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CO.,LTD. and RED COMPANY CO-LTCL KONAMI CO.LTD, and RED COMPANY CO.LTD, reservi 
jointly or individually, all the copyrights/trademarks and other properties with respect to this game.、 
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STORY 

かがぐぎじゅつ けん まほう な ゆ がご ゆ じだい 

まだ科学技術が剣と魔法という名の揺り籠に揺られていた時代。 

たいりく ちゅうおうぶ いち おうこく 、 

ザルドス大陸では、中央部に位置するオルカディア王国（Orcada)が 
しゅうへん こっか つぎつぎ げきは たいりく とういつ かんせい 

周切の国家を次々と撃破し、大陸の統一を完成させていた。 

そんな中、剣の使い手として名高い若き近衛騎士団長 

クリストファー=マクラウド(Christopher MacLeod)は 

奇妙な命令を受け戸惑っていた。 
とつぜんこんと〇 お5 いのち す < < す〇 たんさ< 

それは、突然昏倒したオルカディア王の命を救う薬の棟索という 
きんきゆう じゆ5よう さくせん 

緊急かつ重要な作戦に、 
みんかんじん としは おんな こふたり 

民間人を、それも年端もいかない女の子2人を 
ぱう，I 

同行させろといラものであった••ち0 



匕:こ;，狼 

おうこく fcいGぐ ち味う® 3 いち 色つとはつてん くに さか しゆ3へんちいきがい 

オルカディア王国はザルドス大陸のほぼ中央に位置む、最も発展した国として栄えていますが、周辺地域外 

には未知な世界が広がります。内陸部は険しい山々がそびえ奥深い森におおわれているとされ、果敢な航海 

士に伝え聞くところによると、海の彼方には他にも大陸があると言われています。 
こうざん 

トライポンド鉱山 

おうC くしゆうへんち 

オルカディア王国周辺地® 

トライン 

パルメ 

ドIJフの森 

ミツドモネ 

ロンドの橋 

I y.'」 



し抄じんこ5 mく このえきしだんち■ょラ こんとう お，•，■い疫ちすく _ほし.なみだ 

プレイヤーは主人公であるオルカディア王国の近衛騎士団長として、昏倒したオルカディア王の命を救うr星の涙」 
なぞ さが ぼうけん■しゅっばつ とき，なみだ ほうざょく も え5 右の.にん 

という謎のアイテムを探すべく冒険に出発します。プレイヤーは「刻の涙」という宝玉を持つ選ばれし者5人のなか 
めい X^UJ： かすかず ZhTふh n こ ぼし なみだ 3が 

から2名と一緒に、数々の困難を乗D越え「星の涙」を探していきます。 
こ3どう かいわ せんたく いっしょ ぼ5げん い $5いて へんか 

このゲームはプレイヤーの行動、会話の選択、あるいは一緒に冒険に行く相手によってエンディングが変化する、マ 
ほうし5 :まう：tん と:ちゅう なかま ひとり いっかい へんこう 

ルチェンディング方式になっています。冒険の途中で仲間の1人を、一回だけ変更することもできるので、プレイを 
く かえ たび あ6 も.®がたり 诂じ 

繰り返す度に新たな物語が始まるはずです。 

このゲームは□—カル艾ップモード（LM)、ワールドマップモード（WM)あるいは全fls：マップを繰り返しながら、 
ぼうけんちゅう 恶 せんとう しんこう. こ： そうび 

冒険中に起こる戦闘やイベントをクリアしていくことで進行していきます。また、キャラクターごとに凝った装備も 
ぼうナん■いかい たの 

ドなど冒険以外の楽しみもあり 装備状態をコレクシヨンできる記念写真モ あり、それらを装着させる装備モード 
まな。 

^ jm ^突猶だが■ 
vc n加ら出発¥备輛めmmriz 

行しc塚しい, 

:X ぼラ1ん.あor 

^をifする 
■:つ::を■ :■：：■■■；■ノ ■■:，■■■■■■■■■■■:■ ■ ■; f.；. .： ? ? ^ . ■:■人■■■ ■■■ 

カルマツプモ-ド 

P8を参照 
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馨アナ〇グ3ントローラ 

L2ボタン 
みつめてモード/キャラクターの縮 

|RSポタン A1ボタン ： 
1みつめてモード7キャラクターの太 

がめん 

みつめてモード/画面スク□ール 

みつめてモード/画面スクロー ル 

ほ 

方向キ 
tiんたくし せんたく 

コマンド、選択肢の選択 

LMモード/キャラクターの移 
どう せうこラ .^ はし 

動、方向キー+@ポタンで走 

るみつめてモード/力一、ジ）レ移勤 

©ポタン 
コマンドメ 

セレクトボタン 
おんな こ せんたく 

女の子の選択 
スタートボタン 
ゲームのスタート、装備モード 

からみつめてモードに切 

ユ 

ひら 

を開く 

せんたく せA■たくし 

選択したコマンド、選択肢の 
けってい おく 

決定。メッセージ送り 
■;iな たからばこ 

LMモード/言舌しかける、宝箱、 
いし±うぱこ あ 

衣装箱を開ける 

©ポタン 
宏叉 

@ポタン 
おな そラさ 

®ボタンと同じ操作 

コマンドキャンセル、前の 
ちど 

メニューに民〇 
しゅ：、ばつ まち 

WMモード/出発した町に 
ちど 

戻ることができる 

も いしょうかザ がめんひ$うじ ：ポあハ お< 

*持っているアイテムや衣装の数が、1画面で表示しきれなくなった場合のみR1、L1ボタンのぺージ送りができます 

•アナログモード（LED表示赤色）には対応していません。デジタルモード（LED表示消灯）でプレイしてください。 
しんどう 咨めう たいおう 

•バイブレーション（振動）機能には射応していません 

•コントロ 
かく P<t?0 33U 

各ポタンの役はアナログコント□—ラと同じです。 
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深響欲1 

ペコうり ほんたい さしこみ 

はじめにメモリーカード（別売）をプレイステーション本体のrメモリーカード差込 
©と 傾じ 

口1」jこセットします。KCE Shinjuku□ゴの後にオープニングアニメが始まり、 
終了後ゲームタイトル画面になります。画面にしたがつてスタートボタン（©ボタン） 
を押します。 
B ¢"5 t'i 

【注意】メモリーカードがなくてもゲームはできますが、セーブができませんのでご 
うU 
注意ください。 

PV$H STM" ::參 

さいしよ 

NEW GAME :最初からゲームをプレイします。 
ばあい ぜんなVi さいかい しゅうめいこう £Jこな 

CONTINUE :セーブしたデータがある場合のみ、前回セーブしたところから再開します。2周目以降のプレイを行 
あい せんたく さい そうび お:んな こたち こラかんど も こ 

う場合もここを選択します。その際、装備と女の子達の好感度は持ち越されます。 
3¢ラかんきようせってい へんこう せっていご がめん もど ：せって^ へんこう ち№5 

OPTION :ゲーム中の環境設定の変更ができます。設定後はタイトル画面に戻ります。設定の変更はケ_ム中 
おこな くわ せつめい さんしよう 

でも行うことができます。（詳しい説明はP14を参照） 
なま瓦 |Cr^O0rf；< 

•名前の入力 
がめん せんたぐ つぎ なまえに№5りよくがめん しゅじんこう 

タイトル画面で「NEW GAME」を選択すると次に名前入力画面になります。主人公 
なまえ もじいない にゅう〇よ< 

の名前（5文字以内）を入力していきます。 
33 けってい 

、キーゼ5：方したい女字に力ーソルを合わせて®ボタンを押して決定していき 
もじ ま3が にゆうりA くいち しゅうせい もじ もど あヒ 

ます。文字を間違えたときは入力位置を修正したい文字に戻して、力ーソルを新 
にtoうりよく もじ あ にゅうりよく um 

たに入力したい文字に合わせて入力し直します。 
なまえ彳こ睁う〇よくかんりよラ せんたく けつてい c I 

2、名前の入力が完了したら、カーソルで「0K」を選択して決定します。その後ケー 
はじ 芑じに¢30よくご お 

ムのプロ□ーグが始まります。（文字入力後はSTARTボタンを押してもプ□□— 
はじ 

グが始まります。） 

■ゲームを終*>る方法 

.にごうりょく 

カナ：カタカナの入力 
えいすう 

英数マーク：アルファべット、 
1うじ きごうに*うりパ 

数字、記号の入力 
と 

プレイをやめるときは、電源を切る前にディスクホルダーを開けてディスクの回転が止まってからVディスクを取り 
出して電源を切るのが正しいやり方です。先に電源を切ると回転が止まりませんので、ディスクを取り出すときに傷 

つ おそ 

を付けてしまう恐れがあります。 
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かくま■ち きかしI 

LMモードの各町やダンジョンにある「プリントステーション」という機械で、セー 
迁ねんしやしん と 芒かい まえ ft 一 33 

ブ、□ー ド、記念写真を撮ることができます。この機械の前に立って®ボタンを押す 
きねんしゃしA, せんたく ひようじ 

と「セーブ■□ー ド，記念写真」を選択するメニューが表示されます。 
ちゅうい 
【注意】メモリーカードはあらかじめ「メモリーカード 

さしこみぐち さ t. 

差込口1」に差し込んでおきます。「メモリーカード 
さしこみCち. .たいお3 

差込口 21には対応していません。 

蓿施設のカウンターの► 
横にあるのがプリントス 
テーシヨンの金体です 

_セーブ 
パ せんたく お 

メニューから「セーブ」を選択し®ボタンを押します。ファイルメニューからセ_ブ 
せんたく がめん しじ にんし1■ •いち 

するファイルを選択し、画面の指示にしたがって任意の位置にセーブしてください。 
さいだい かしょ おこな 

セーブはメモリーカードに最大3箇所まで行えます。 

#〇 
tfめん 

□—ドはタイトル画面の「CONTINUE」と、プリントステーシヨンのメニューから 
ゼんfc< . K おこな 

「口ード」を選択し®ボタンを押すことによって行います。ファイルメニューから□— 
せんたく _ けっていご さいご 

ドするファイルを選択し、®ボタンで決定後口ードします。最後にセーブしたプリン 
まえ 亡い■かい 

トステーシヨンの前からゲームが再開されます。 

をねん.しゃしん - 

__認写真 
きねんしゃしん せんたく I おきねんしゃしん 

メニューから「記念写真」を選択し®ボタンを押すと、記念写真モードになります。 
^ し.ゃしんと はみ 

®ポタンを押すことによって写真を撮り、アルバムに貼って観ることができます。 
■きねんしゃしん S すう さつzい 

記念写真は持っているフィルム数だけ撮影できます。 
しゃしん きょうたい こと 

•写真のフレームはプリントステーシヨンの筐彳本ごとに異なります。 
は レゃしん み 

-アルノ（ムに貼った写真はL Mモード、WMモードのときにコマンドメニューから観 
ることがでぎます。 

•■二ぃ 
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装備変更をする度に、またプリントステーシヨンの筐体ごとに記念撮影をして、たくさん 

U it 
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•O—カルマップ（LM) 
おも むらびと はな Uようほうしゅうしゅう か もの しゅくはく 

LMでは主に村人に話しかけて情報収集をしたり、買い物、宿泊をしたりします。コ 
ねiいわ S ひよラじ 

マンドメニューは会話をしていないときに、©ボタンを押すと表示されます。セーブ 
おこな 

もLMモードで行います。 

h-'も■の みせ てんいん はな ち %(D ばいは■い 

買い物:お店に入って店員に話しかけると持ち物の売買ができます。 

(to 

てんぃん i i 

◄店員の前に立って®ボタ 
かいわ はじ 

を押すと会話が始まります。 

そう■ん 。 が■:ノ 

[装備品•アイテムを買う] 
しようひんせんたくご こラ1こゆうすう けってい こラにwうご 

商品を選択後、購入数を決定します。購入後はそれぞれのリストに加わります 
■そう:びひん ぶ走 まうぐ くしよ■く Uん 

装備品…武器、防具、服飾品など 
や < そラ しよくりよラひんそラび どラぐ 

アイテム…薬草、食料品、装備できない道具など 

こうにゅう b<D 

◄購入したい物を®ボタンで 

選択します。 

力—ソル^__- 

ほ■うごふう いどう ^ けってい 

方向キーでカーソルを移動させ、®ボタンで決定します 

装備するキャラ 
しようひんめいそうびじょうきょう 

商品名と装備状況 
せんちく そうびかひ そうびご こラかひょうじ 

選択したキャラの装備可否と、装備接の効果を表示します 
そ■うびご こ-> かひょラじ 

装備後の効果表示 
だれ そうび ばあい 

は、セレクトボタンで誰が装備した場合 

しょラひん 

商品リスト 

かを切り替えることができます 



誤: 

L■■コくはく しゆくはくしせつ t ぜんいん 

宿泊：宿泊施設に泊まると、全員のHP (ヒットポイント）、MP (マジックポイン 
かいふく と さい へや おな べつべつ へや き 

卜）が回復します。泊まる際に部屋を同じにするか、別々の部屋にするか訊かれます。 
べつべつ へや しゆくはく はあし〗 ばい しゆぐはく D せんた<_ はつせい 

別々の^5屋で宿泊する場合、3倍の宿泊費がかかり、この選択によって発生するイべ 
こと 

ントが異なってきます。 

部屋のタイプを選折後、就kについて訊かれる場合が 
あります。夜更かしをするか、すぐ寝るかによっても 

イベントが異なってきます。 

そうifuh う 

[装備品•アイテムを売る] 
アイテムリストから売る物を選択し、®ボタンで決定し 

ラ 忍と そ3びひん な しよじ 

ます。売った後は装備品、アイテムが無くなり、所持 
芑ん ふ なか う そラびひん 

金が増えます。中には売ることのできない装備品、アイ 
テムちあります。 

めし 

アイテムリスト 

カーソル 

方向キーでカーソルを 

ネ多動させ、®ボタンで 
け勹てい 

決定します。 
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mm, 
いc/: いどう がめんおく む eる い ぶたり うし ある かたち 

移動移動は画面奥に向かって歩いて行き、2人の後ろをプレイヤーが歩く形になり 
っぎ もくtきち じどうて茳 すす いどうちゅう 

ます。次の目的地までは自動的に進んでいきます。コマンドメニューは移動中のみ、 
^ ^ ■お ひ壬うg とちゅう そうぐう せんとう B か 

❺ホタンを押すと表示されます。途中でモンスターと遭遇すると戦闘モードに切り替 
いどうち幼う む まち もと- 芑 せんたく 

わります。また、移動中に©ボタンを押すと町に戻るか訊かれます。「はい」を選択 
しゅっぱっ まち ちど 

すると、出発した町（LMモード）に戻ることができます。 

芾天 ふたり fc ど ふ かえ かし1かいわ 

会話前にいる2人が立ち止まり、振り返ってプレイヤーと会話をします。会話では 
t ことば せんたくし ひょうじ ほ.ラこ5 せんたく 

何度かプレイヤーの行動や言葉について選択肢が表示されます。方向キーで選択して 
九 i?^ru せんたくし けってい じかん す 

®ボタンで決定してください。選択肢の)夬定に時間がかかり過ぎると、モンスターが 
ち立j せんとう かいわ ないよう■は:Q： かた ときおんな こ かんじょう 

近寄ってきて戦闘モードになります。会話の内容や話し方は、その時の女の子の感情 
へ.んか ^ tc D 5ゅラ ¢5 ばあい 

によって変イ匕します。また:2人がケンカ中であったり、プレイヤーを嫌っている場合 
はな 

は話しかけてきません。 

ぜんたい 

_ワールドマップ(WM)と全体マップ 
でぐち < つぎ もくてきち いど3 き せんたく 

LMの出口に来ると、次の目的地に移動するか訊かれます。「はい」を選択すると 
しゆうへんちり。 ひようQ せんたい を か せんたい もくてきち してい 

周辺地理を表示する全体マップに切り替わります。全体マップで目的地を指定すると 
きほんてき いどう かUわ こラご おこな 

WIVIモードになります。WMモードでは基本的に移動と会話を交互に行うことによっ 
しんこう 

て進行していきます。 

ラ•い い芎ゼどお 

注意：一度通ったルートは、WMモ 
万本■くせ：> 

プから直接LMモードになります， 〇 

.. .ど婭 ぜんたい 

ドがスキップされます。2度目からは全体マッ 
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_LMモ^^ド/VtfM〒_ド共通3マンド 
かいわ せんとう お ひょうじ ほうこう 

会話、戦闘をしていないときに©ボタンを押すとコマンドメニューが表示されます。方向キ- 
けつてい 

ボタンで決定していきます。 
でメ 

せんtくこ ^ 

ュー選択後、® 

羅 
かいふく まぼう しよう 

HPの回復などの魔法の使用。 
どラぐ 
浪S 

て—.、:-：a— ■■— -■—j^vrg|"»j—_—:.■―y-°-*-p ■— ■■—||cii"r i~~- アイテムの使用。 

装備 
■■ うび へんこう …. 
装備したり、変更したりできる。 

じょぅすこぃ 

状態| 
い3 5ん 办 

|ステータスの一覧を見る。 
一…こ——— 
アルバム 記念写真を見ることができる。 
かんきよラせフてい 

環境設定： 
せってい へんこラ 

設定を変更できる。 

jfe 〇 

mm 

しよラ まほラ こと しよ3も<て告 あ せんたく 

Kキャラによって使用できる魔法は異なります。使用目的に合わせてキャラを選択します， 
荦ぽラいちらんひょう しよう 卖ほう せんたく _ けってい 

2、 魔法一覧表から使用する魔法を選択し®ボタンで決定します。 
まほう しゅるい たいしょう せんたく ひつよう がめん したが そうさ くだ 

3、 魔法の種類によっては、対象となるキャラを選択する必要があります。画面に従って操作して下さい。 
しよう せんたぐ かいふくけい Uがい / しよラ 

Kアイテムリストから使用するアイテムを選択します。回復系、ワープアイテム以外は®ポタンで使用 

■そう■ひ： 

mm 

できます。 
かいふくけい たいしよう もくて茳芍 せんたくご A けフてい しよう 

2、回復系、ワープアイテムは対象となるキャラ、目的地を選択後、®ボタンで決定すると使用できます。 
そ5び せんたくご かくそ5び せんたく n .けづてい なか どうI； そうび 

装備させたいキャラを選択後、各装備を選択し®ボタンで決定していきます。中には同時に装備できない 

Dよろilx'1 

状態 
アルバム 

がん含よ■ラせ3てV) 

環境設定 

ものもあります。 
ほ亏こ3 さ№5 み じょラげ み し抑るいき か 

方向キーの左右で見たいキヤラを、上下で見たいステータスの種類を切り替えられます。 
ほ"tん きねんしやしん み み しやしん © 

プリントステーションで保存した記念写真が見られます。見たい写真に力ーソルを合わせて®ボタンを 
お か< だいょラじ お< 

押すと拡大表示、R1• L1ボタンでページ送りができます。 
そうびへんC5 さい ひょうじ ば©い ひょ3じ ばあレ 

みつめてモード/装備変更の際に、みつめてモードを表示する場合は「ON」に、表示させない場合は 
せんたく ^ けコてい 

「OFF」を選択し®ボタンで決定します。 
もじそ< ど はや ふつう おそ だんかい せんた:< _ けってい 

文字速度/「速い」「普通」「遅い」の3段階から選択し®ボタンで決定します。 
せんたく _ けゥてい 

サウンド/「ステレオ」「モノラル」の選択ができます。®ボタンで決定します。 
35んせい おんせい せフてい 

音声/音声（ボイス）の「ONJ rOFFJの設定をします。 
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ま培う 

魔法 
ど5ぐ 

てき たい ぶ：？ Dこ3げき おこな 

献に対して逾揮攻璽を行5。_ 
とくゆラ 串1.55 とくぎ しよラ しよづ 

MIIMIIiIm 1^ ■」… 

きよ5ゆう 

KIIIIMilB ■ MWMHIBIlliiia. ■' ■ Nli ■■、■■■ ■■ . |, . .. ||| ,| .■HIB.M ■!■ ■ Mill 

しよ5 せんと3ちゆラ しようかの5 ひよ3じ 

道具 L./%■テイ共有アイテムの使用。戦闘中に使用可iなアイテムのみ表运。 
ぜんいん ごうげき 

价—ィ春 %:な广 1な漁:' 

も电 
も-:" 

纖m 

ui vfl*w wv-^ «jv.vr ： -B r§k^Mg0 

_ _ _ おこな 

全員「攻撃」を行う 〇 

〇 
とうそラ 

逃走 

EIろぎょ せんねん ぼラぎよりょく ばい 

防御に専念U防御力を2倍にする 
せんと3 に し；3ばい 

戦闘か5逃げる。失敗することもある。 
HTB^WiMWnTp"HTBYHfcTliH""M^fYi i,i_jV f 

fffil :「いつ^^£うけん がqたいiftう しよう 

ML一合体__Lz^i牛を^iz文ると合体魔法を使用できる。 

麗法 
まほう こうげ荽 かいふくけい し仲■るい ひとり おこな つうじょうまほう 

魔法には攻撃、回復系の2種類のものがありますDまた1人で行うr通常魔法I 

と、複数で力を合わせて行う「合体魔法」の2つの使用方法があります。 
〇 兄んたい 反んたい ふくす3 しよa せんたく 

しパーティ全体、もしくは単体•複数に使用するかを選択します^ 
-p^ こうげきじょ^ぼう かいふく ほじょま做う せんたく ぜんたい ば®い 

2、 攻撃，攻撃補助魔法か回復•補助魔法かを選択し、パーティ全彳本の場合は 
けってい 芾ほ-5 はつど5 

®ボタンで決定して魔法を発動させます。 
*<£3 1^ ^ こうげき こうげきほじょまほう かいみ < ほじょまほう せんたくご 

3、 単体•複数の場合は、攻撃•攻撃補助魔法か回復•補助魔法かを選択後、 
た:レしょ5 せん;■こく けってい 

それぞれ対象となるキャラ（モンスター）を選択して®ボタンで決定し 
まほラ はつど5 

魔法を発動させます 〇 

脅钵魔法使用条件をクリアしたときのみ、プレイ 
ヤーの戦闘コマンドの「合体」という項目が邊窮奇讓 

まmo おんな■:こ れん®いかんじょう たか： 

になりまず。この魔法は女の子の恋愛感彳青が高まっ 
レ本う とくべつ ま倍, れん®いかん- 

たときのみ使用できる特別な魔法です。また恋愛感 
ひとり ば密い れん3&いまほう ri^fc.D 

情の咼まりが1人の場合は「恋愛魔法」のみ、2人の 
ぱ^^ 土さんみいっfcい萊ほうしよ3 

場合は「三位一体魔法jが使用できます。 

.WftfMMa 1-v.i. 

ヤ.说ィ: nんあいかんじよ-3 たか 塭う おん)tc c がったいまほう Aまほ： 

# 
• •: 

4 
* . 

4 
« 

«■ 

*■ 

mmmm恋愛感情が高し\方の女の子と合钵魔法を 
ECW あいて まほ^ しゅるU hへ 

行います。相手によって魔法の種類も変わります。 
:•:■■';:■、•■::■:：___■ ^::f ' に/u が士圮いまほ3 おこな 

1三位-^体魔法] 3人で合体魔達を行し彳ます。 
■.がつた_いまほう’ しよう 

本どちらの「合体魔法」になるかは使用するまで 
ふめい 

不明です。 
じふラまほう ■れんあいまほう■■さんみいったい■案ほう じゆんきょうb*<-. 

通常魔法卜恋愛魔法卜三位一体魔法の順に強力になっ 
ていぎます 〇 _ 

嫌“ 

一 i^slr 

i 
い通：-義il^好 

-% ^ 
;■:-¥_r-sみ-A.; 

»■■實真:* 
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逃走このコマンドはiキャラずつに有効なため、1人だけ「急げる」コマンドを#@し、襲りの^Xfdlbせるこ 
か9■う ぜんたい [こ ばあい に かい ひたn 

とも可能です。パーテイ全体で逃げる場合は、逃げるチャンスが1ターンに3回あることになります。このとき1入で 
も逃げることに成功すると、パーティ筌&が驗_モードからあけられます。またコマンドが哉試した愚答、それ 
までに戦闘した経験値、お金は元のままです。 

ぼかふrc 〇 ながま 
_パーテ雀;::.::1_”纖_ 
パーテイの構成はプレイヤーと他豆入です。冒_ご出萬する前にさ入の女の字を释_にしますが、1険の達吊でも1A 

だけ別の女の子と交代させることができます。交代できるのは14だけ^ftiです。また笑知字fet、囱のよラな 1昼薩 
があります。仲の悪い女の子同士を同じパーティにすると、ケンカしてしまうこともあり菌黛のになることもあ 
ります。 

*1冒険中の女の子の交代は、キャラクターごとの#逢:のイベントで行うことができます。イベントのM罜にM鼓'すると、茭筏は 

できません。 

フイス レズIJ_ リンダ 
_:_ .… ! 

△ 〇 A 

::…■ 
-.- 

: 
(№№№301 

レズU 

ijンダ 



•ステータス!^11111 

驗||$iこダメージをgけるとHPパラメータがMり' HPが0になったキャラはその戦では行動不能にな;ります。 
せんとラ Cうi：■うふのラ 

ぜんいん ぜん■め"^ がめん もど ひとIり一 

パーティ全MのHPが0になると全滅（ゲームオーバー）ということになり' タイトル画面に戻されます。1人でも 
いのこ がめん もど は かいか■< 

生き残ると、タイトル画■に苠されることはなく、HPOのキャラもその場でHP1に回復します。、ま1たモンスタ— 
ぶん けいけんち ふ いってい句 fcつ あ のラりよくち ふ けいけんちしよラしよろ 

を翻すとその分だけ経験値が増え、一定値に達するとレベルが上がり、能力値が増えます。経験値上昇によるレベル 
いがい そうび のうりよくち ぞうげん 

UP以外にも、アイテムや装備によって能力値が増減することがあります。 
いつきう 至 ぜんめづじょうたい 

*プレイヤーが一騎討ちで負けても全滅^^態となります。 

I 

ほうこラ さゆう せんたく 

方向キーの左右でキャラを選択する 
か 

ことにより、各キャラのステータス 
ひょラじ 

が表示されます。 
じJうたいいちらん * 

「状態一覧」ではステータスを、「魔 
はういちらん しよラ ま3 9 そラ 

法一覧Jでは使用できる魔法を、「装 
びいちらん ■げんざいそラびじょうきょう 

備一覧」では現在の装備状況をそれ 

ぞれ表示します。 

LV 
けいけんち いコていち たっ AKtppDctCB 

経験値が一定値に達するとUP。UPすると各能力値もUPする。 

HP 
せいめいりょく せんとう巧ゆう せんとうふのうじょラたい 

生命力。戦闘中0になると戦闘不能状態になる。 
MP 

■ __■■… 
ま唸う®3りょく B 芣ぼう ..しよ へ^ 

魔法能力値。魔法を使用すると減2ていくし„___ .— 

. 
たいりょく 

体力 

すラち たげ ti さいだいBぞラかりょラ おお 

!この数値が高いとレベルUP時のHP最大値増加量が多く 
て芑 ぶつりこ5げき TT< 

なる。また敵の物理攻撃によるダメージが少なくなる。 

気力 

すう与 たか Li さいだいちぞうかりよ5 おお 

この数値が高いとレベルUP時のMP最大値増加量が多く 
てき 芾ぼラこラげさ すく 

なる。また敵の魔法攻撃によるダメージが少なくなる。 

〜職"，"一 

fうち たが ぶつりこうげき いりょく あ 

この数値が高いと物理廬星の威力が上がる。一 _ 

ちりょく 

知力 
すうち たか まほう いD^< 35 

この数値が高いと魔法の威力が上がる。 

ぅん 

| 運 
い-:. 

この数彳直が高いとクリティカルヒットが出やすくなり、ス 
いじよう 

テータス異常になりにくくなる。 „ _ 

こ3げ_老Dょく 

攻撃力! 
ぶ尹 ぶ■:DO■こうげき いりょく わんりょく えいきよ3 

武器による物理攻撃の威力。腕力が影響する。 
ほうぎょDょく 

防御力 
_ T声 ぶウ〇こうげき けいげん たいりょく 叉い芒ょう 

敵の物達攻撃によるダメージを軽減する。体力が鬏響する^„ 
こラまりょく 

!抗魔力 
■て竞 ぎitうC： 5げ穴 けいげん きりょく えいきょう 

敵の魔法攻撃によるダメージを軽減する。気力■響位—| 

すばや 

素早さ 

すうち’ た■か こうどう じ砂んはや とうそう p 

この数値が高いと行動の順番が早くなり、逃走が成功しや 

すくなる。 .  . ■ ■■■■■ ■■_■「  1—mrmumnrirTwmTTi-ELH^—〜 m [ • ■ ■ !肩…■…■■■■■■11 _lM 

t：顧:.」 
Tうち たか てき こラげき 

この数値が高いと敵が攻撃丄— 一J 
*LV :レベルHP :ヒットポイ MP :マジックポイン 



參スァータス_常 
こ5けき いじょラ お ば 

モンスターの攻撃によって、ステータス異常を起こす場 
あい そうびひん なか 0ろ 

合があDます。また装備品の中には呪われたちのちあり、 
そうび せんとう はし*1 レじょう B 

装備して戦闘モードに入るとステータス異常を起こしま 
そうびひん いじょラ そラび はず 

す。しかし装備品によるステータス異常は装備を外すと 
かいふく じようき本う おう かいふく 

回復します。それぞれ状況に応じて回復させましょう。 

症 状：1ターンごとにダメージを 
iける。 

かいふくほうほう かいふくまほう しよう 

回復方法：回復魔法、アイテムの使用。 

fm 

症状：戦闘が終わるまで動けない。 
かいふくほうぼう かいふくまぼう しよう 

回復方法：回復魔法、アイテムの使用。 
せんとラしゅうQょう■ご じょうたい 

戦闘終了後、HP1の状態 
しぜかいふく 

で自然回復。 

症 状：敵を攻撃できなくなる。 
盂うきょまほう つか 

(防御魔法は使える。） 
かいふくぼうぼう かいふくまぼう しよう 

回復方法：回復魔法、アイテムの使用 
すう しぜんかいふく せん 

数ターンで自然回復。戦 

症状：命令を無視して敵、味方の区 
べつな うげき 

別無くランダムに攻撃する。 
かいふ■くぼうほう かいぶくまほ〇 しよう 

回復方法：回復魔法、アイテムの使用。 
す5 しぜんかいふく 数ターンで自然回復。 
せんとうしゅうDょうご しぜんがいふく 

戦闘終了後、自然回復。 

しよう じよう すう あいだねむ ラご 

症状:数夕ーンの間、眠って動けな 
う かいふく 

し1。タメージを受けると回復。 
かいふCぼ1M3う かいふ< まほ5 しよラ 

回復方法：回復魔法、アイテムの使用。 
TO しぜんかいふく せんとう 数ターンで自然回復。戦闘 
しゅ5Dよラご しぜんかいふく 

終了後、自然回復。 

しょ-3 しょ3 すう あいだ まほう とくぎ 

症 状：数ターンの間、魔法，特技 
しよう ふかのう 

の使用が不可能になる。 
かUふ< ほう薛う かいふく求ほラ しょラ 

回復方法：回復魔法、アイテムの使用。 
すラ しぜんかいふく せんと5 

数ターンで自然回復。戦闘 
しゅうりょうこ しぜんかいふ< 

終了後、自然回復。 

m 
■MS? 

■-： 

m 
'' 

車 観 



麵讎❿種類 . 
そうし^いろへんか こラげきりょく ほうぎょDよぐ こうまDよ< すは-や みりょく 33んな こ か^:土ラへんか m 

装備を色々変化させることによって、攻撃力や防御力、抗魔力、素早さ、魅力、女の子の感情に変化か起こります。 
そうび へんこうおんな こ ぶき せけい0 、こと 

装備の変更は女の子だけできます。武器はキャラごとに装備できる系統が異なります。 

::我 

前とレベルが変化していきます。そのため装備品リスト 

■:f謂 

_ ■- ■« 

........ 

嫌者謙内| 漏ついで 



パ m 

•減賴s 

そうびひん ぶんるいべつひょうじ ほうこう さゆう 

3、装備品はそれぞれアイコンで分類別に表示されています。方向キーの左右でカー 
いど5 へんこ5 そラび ぶんるい せんたく けフてい 

ソルを移動させ、変更する装備の分類を選択し、©ボタン（©ボタン）で決定し 

ます。 
ひよ5じ 

はみつめてモードを表示させるためのコマンドです。 

ぶんるいべつ なか へんこ-3 そ3び ほうこう せんたく 

4、分類別メニューの中から変更する装備を方向キーで選択し、®ポタン（©ボタン) 
けって“ < 6 そ5び 

で決定します。このとき暗くなっているアイコンは装備できません。 

そうび かんりょ5 こま じょうきょ5 し 

5、これで装備は完了ですが、より細かい状況を知りたいときはみつめてモードにし 
せんたく ひょ5じ 

ます。3、の「みつめて」コマンドの選択、あるいはスタートボタンで表示させ 

ることができます。 

じょ5たい おんな こ こま じょうきょう わ 

みつめてモード 「みつめてモードON」状態のときは、女の子の細かい状況が分か 
そラさ かんそ3 き あ 

る操作があります。感想を聞きたい服に力ーソルを合わせて®ボタン（©ボタン）を 
33 おんな こ そうび=たい かんそラ い が*6ん 

押すと、女の子が装備に対する感想を言います。またt R1• L1ボタンで画面の 
じょラげ おんな こ か < だいしゅくしょうOvょ5じ だんかい 

上下スクロール、R2 - L2ポタンで女の子の拡大•縮小表示（3段階）ができます。 
かんそ3 表 ぜんしんそうび じょ5はんしんそ5び かはんしんf 3び くつ うでわ 

感想が聞けるのは全身装備、上半身装備、下半身装備、靴のみです。また、腕輪、 
ゆびわ かざ ひょうじ 

指輪、飾りはみつめてモードではグラフィック表示されません。 

つラじょ5 ちゅう ちゅう ひょうじ 

1、通常ゲーム中（LM.WMモード中）に®ボタンでコマンドメニューを表示 
ほうこう じょうげ いどう そうび せんたく 

させ、方向キーの上下で力ーソルを移動させ「装備」を選択し、@ボタン（®ボ 
けつてい 

タン）で決定します。 

ふfcO おんな こ がめん ひようじ そ5び へんこラ おんな こひとり 

2、2人の女の子のバストUP画面が表示されるので、装備を変更する女の子1人 
ほうこう さゆラ せんたく けってい 

を方向キーの左右（セレクトボタン）で選択し®ボタン（®ボタン）で決定しま 
つぎ そ3びせんたく 

す。次に装備選択モードになります。 



そうびひん 狂か とくてい おんな こ そ3 ち》ラし1! 

装備品の中には特定の女の子しか装備できないものもあるので注意しましよう。 

廿ん>3のうn上く ほせい そつひひ/v — _一 

-戦闘能力の補正にはプラスだけでなくマイナスになることもあります。それは装備品によつてそれぞれのステー 
ころか こ3か さいしょ そうび读5しん た 

タスにプラス効果とマイナス効果があるからです。最初にキヤラごとの装備方針を立てるといいでしよう^ 

m:バランス型/全てのステータスを均等に保つように装備させる 
ぼ5ぎょりょ<じ啩うしがたおもぼ5ぎょりょくち》5しん m « tr 

防御力重視型/主に防御力中心にステータスが上がるように装備させる 
みりょくじ》うしがたBhM こ み〇ょぐ ® _ 

魅力重視型/女の子の魅カステータスが上がるように装備させる 

やく そうび せんとう©うDよく ぼせい ぺつ そうびひん おんな こ こうか/1；ぷ えい费よう 空た__ ，，で〜』}一 二T』 _ 

戦闘能力の補正とは別に、装備品は女の子の好感度に影響を与えます。戦闘用としては全く役にiiたない装備で 
こうかんど おおはば じようしよ5 びひん ぱあい おんな ふく この おんな こ こうかんど 33おはばじょうしょう そうびひん こうかんど じ本うレ主3 n- -V-ニニ^ 

あっても、女の子の好感度を大幅に上昇させる装備品もあります。好感度の上昇か目的の場合は、女の子の服の好 
ちwうい そラび がったいまほう ば有M 」 .■ 

みに注意しましょう。装備によって合体魔法ができたり、できなかったりする場合もあります。 

そうび つね な へいじよ3 U ©んな ^ Cjかんど ®   ^,t 

.装備は常に同じでなければならない、ということはありません。平常時は女の子の好感度を上げるためのコーァィ 
とつにゆラ まち そと で せんとラよ3 ^2 

ネートに、ダンジョンに突入したり町の外に出るときは戦闘用のコーディネート、というようにTPOに応じて臨機 
335べん そ5ぴ きか I 
応変に装備を切り替えるのもいいかもしれません。 

■a 筌筲懸をしてぃる檢S'で、1！5筚i•禅算懸を（筌Hiが■きの愚答はiも）ikに綠iする悬答はW蓋 
ひつよラ ©6 そラび かしょいがい おんな こさいしA も , ,_ 

が必要です。新たに装備した箇所以外は、女の子が最初から持つている「フレサー」「チェックのスカート」「コイ 
かしょ ラ じどうて音 去ラび へんかひょうじ みこ あたい 

ン□ーファー」を箇所に応じて、自動的に装備します。ステータスの変化表示もそれを見越した値になつています。 

びひん し!¢3めし、こラ なんど 遇つ 

装備品は2周日以降のプレイに持ち越すことができるので、何度もプレイしてたくさん集めることができま与 〇 

P .L, 
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装備、アイテム、鼸法紹介 
つ 〇 ぜんLんそうび 

_雜付きの全身装備 

ぜんしん 

全身タイツA 
<つつき 

(靴付） 
往んしんそうび くつ 

•全身装備+靴 
m 

いしょう 

バレリーナの衣装 

バレエシューズ 

じjラはんしんそう迓 かはんしんそうび くフ 

€)±學爵藝&，寧身疆爵fBI 

0100 

(紐) 

超 

いしょう 

ピエnの衣装 
〇 

ピエロの靴 

たいそラぎ 

体操着 

スポーツブルマ 

テニスシューズ 

E31013 

•i1* 4# ^ 

w9 麵 

-ぐ， 響j 、vく1 
I'、㈣ 

免 

Jt 
^ 4 

% / 

かくと？よラ 

格闘用 

レオタード 
<つつき 

(靴付） 

* 

r 
* 

13 

とうよラ 

東洋のパー 
ながそで 
長袖の 

ネグリジェ 

スリッパ 

也 

v 

•、i 

先 
t 

レザージャケット •カジュアルブラウス 

•カツトオフジーンズ 

•サドルシューズ 

■ 



せらと，けい ぶ き た1^ 

•戦闢系+武器+盾 

しゃくねつよろい 

•灼熱の鎧 

•カジュアルスカート 
かわ 

#革のブーツ ： 

•ンヨートソート 
ごラえん たて 

I _豪炎の盾 

mmm 

はがねよろい <つつ咨 

♦銷の鎧（靴付) 

•鉄のレイピア 
ほラおラ tr 

•法皇の盾 

•スラックス 

ジャングルブーツ 

木のブーメラン 
&たて 

悪逆の盾 

mm 

きちくよろい 

•鬼畜の鎧 •リフレクトアーマー 

，ホットパンツ 

•トレッキングシューズ 

，メリケンサック 

•mmm 

よろい 

•スポーティーな錯 
<つつき 

(靴付） 
かわ 

_革のムチ 
ひんしつほしよラ たて 

•品質保証の盾 

うでむ 

•腕輪 

かざ 

•飾り 

睛罪のペンダント 

•ブレイズリング 
こくはく ゆびh 

•告白の指輪 

■がっしりとしたチョ-力- 



パ‘'. 

ヒール 
味方〗人のHPを少し回復 
する 

ヒーレス 
みかたぜんい4 すこfかいふく 

する 

キュア 
みか忆ひとり どくじよう?tい 5りよう 

味方1人の毒状態を治療す 
る 

フレア 
rt たい ひ たま こ3[:ft 

敵1体を火の玉で攻撃する 

て$ たい こおり P0 こラIナ告 ブ J J+f 敵1体を氷の槍で攻撃する 

JT 

っ,' V/^ j 

s V■:、 > ^ . 

■ V く：い • * 

ま^ J 

魔法 

アイテム 

W 
j ヒ 

みかたひとD tZ かいぶく 

1味方1人のHPが少し回復； 
する i i 

タウDンドリンク 
I-n 
の たいD表C 

飲むと体力がUPする j 

後 
キュアシード 

みかたひとり どくじょ5たい ちりょう 

味方1人の毒状態を治療す 

る i 封 
ドーパミン 
ドリンク 

M 
,の ちりよく 

飲むと知力がUPする 1 

sL 
dP 

マジカルシード 
みかたひとt) TC かい* < 
味方1人のMPが少し回復j 

する ' :< i えんまくん 
でき に えんまぐばくだん 

敵から逃げるための煙幕爆弾 
せんと5じ %よ3かの3 

戦闘時のみ使用可能 

pF 

しぜん レぶき 

自然の息吹 

みかfcぜん^んすこ かいふく 

味方全員のHPが少し回復：| 

する i i 
織っち 

いっしゅん だしゅつ 

ダンジョンか5—瞬で脱出 
できる 1 

9 |kのタリスマン 
味方全員のMPが少し回復1 

する ： 
4 ¥胃フイルム 

プリントステーションで#己 
念写真を撮るために必要1 



11111 11 

ソフィア 

tzhじよラび 

誕生日 
a知 れい 

年 齡 
かていかんきよ〒 

家1||_境 

す ちの 

好sな物 
す ふく 

好きな服 
老ら も© 

嫌いな物 
U：ラらレ ゆめ 

将来の夢 
しよう$ 8 

使用武器 

温蓐で家族の面倒を見るしっかり者だが、優柔不断 

で積極性に欠けるきらいがある。また、ちよっと抜 
ところ いせん しやっ贵ん こんやく 

けrいる所もある。以前、借金のかたで婚約した 
ひと〇め こんやくしや けんさいしよラ亡<みめい いま 

1人目の婚約者がいたが、現在消息不明となる。今 
ちちおや さけいきお 3 ふたりめ こんやくしや 

は父親が酒の勢いで決めた2人目の婚約者がいる。 

25 

Sophia 

ffつ か 

12月10日 
さし' 

15歳 
とS したんいん ちちおや じけん あ あしお33 

元騎士団員だった父親はテ□妻件に遭い、足に大 

怪我をして退役するが、それ以降酒に溺れる。また、 
ははおやびょうじゃく ね じかん おお ©さなおとラとひとり 

母親は病弱で寝たきりの時間か +多く、幼い弟が1人 
かけレ ささ 

いる。ソフィアがアルバイトで家計を支えている。 
ラた ラた たいがんしょラ 

歌を唄うこと、舞台鑑賞 

可愛らしいアク1Zサリー、クッキー 
ゆめ ふく 

夢のある服 
けひん もの 

下品な物 
ぶたいじょゆa 
舞台女優 

けい 

ソード系 

Sophia 



Tcfvじよラび 

誕生日 
ねん れい 

年 齡 
かていかんきよう 

家)^1_境 
し中 み 

趣 味 
点きな歸 

€舌なi 
苕ら ち0 

嫌いな物 
し#:ラらい I:レめ 

将来の夢 
便用ijBu器 

Raizze 
Raizze 

Ifつ にち 

1_28日 
さい 

15歳 
なそ 

謎 
Dよ;：うけんじifっせいじたんぎ ぐ/u U SじゅつけA#ゅう 
旅行、剣術、政治談義、軍事技術研究 
しよラり つよ ひと ことわざ 

勝利、強い人、諺 
じっせんてき ふく 

実戦的な服 
はいしや じやくしやげんたいせレ おうぞく 

敗者、弱者、現体制の王族 
ちく かた 

黙して語らす 
けい 

レイピア系 

れいせい れいたん しようり しゅだん えら とうせん 

冷静で冷淡。勝利のためには手段を選ばなくて当然 
好Mf せいじ 透よラみ なC 

と考えていて、政治に興味がある。また、何かの 
りゆろ みかく <S 
理由で味覚がものすごく狂ってしまつrいる。 

26 



しゅ 

趣 
み 
味 

.す も® 

好きな物 
6さなi 
^6 %© 
嫌いな物 
しよラらい ゆめ 

将来の夢 

蠢爾li 

-•層一 

Hanna 

Hanna 

が〇たち 

8月1日 
151 

ふつラ Uつばんかてい 

ごく普通の一般家庭の 
ひとり こ 

1人っ字。 
身体を動かすこと、ス 

ポーツ全般 
トリュフチヨコ 
活動的な動きやすい服 
ゆうれレべ^よラ 

幽霊、勉強 
スポーツ選手 
ブーメラン系 

げん幸 あか こきどうりょく 

芫気で明るく_行"勤力のあるボーイッシュな性格。ボディーランゲージで話し、 
だ くせほラこラおんち あさ 

すぐに抱きつく癖;^ある，また、おつちょこちょいでドジで方向音痴。朝が' 
よわ ねぼラ がつこラ ちこ< 

弱く寝坊をするので、よく学校に遅刻をする。 

ン 
\ 

/ 

び日^i 
t I 

珪 0 
i I年0 



しよラらい ゆめ 

将来の夢 

しよラぶS 
使用武器 

皮！^屋で他人に対して強がつr見せるがI内心では家庭の愛情 
に飢えている寂しがりや。世渡り下手の損な性格をしている。 
地方都市に住む伯父に会いたがつている。 

Lesley 

がつ 

9冃10B 

15® 
りょうしんがレこく ふにんちゅラ ひと〇 <r 
両親は外国に赴任中で1人暮らしを 
している。幼い頃から両親と離れ 
r暮らすことが多い。 
さんぽ かいが 

散杀、絵画 
家庭的な料理（自分で作るのは嫌） 

よ ふく 

tンスの良い服。 
カマドウマ、水、イカ、タマネギ、 
かんさフけいかわあつりょう〇 

柑橘系の皮、熱い料理 

絵で生活できたら•••と漠然と 
考えている 

けい 

クロウ、ナックル系 

L^y 

I sis み味11 
Jf 雙 ななな 
ズ逄謹 さきい 

レ i I年i B § T好i 



ゆいがどくそん しこう むすめ TのラめいせS 

唯我独尊、マイペースな至高のわがまま娘。頭脳明晰でスポーツ 
ぱ知®う かんけい しよaぶ 〇ねしょラ〇 

万能。八ンナとはライバル関係にあり、勝負では常に勝利している。 

…，ノ 

Vmm 

1P9l ™ SB HB 

Lmda 

Linda 

かフ にち 

7月12日 
さい 

15歳 
や卖tみ そふ いちだい 舌す だレさレばつ れいじよラ 

山師の祖父が一代で築いた大財閥の令嬢。 
けレ无U さんか 

LIンダち経営に参画している。 
ざいばつ けいえい かいさい 

財閥の経営、ホームパーティーの開催、 
3ラしつ」^ しか そばブか 33とこ 

老執事を叱りつけること&側仕えの男の子 
をいじめること 
じぶん かんべき かわい 石とこ こ 

自分の完璧さ、可愛い男の子 
じぶん 5〇< み® 

自分の美しさに見合^ゴージャスでtクシー 

な物 
Uhd^ もの 

貧乏くさい物 
かんべき にんけん しよラらい ゆめ ひフよラ鉍 

完璧な人間に将来の夢など必要無いと思， 
S せかいせいふく 

ているが、しいて挙げれば世界征服。 
む5けい 

鞭系 

ifc ぬ]b 
たんじよラひ 

誕生日 
ねん れい 

年 齢 
かrいかんsよラ 
家iil癀境 

もの 

嫌いな物 
しよラらいゆめ 

将来の夢 

しようぶき 

使用武器 

f子きな翰 
点さなM 



しようじょ？ ちゅうい 

使用上のご注意 
かていよラ せんよラ fし咛 つか 

•このディスクは家庭用ビデオゲーム•コンピュータ“PlayStation”専用のソフトです。他の機種でお#いに 

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liMにおやめください。 
寒このディスクは|_NTSC lJ Jマークあるいは 
it 

it 

i - i'j 

FOR SALE AND USE IN JAPAN ONLY の表記のある日本国内社様の 
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。_「解説きjおよび 

ほんたい ■■■■11Iあ■ r ■ ■卜■ぐL ■し.1 あ/ 1 ■■ よ ラ竟乂■广 しょらほうほょ1 岛い/う 

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い。 

•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|[|されている麓）を 
フメ ヘ嶸^ j■■ぃ〜 か4 I』 患んでい し户ラリ^■ラこ 

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。⑩プレイ終了後 
“PlayStation”本体からディスクを取り出す場合は、苯铋の才ープンボタンを_し、ディスクの■絵が業答に 
t かくにん H かいじんち峰ラ ふ ^ f 
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 

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。❿ディスクは‘#富とも、mL舞れ、福琴をつけないよ 

うに取り扱ってください。またシール琴をM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 

クが舅れた蒔はメガネふきのような塞らかい耠で、K蓠から科爾に南.かって綠鮮获にiくSき命ってください。 
その時、レ著-ド用クリーナーや溶剤等は使用しないでください。❿ひび割れや変形したディスク、あるいは 
^ 7 八し申.冬 -ぃ げj ' h ‘ったい しよう 二ょくし擊に。フう 
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。春塗射日光のあ 

Eiしょ だんぼラきき ちか A ^ ^ ■ ¢1>. ■ぃごろ ¢3：かん し。け おお ヒころ 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Qまた、湿気の多い所も避けてください。_ケ 

ー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 
士 • しftパハ1 V" もど ようI； T £ど [1■しr ほかん 

ください。•フ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 あつか し■つ はそんなどか4 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。ベ 

_“PlayStatk)n’’本体をスクリーン投影方式のテレビ（プロジヱクシヨン•テレビ）には！^|||羅しないでくだ 
fん$ vこラりiラ かめん？ しスラ ひつJ ) ば电い 

さい。残像光量による画面焼けが生じることがあります。•ソフトによってはメモリーカードが必襄な場居が 
かい甘つしょ かくにA 

ありますQ「解説書』で確認してください。し . 
1 ■ ■ »■■ -«-■ ■■ «. in. ■ I ■- ' '■— j B risr nig r r nr ■ 

健康上のご注意| 

•プレイするS4はM層のため、1餐簡ごとに葯15芬の株籠を最ってください。籲摄れているMや藤feA^Mの蒔は 
プレイを避けてください。⑩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。修ごく 

まれに、強い光の刺激を受けたり、点滅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 
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、事前に必ず直自し市と相談してください。プレ 

ィ中の画面を見ていてこのょうな1菌和、めまい• piきm•凝省Lm泰し'に泡た雀货などを麓じた¥1 

は、すぐにプレイを中止し、医師の診察を受けてください。 



コナS株式会社 
亍105_6021東京都港区虎ノ門4-3-1 

東京サ-ビスセンター〒163-0448東京都新宿区西新宿2-1-1 TEL03-3348-4500(直) 

大阪サービスセンター〒561-0834大阪府豊中市庄内栄町4-23-18 TEL06-3 3 4-0335値) 

ハロー コナミ 

•商品に関するお問い合わせは拳^フリ-3YセルQ1gQ-QS6-573 
お客様相談室 

コナミホツトライン 
営業時間:月曜日〜金曜日(祝日を除く) 

_午前10:30〜12:00/午後1:00〜5:00 
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