここ 
でしか売つていないので、だ 
<さん買っておこう。 

アップルパイ 200 

な 
ん 
で 

屋 

スイカ大福 300 

虹のかけら PDD 

ユーコーンの卵 EDO 

目覚し時計 1000 

ダイナ国の西にある信者への 
道で女神に関する問題に答えら 
れると、信者の村へ行<ことが 
できる。この村はとくにゲーム 
の進行とは関係な<、村人は女 
神の信者だち。村の北には温泉 
があり、バスタオルに着替える 
と入ることができるが、効果は 
ない。病院では、女神様かe>お 
金は取れないといろことで、た 
だで治療してもe>える。まだ、 
ブティックの店員から、服が増 
えても、お金ほしさに売らない 
ほうがいいとアド/彳イスされる。 

その他の施設 

•温泉 

商品リスト 

\ 
口 心 
ロロ ¢3 価格 \ 口 々 

PP 価格 
バスタオル 3000 お 

ち 
ち 
や 
屋 

ワイン 5DD0 

青チャイナ服 3000 虹のかけら PQ0 
フ 

イ 
ツ 
ク 

情熱ボンテージ 5000 ユーコーンの卵 

緑ボデイコン 圆a まねかないねこ 400 

ァSタイツ 1000 ケ 
1 

キ 
屋 

いちご大福 50 

雪の八イヒール 300 アップルパイ 200 

チャイナ靴 1000 スイカ大福 300 
おもちゃ 
屋 ムチ 1000 

H —" 
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第2部パラダイス大陸編 

クツキー 

メルペン村の西にある村。サ 
ウナがあり、バスタオルに着替 
えて入ると、魅力が上かる。村 
に/ テイ以外の女神がいて、 
/ X—テイのメン/ を入れ替え 
ることができる。 

，':ぬ 在、.ク!m 
... 

•^-r- 4 r 

その他の施設 

♦サウナ 

1 商品1Jスト 

\ 
ぐ on -a 価格 

バスタオル 3000 

iブ 
空手着 10000 

テ 

イ 
赤ボディコン 30000 

ツ 黒八ラの着物 40000 
ク 空手のズボン BQ0D 

そろり 300 

お 
ち 

かんざし 1000 

誠の剣 10000 

ち 
や 
屋 

虫めがね 20D 

虹のかけら 200 

ユーコーンの卵 goo 

まんじゅう 20 

いちご大福 50 

シヨートケーキ 100 

キ 
虐 

アップルパイ 200 

スイカ大福 300 

グSグミ 500 

はちみつ 300 | 

メルヘン国の北にある町。 
やS メガの/ \ステルによって 
は落書きをされたよラな状 

態になっている。建物の中に 
入れす、店で買い物ができな 
い。シスターから、ペンギン 
の力をかりてバステル城に渡 
れといラアド/彳イスをもらラ。 

， . 分::紐 

顧 m 
；.：：：：/； 

m：： A み㈣ 

@ 
説；.》 

1! 
胃vu, 免 

，二::1 

r~~ 

KU5ン町® 
ぃ•似い，,'‘•ン•し•’ぃ- ‘ ' »•'•：■ •. ' 

メルヘン国の東の砂漠の中に 
ある大富豪シークが治める村。 
シークの屋敷で5ス_ / \°ラタ'イ 
ス•コンテストがあるといラ情 
報を入手できる。カラオケB0 
Xで歌うと、スカウトされてコ 
ンテスト出場の許可をもらろ。 

その他の施設 
"'£"5*^5^ .ぐ1 V，•'ベ，'乂.兵卜卜i:1 J'；j 

カラオケBOX 

广rram^,, ：i.l.A^.^li,., a rmmr . v 

口 々 
ロロ ％ 価格 \ 

口 や 
an 石 価格 

イ 
'ン 
ク 

空手着 10000 お 
ち 
ち 
や 
屋 

マイク 1000 

黒ポディコン 25000 ダイヤのリング mn 

アイドルドレス 30000 虹のかけら eoo 

神秘の着物 45000 

1 
キ 
屋 

アップルパイ 卜pm 

空手のズボン t昍00 スイカ大福 300 

ぞaり 3DQ : キャンデイ 100 

雪の八イヒール 300 グ三グミ 500 

アイドルの靴 5000 知性のドリンク 5000D 
洗ちャ 
思 せんす 900 

——-—-—-~~- 
_.~*~~*―—~* ■1 _ ■ ■  ―■―*— 

女神神殿はほとんどの町や 
村にある。一度行つだことの 
ある町や村な5、女神神殿を 
通じてワープすることができ 
るので、アイテムや服を買い 
揃えるとき(こ便利だ0シスタ 
一は、その町や村でするべき 
ことや、敵についての情報な 
ど、ゲームを進める際に役立 
つアド/ \イスを教えて <れる。 
ワープする必要が無い場合で 
ち必す女神神殿に立ち寄り、 
シスターの話を聞こ〇。 

〇忘れがちだけどシスターの話 

をちゃんと聞いておこう 

※マップ上の文字は、プ…ブティック、翁…おもちゃ屋、ケ…ケーキ屋、貪…女神神殿、ぴ■■病院顧…なんでも屋を示しています 
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さ5われた人な£ランランか5软い出す 
リンリンがパラダイス大陸へ 

渡ると早々に、リンリンを宿命 

のライバルだと思い込んでいる 

ランランが登場する。ランラン 
が、山に自分の神殿を作るため 

にさらっていった人々を救い出 
すのがここでのg的となる。 

ここからは、3人パーティで 

戦闘を行う。魔法は、3人とも 
攻撃魔法と補助魔法の両方を持 

たせて、特殊能力は3人それぞ 
れに違ラ種類の能力を持たせる。 

入手できる魔法 

名前 入手で芒る場所 

ピカピカ1 バニラ村の右上 

スカスカ1 バニラ村の左下 

へ口へ口1 マロン町の右下 

ゴーゴー1 マロン町の上 

メラメラ1 マロン町の右上 

カチカチ1 いちご村の左にある小島 

フルブル1 いちご村の右上 

スカスカe ランランの山脈の入口 

キラキラE ランランの山脈の中腹 

八シ八シ1 北の洞窟1階 
ゴ•コ„2 大神殿の外 

ランランの山脈 

北の洞窟 
#-• 
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育年を助け出す 
ランラン山脈の頂上にたどり 

つくと、いちご村の男たちは働 

かされ、バニラ村の青年はラン 

ランに厶チで叩かれている。ラ 

ンランを倒してみんなを助け、 

ランランの小屋で牛鍋を入手。 

れ〇 
、縛 
いら 
たれ 
いて 
tz A 
しチ 
いで 
姿叩 
にか 

いちご村の男たちはランラン 

によって連れ去られており、村 

の人々は困り果てている。いち 

ご村の北の山脈にランランが神 

殿を作っているという情報を入 

手し、村の店で装備を整えてか 

ら、ランラン山脈へ行こう。 

〇ャミメガ候補生と言えども、魔法 

が1吏える，あなどれない相手だ 

マロン町で北の洞窟のおじさ 

んの情報を聞いて、行ってみる 

と、北の洞窟の地下1階には、 

服をリフォームしてくれる店が 

ある。】00ピコ払って赤丁シャツ 

と情熱のブルマを店のおじさん 

に渡すと、新しい服を作ってく 

れる。リフォーム屋はここ一軒 

だけしかないので、必ず行こ 

〇わざわざ立て看板を店の前に出す、 

お客さん思し、のやさしいおじさん 

〇リフォーム屋はここだけどんな服 
にリフォームしてくれるのか楽しみだ 

H PH 200 
人間 

ヤSメガ候補生のランランは 
ムチでの痛接攻撃と魔法攻撃を 
して<るか'攻撃力は低い。ラン 
ランはキラキラの魔法に弱いの 
で、バーティメンバーの中でキ 
ラキラ2を使ラキャラは、赤丁 
シャツとジー/ \ンを装備して女 
神力を上げておく。他のメンバ 
一は、ランランに効きづらいゴ 
ーゴー以外の魔法で攻撃する。 
さらに、スフツシュPドツチボ 
ールといつだ特殊能力で攻撃し 
ながら、回復していけば、ラン 
ランを楽に倒すことかできる。 

服をリフオ， 

第2部パラタイス大陸編 

いちご村で情報収集 薄年がさらわれる 
;• .： ■■■ •- “ I .1 v (’••• | I 1 T ; r ； . ■: i-B■ , •' ■ ' 1*1 • • . 

iご：i i: :■ I . ，-. • :: •::やi:令 

バニラ村で、リンリンを助け 

てくれた青年（ゲームを始める 

ときに入力した名前の人物）を 

リンリンの恋人と勘違いしたラ 

ンランは、青年をさらってしま 

ぅ〇バ 
ウイート国の町や村でランラン 

に関する情報を集めよラ ン 

ランは、この先ずつとリンリン 

の邪魔をする。 

I 

〇 

たン 
もの 
の勘 
r ^ '. Jfi た迎 
い 

4 MP tMi Ml 
マロン町へ行くと、4人の女 

神がいるので、そのうちの2人 

を仲間にしよ3。女神は仲間に 

したと芒に、ステータスの変化 

がない自分の服を着ている。ブ 

テイックで服を買って着?1えよ 

う。魔法も覚えていないのでリ 

ンリンの覚えてし、る魔法を振り 

分けたり、マロン町のプチメガ 

を見つけて覚えよろ。 

Of中間にする気がなくても全員と話そ 

う。1青報を入手できるときがある 

〇村に残された女たち 
は困り果てている 

17 



ランランの小屋で入手した牛 
鍋を使って、道をふさいでる牛 
をおどかすと牛が逃げて行ぎ、 
八ニー町へ行けるようになる。 
八ニー町で情報を集め、装備を 

整えてドルマン城へ行こう。 

ち 

つ鍋 
ぞに 

、者 ハ“ 
と込 
驚ん 
かで 
す食 

wm 

フライ大 HP.OTQ 

人間 

w 

ドルマン城は落とし穴のトラ 
ップがたくさんあり、宝箱を取 
るのが難しい。最上階にフライ 
大王がいて、攻撃を仕掛けてく 
る。倒すとヤミメガのアンジェ 
ラが現れ、城にメガQがないと 
わかると去っていく。 

フライ大王は、蹴0と体当 
たりの直接攻撃をして<る0 

フライ大王にはキラキラが効 
くのでキラキラ2を使う人は 
赤色の服を着て、女神力を上 
けてお<。防御力は他のメン 
バーにカチカチ1をかけても 
らいカバーする。他のメンバ 
一は青色の服を装備しよラ。 

〇フライ大王の蹴りが入った 

〇 

又 
な 
が 
ら 
体 
当 
た 
り 
さ 
れ 
る 

八二一町の住人から、ドルマ 
ン城でメガQらしきものを見た 
といラ情報を聞さ、城へ向か5, 

ドルマン城に出る敵は幽霊ばか 
りで、攻撃力が低いわりに経験 
値が高い。レベル上げに最適だ, 

ドルマン城をクリアすると、と 
なりのリゾート国へ行ける。 

11/ 

y 

城 
in 

プ 
入手できる魔法 

名前 入手で吉る場所 

ゴロゴロ E 八ニー町の左下 

ネムネム2 八二一町の右上 

トラップだ5けの幽霊喊へ潛八J 

り令 

耕 
r 

+W. ! : • .L ! 
:，り 丁..ぃ，ナ王。觉紙と 
子--•飞れ••ハケ! 

卜「■ - / ? ^ j • c ’ •.夕 - -p f :* •- ^ t X ■ f r ■■■ 

霊城の最上階へ 

で牛をどかせる 牛 
2階 

※地下—階の階段を上ると、—階の壁の外側へ 
出る。マツフ上の矢印のとおりに移動すれば、 

壁の内_にもどることができる。 

18 



海賊船1ップ 

ノて_ 

地下 
2階 

廳ォブライト 
HP-3000 
人間 

オフライトは、体当たりの直 
接攻撃とナイフを振るつての間 
接攻撃の2種類をして<る。才 
ブライトにはキラキラ2ガ有効。 
ほかにちレペル2の魔法な6ダ 
メージを与えられる。パーテイ 
全員にイケイケ2をかければ楽 
に倒せる。青色の服を装備して、 
防御を上げておけば万全だ。 

て0 
のナ 
全彳 
体フ 
攻を 
振 
る 

た 
当 
た 

と攻 
な撃 
いは 

ワイ八一町で水着コンテスト 

に参加する。そして、船に乗り 
海賊オブライトを倒し、Eつ目 

のメガQを入手する。このあた 

りから敵が強くなってくる。 

ワイ八一町で水着コンテスト 

があり、ランランもコンテスト 

に参加する。町で優勝商品は水 
晶だといううわさを聞ぐ。水晶 
がメガQなのかどろかを確かめ 

るためコンテストに参加しよう< 

コンテスト会場に行くため船 

に乗り、主催者に話しかけると 

主催者の正体は海賊の酌のオブ 
ライトであることが分かる。リ 

ンリンは牢屋に閉じ込められて 
しまろが、バニラ村の青年に助 

けてちらろ。オブライトを倒す 
と美のメガQを入手する。 

〇水着コンテストは墟だった。ちよつ 

と残念だが、気をとりなおそう 

入手で杏る魔法 

名前 入手でさる場所 

へ口へ口2 カレド村の犬小屋の中 

ピカピカe カレド村の右上 

イケイケp カレド村の左下 

メラメラe ワイ八一町の浜辺 

八シ八シ日 ワイ八一町の畑の中 

ブルブル2 船の中のオブライトの部屋 

第2部パラタイス大陸編 

水着コンテストの甘レわなg<r? 

コンテスト主催者の正体 

7}(着コンテストに出 

If フ 

aMi’AII 

vf^H-i 

iiir 
iitr>Tu_-. •へ 

0 r / 
.:たu-r ^^srr^i 

-V. s I -母、 
1 _ 一 ，， 

-■ -at 1...■!■ 

I : . V n \ ， 

‘ 芦；一」^ 
„ .:フrrTr- -7.二 p . 
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がいるので、話しかけよラ。最 
上階でアンジェラを倒して、ぺ 
ンギン村に戻ろうとすると、ア 
ンジェラに化けたランランがリ 
ンリンからメガQを奪う。 

■■1 

リゾート国から北へ行くとべ 
ンギンがいて、ペンギン村へ案 
内される。アンジェラのくじら 
戦艦がペンギン村を襲っていて、 
アンジTラを倒してほしいと頼 

まれる。くじら戦艦までペンギ 
ンたちが自ら橋になってくれる。 

〇アンジェラのせいで村はボロボロ 

不発弾があちこちにころがっている 

iKgBn 
观離池織為齡18 

gyww 

llば如轉!綱it 
くじら戦艦の中はアンジェラ 

城になっていて、地下1階には 
昔くじらに飲みこまれた元勇者 

アンジェラ HP •棚0 
人間 

ヤ5メガのアンジェラは、全 
体攻撃と単体攻撃の2種類の魔 
法による攻撃を彳士掛けてぐる。 
ノ X二一の服とルビーのリングを 
装備して、魔法防御を上げてお 
<こと。アンジェラには、レべ 
ル3の攻撃魔法か特殊攻撃が有 
効。パーティメンバーのラち2 
人を攻撃専門、1人を回復と補 
助専門にする。攻撃する2人に 
イケイケ2をかけて、ターンご 
とに回復すれば戦闘が楽になる, 

ここでは、ペンギンに頼まれ 
て、ペンギン村を襲ったヤミメ 
ガのアンジェラを倒すことが目 
的。ところが、メガQを奪われ 
るといろ八プニングが起こる。 

入手できる魔法 

名前 入手できる場所 

カチカチ2 ペンギン村の左上のほこら 

ゴロゴロ 3 ペンギン村の氷のほこらの奥 

バシバシ3 アンジ1ラ城の3階の右上 

ペンギンた5餓け砍めアンジIラ韻す/ 

アンジH=城rYmプ 
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第E部パラダイス大陸編 

S) 六山飈萑越スLてダイナSへ 
# •——--- 

リゾート国からダイナ国に行 
くには、パラダイス大山脈を越 
えなければならない。パラダイ 
ス大山脈の頂上に住む兄弟の妹 
がマ八ラジャにさらわれる。リ 
ンリンは兄に妹を助けてほしい 
と頼まれる。パラダイス大山脈 
は上りと下りがあり、かなり広 
いので、行く前に必要なアイテ 
厶を買いそろえておこラ。また、 

大山脈には宝箱やブチメガの巣 
がたくさんあるので取ろラ。 

入手で迕る魔法 

名前 入手で吉る場所 

キラキラ3 ジャカール村の上 

スカスカ3 ジャカール村の右下1 

ネムネム3 パラダイス大山脈の上りの中腹 

メラメラ3 パラダイス大山脈の頂上 

へ口へ口 3 パラダイス大山脈の下りの中腹 
〇大山脈に出る怪獣は山賊ばかりで、 

倒したときに得られるお金が多い 

羞 

k:ノ颂 1 

し 

! V.: A,{•女.:i 

へ.,ば 

パラス大山騸(上1JRiyプ- 
■ ■ 9 

▲崖 
/v；：m 
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〇バニラ村の青年にまた会える またもやランランに牙B魔される 

ドラゴンライド村にある竜神 

のほこらに3つ目のメガQがあ 
る。だが、またもやランランに 
メガQを奪われてしまう。これ 
で、ランランはeつのメガqを 
持っていることになる。ダイナ 
国の町や村で情報を集めよう。 

入手できる魔法 

名前 入手でぎる場所 

イケイケ3 卜Uケラ町の右上 

ピカピカ3 トリケラ町の左上 

ゴーゴー3 北西の洞窟の1階の左下 

カチカチ3 北西の洞窟の1階の真ん中 

ブルブル3 北西の洞窟の地下丨階の右下 

カチカチ4 ドラゴンライド村の左下 

メラメラ4 竜神のほこらの右下 

A 

山に住む男の頼みを聞< f 
ダイナ国へ行くために、パラ 

ダイス大山脈を登っていこラ。 

山脈の頂上に着くと、ヤミメガ 
のマ八ラジャが、頂上に住んで 

いる兄弟を襲っているところに 

出くわす。マ八ラジャは、その 
妹のぼうをさらっていく。リン 

リンは、傷ついて動けない兄に 

妹を助けて欲しいと頼まれる。 

兄から小屋の鍵をもらい、鍵を 
開けるとパラダイス大山脈を下 

る道に通じる。あとは、大山脈 

を下ってダイナ国へ行ころ。 

〇マハラジャは女の子をさらって、な 

にをするつもりなのか 

パラSfス大麵下リ)❿プ 

〇 竜神に祭5れたメガQgiRytどすr? 
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第2部パラダイス大陸編 

神のほこらへいくと、ランラン 
がいてメガQを取られて《ノまう。 

ランランのしもべのプルパワー 

と戦ラと竜神が起吉て飛び去つ 

てしまい、村がボロボロになる。 

トリケラ町では、いろいろな 

情報を入手できる。地下プロレ 

スにいる青年からは、町でラン 
ランを見かけたことを聞く。町 
の人からの情報で、北の小島に 
は森とマ八ラジャ城があるが、 

北の橋が壊れていて行けないこ 
とを知る。また、北西の洞窟に 
は、ものしりじいさんがいると 

いうので行ってみよう。 

ドラゴンライド村で、地下に 

いる竜神に、メガQらし吉もの 

を捧げたといラ話を聞ける。竜 

ルパワー HP-5000 
人間 

フルパワーはバンチと体当だ 
り攻撃をして<る。青色の服を 
装備して防御を上げて、カチカ 
チ4の魔法をかける。フルバワ 
—にはキラキラ4の魔法が効 

〇ブルバワーは7ロレ 

スラ—みたいな奴 
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ここでは、マ八ラジャ城へ行 

き、マ八ラジャを倒して、さら 
われた妹を救うことが目的。途 

中、テイラノの森にあるブチメ 
ガの森へ行き、ママプチに会つ 

て、マ八ラジャを倒すためのア 
イテムをもらう。また、ダイナ 
国の西の小島に信者の村がある。 

〇マノ、ラジャのとなりにはメガQがあ 

る。こんどこそ取り戻せるのか？ 

m 
- 

入手で去る魔法 

名前 入手でぎる場所 

へ口へ口 4 テイラノの森のプチ神殿の2階 

ピカピカ4 テイラノの森の真ん中 

ゴロゴロ 4 信者への道の通路 

イケイケ4 海底トンネルの通路 

キラキラ4 信者の村の右上 

ネムネム4 信者の村の右上 

スカスカ4 信者の村の中 

コーzi -4 マ八ラジャ城の地下丨階の左上 

バシ八シ4 マ八ラジャ城の3階の左上 

□ 7八ラジャにさ5われた妹§助け出す 

::.華^^ 

ry八ラジセ城rvuフ 

i I 4-i JiJ- afcfcfc-fc-fcLIr— --1 tJ-J-J I _ If J „ 

I In —JkL. L t t r —.1 ■ 4蜷鼸,,羼■ 画轉_ 1 J — M 
_li-o' 
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第2部パラダイス大陸編 

•- 
僵者への道2ップ 

海底!-フネル：2ップ 
# 
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テイラノの森へ飛ばされたら 

すぐ森から出ないで、森の奥へ 

進んでいころ。プチメガたちが 

住む、プチメガの森にたどり着 

く。中央の神殿にいるママプチ 

に話しかけよう。すると、マ八 

ラジャ•タイフーンを効かなく 

するアイテムを手に入れること 

がで吉る。 

〇テイラノの森の入Qに飛ばされる 
ここから奥に進むとフチメガの森 

D 

〇ヤミメカのせいで、森の仙物/ちか 

暴れるので、ママプチは[彳|，ている 

女神信者たちの村へ 
信者の村へ行くには、信者へ 

の道を通らなければならない。 

信者への道では、女神天国に関 

する問題が出題される。問題に 

正解すると女神の信者と認めら 

れ、信者の村への道が開かれる。 

村の人に話しかけると、女神に 

対する思いを聞くことができる。 

ダイナ国でのイベントをすべて 

クリアしたら、東の海底トンネ 

ルを通り、メルヘン国へ行こ5。 

〇もし外れても、また話しかければ同 

じ問題を出すので、何度もお粥できる 

〇女神の信者たちは、面白いことを話 

す。失礼なことを話す信者もいる 

マ八ラジャ HP，6000 
人閫 

フ/\ラジャは、魔法とムチで 
単体に対して攻撃してくる。ど 
ち5の攻撃ち同じぐ6い強力だc 

/ティ全員にカチカチ4をか 
ければ大ダメージを防げる。油 
断せすに夕ーンごとに回復しよ 

ぅ。フ八ラジャは魔法防御力が 
高いので、魔法攻撃は避けよラ。 

i tーティの〇ち2人はラ1」アー 
卜やF1アタックなど攻撃力の 
高い特殊攻擊を使し\、1人は 

助と回復にまわろう。 

再び7ハラジャと対決 1 

プチメガの森を出て、再びマ 

八ラジャ城へ行こう。城の1階 

にいるマ八ラジャは、またマ八 

ラジャ•タイフーンをかけてく 

るが、効かないことがわかると 

最上階へ逃げてしまう。最上階 

へ行くまえに地下1階へ行く。 

左上の部屋に、さらわれていた 

妹がいるので助けてあげよろ。 

そのあと最上階へ行き、マ八ラ 

ジャを倒すとメガQを手に入れ 

ることがでさる。だが、ヤミメ 

ガのパステルが突然現れて、メ 

ガQを横取りしていく。 

〇タイフーンが効かないと分かると 

リンリンは調子にのって強気になる 

マノ \ラジャ城に 難 
竜神のほこらのイベントをク 

リアすると、北の小島へ行く橋 

が掛かる。橋を渡って、マ八ラ 

ジャ城に行こう。城の1階で、 

マ八ラジャに話しかけると、マ 

八ラジャ，タイフーンでティラ 

ノの森へ飛ばされてしまラ。 

〇タイフ—ンで|気に 

吹き飛ばされてしまう 

〇少しだけ、M法での 

〇部屋のベッドで寝て 
いるので、助けよぅ 
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韻 メガQ探しの旅はいよいよ佳境へ… 
これまでに入手しだ、あるいは 

奪われだメガaを整理しよラ。1 
つめは聖女神学園の女神神殿に保 
管してある。2つめは海賊オフラ 
イトか&入手しだが、アンジェラ 
城でランランに奪われる。3つめ 

は竜神のほこらに祭られていたが、 
ランランに奪われるQ 4つめはマ 
ノ\ラジャガ持つていだが、バステ 
ルに奪われる。つまり、リンリン 
が1つ、ランランが2つ、バステ 
ルが1つメガQを持つている。 

クレヨン町で、晴の人かe>バス 
テルに関する情報を集め、バステ 
ル城へ渡ろラ。そのあとには、最 

終決戦の地であるヤミVマ城が控 
えている。ランランとは、まだど 
こかで戦ラことになるはすだ。 

W 

〇町中落書きをされたクレヨン町 〇パステルは幼いが' 知能指数が高い 

シークの屋敷lu； 

一路シークの屋敷へ 
シークの屋敷へ行くと、コン 

テストの準備が着々と進んでい 

る。2階は、コンテスト参加者 

の控え室で、更衣室もある。こ 

こで、魅力の高い服に着替えて 

おこう。3階へ行き、シークに 
話しかけるとコンテストが始ま 
る。コンテストが終わると、シ 

ークの部屋に呼ばれる。シーク 
から、コンテストを開いた本当 
の理由は、女神を探すためだっ 
たと知らされる。そこでパステ 
ルに苦しめられているクレヨン 

町を助けてほしいと頼まれる。 

ミス•パラダイス，コンテス 

卜に参加して、シークの頼みを 
吉いて、クレヨン町へ向かう。 
ゲームは終盤に近づくので、リ 

ンリンと4人の女神のレベルを 
均等に上げておこう。 

入手でぎる魔法 

名前 入手でぎる場所 

ブルブル4 クッキー村の下 

スカスカ5 クッキー村の上 

メラメラ5 ドリミン町の右上 

カチカチ5 ドリミン町の中 

へ口へ口 5 シークの屋敷の2階 

カラオケBOXで歌ラ 
メルヘン国の町や村では、シ 

—クの屋敷で行われる、ミス， 
パラダイス*コンテストの情報 

を入手できる。ドリミン町にあ 

るカラオケ巳OXで歌えば、コ 
ンテスト参加を認められる。 

第2部パラダイス大陸編 

yj ミス•パラダイス•コンテストで優勝する!? 
〇ヤミメガを倒せるの 

は、女神だけらしい 

〇やっぱりリンリンは 

I番かわいいのだ 

〇カラオケで歌ぅとビ 
ジユアルが見られる 
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