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このたびは、「日本電気ホームエレクトロニクス」のCD •ROMテイスクをお買い上いただきま 

して、誠にありがとうございました。ご使角の前に、この「取扱説明書」,をよくお読みいただ 
き、正しし、ik用蓮でごください。 

籲ソフト逄用上の注惫 

■Sir 
①PCエンジン、CD • ROM2など八ードの接続M 
び芳Mに鶄しましては、客硌龠に#Mの「取 

辕M萌■_!を宓ずごの1ご逄角ください。 

㊣CD .ROMディスクには、裘と缠があります> 必 

ず、レーベル® (ゲームタィトル！！が动削されこい 

る面)を上にしてセッティング1/てください。 

@ゲームプレイ串に、CD.ROM2プレーヤーのふ 

たを_けることは鞀刼におilめ<ださい。正常な 

プレイが&染なくなり苯侏を癍める場合iがあり 
ます。 

④また、ゲームプレイ中に、CD.ROMc^^に檐觔 

を奪えることは、お止めください。正南にデータが 

議み込みできなくなり、誤動#する4合があります。 

このCD-ROM2ディスクは、「SUPEHc:。.尊Sソフトです。蓰莱の 

「ciD.Romし丁抓」ではB作いたしませんのでご注意 < ださい。動作させるた 

めには、「SUPER SYSTEM CA闩D」が必要です> 

1)テレビ画面から出来るだけ離れてゲームをしてください。 
^)長時間ゲームをするときは、健康のため約1時間ごとに10分〜15分の小休止をしてください。 
※匚;OROMテイスクは、音楽用CDプレーヤーでは、逢用しなし、でくださし、。コンピュー 

夕feデータがオーデイオ撬蠢に餘餡鉍を及ぼす場合があります。 

※万一製品に当社の資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) 



美貌の都に君臨 
する<らやみ乙女 〇 から人間界を守る 
ムーンライト•レ 
ディ。アルテミス、 

シ アクエIJアス、ミ 
' ネルヴァの3人は、 
嫌~< いつちはフツーの 

中学生として過ご 
している。しかし 

“コンバージョン 
ジュエル”を使つ 
てまだだ<間に変 
身するんだ！ 





化学部の天才少女、 

「ムーンラ仆レデ1•アクエリアス」 

の水無月綾ちゃんと、 

あんたも 

戦うのつ! i 



日和子は中学三年 

生。ある日の学校帰 

り、日和子は空き地 

で不思議な光の球を見 

つけました。「何、 

何なのアレ……！」 

すると光の球は日和 

子に気づいたように 

追いかけてきます。 

っち来ないでよお！」日 

和子は猛ダッシュで逃げ、 

なんとか家までたどりつ 

きました。「どうしたの」 

日和子はお母さんに事情 

を説明しますが、結局取 

りあってもらえません。 



tz U 
その日の夜でした。部屋 

て勉強していると、窓の向 

こうからまたしてもあの光 

の球が近づいてきます。 

光のi求は日和子の目の前 
まで来て止まりました。 

「私の名はニケ。厶ーン 

ライトレデイになれる女 

の子を探してい 

のです……」そし 

て日和子は、自分が光の洗 

礼を受けた単戈士•アルテ 

スであることを知らされま 

す。一夜にして正義の戦士。 

悪の権^ヒ•くらやみ乙女と 

の単戈いが始まつたのです！ 



可愛いだけが取り柄？のムーンラ仆レデ 



強くもなければ力 
シコくもないのにリ 

—ダー格の日和子 _ 

でもいいかげんな？i 

格が^*つことも。 



PERSONAL DATA 
生年月日：1977年10月15日 

血液型：B 

身長/スリーサイズ：163cm/B84-W54-H85 

性格：控え目、冷静（のんびり屋） 

好きな物：勉強、化学反応、光学機器 

嫌いな物：非常識なもの 

特技：元素記号暗記 

今したいこと：日和子と麗子ちゃんを仲良くさせる 

変身後：ムーンライトレディアクエリアス 

可愛さよりもアタマ？の、のんびり娘 
JK I 



あや 



PERSONAL DATA 

ちよつと口は悪いけど、女の子らしさでは 

生年月日：1977年7月20日 

血液型：A 

身長/スリーサイズ：165cm/B86*W56*H85 

性格：勝ち気^少し短気 

好きな物：栗ぜんざい、家庭科 

嫌いな物：昆虫 

雛：料理 

今したいこと：日和子を鍛えること 

変身後：ムーンライトレディミネルヴァ 







敵キヤラクターたち 

くらやみ乙女の幹部。ノリ 

が軽くやる気がなさそうだが、 

その気になるととても強い。 



ゲーム仍はじW方 
無理な使い方はハードやディスクを損傷 

する恐れがあるので正しぐ使いましよう。 

•電源を入れます。 
まず最初にスーパーシステムカードとデイスク 

をセットして電源、を入れます。バックアップメモ 

リーが'いっぱいのときは、セレクトボタンを押し 

て他の使用していないデータを削除しましよう。 

籲ゲームがスタートします。 
オープニングビジュアルか 1治まりゲームスター 

卜です。このゲームはビジュアルシーン、RPG 

面(情報などの収集をします)、ACT面（敵との 

戦闘)、で構成されています。 

•最初は「いちげんさん」から。 
最初からゲームをプレイしたい人は「いちげん 

さん」、セーブしたところから始めるときは「じよ 

うれんさん」にカーソルをあわせスタートします。 

:D-ROM EHTSTEれ 



パッドめつかい方 
RPG面とACT面ではパッドの操作方法が 

違うので、ちゃんと覚えましよう。 

+ボタン 
キヤラクターの移動 

や、ウインドー内での 

力ーソルの移動に使用 

します。 

セレクトボタン 
〇フィールド 

使用しません。 

〇戦闘 

一度押すとポーズがかか 

り、二度押すことでステイ 

タス画面になり、+ボタン 

でキヤラ選択ができます。 

RUNtKタン 
〇フィール!< 

ポーズになり、もう 

一度押すと解除します。 

0戦闘 
先頭のキヤラクター 

を変えることが'できま 

す。 

会話やコマンドの決定に使用します。 

先頭のキヤラクターが攻撃をします。押し続 

けることでWPをためることが'できます。 

⑪ボタン 
〇フイールド 〇戦闘 

ウインドー開閉やコマンドのキャンセ 後方の2人のキャラクターが同時に攻 

ルに使用します。 撃します。 



RPG画面めみかた 
RPG面では、情報を収集したり、隠された 

ACT面への入り口を探してください。 

■ふつうの画面 
話しているキヤラスターの顔が表示されます。複数で会 

話する場合、各画面の角にそれぞれの顔が表示されます。 

話が表示されます。①ボタンで会話を先に進めることが 

できます。 

■ウインドー画面 
話す.持ち物.状態のいずれかを選択するとその対象者の 

名前がウインドー表示されます。 

# ウインドーの中から話 

詁したい人物を選択し、そ 

9の人と会話ができます。 

籲持ち物 籲状態 
持ち物の使用、装備な 

どができます。 

ブロフイールや持ち物の確認、攻撃技の 

説明を聞くことができます。 

※八CT面でゲームオーバーになると「ロード.コンテイニュー」画面になり、 
どちらか選んでゲームを続けることができます， 



ACT画面必みかた 
ゲージにはそれぞれ意味があります。し 

っかり覚えましよう。 

■ふつ5の画面 ①H Pゲージ 
現在のHPを表示します。3人共有です。 

②WPためゲージ③WPレベル ④WP残量ゲージ 
①ボタンを押し続けるこ 

とでゲージがたまり、特殊 
攻撃のレべ;W蠻わります。 

樹朱攻撃のレベルを^^。 
使用するレベルで①ボタン 
をはなすと攻撃します。 

各4㈱夂撃のwpエネル 
ギーの残量を表示します0 
使用するごとにi威ります。 

■ステイタス画面 
フェースづインドー 
① キャラクターの顔が表示されます。+ 

の左右でキャラクターを選択できます。 

特殊攻撃レベル 
② f見在使える特殊攻撃の種類と残量を表 

示します。 

③ ^備アイテム、攻撃力、防御力のレべ 

ノレカされます。 

④ 戦闘時に使用可能なアイテムを表示し 

ます。+の上下でアイテムを選択します。 
「口ード」：セーブしたところからゲームを続けます。 
「コンティニュー」：そのACT面の最初からゲー厶を続けます。 



みんなめ通常攻撃 
キャラクターによって攻撃方法が違うの 

で使い分けて戦闘を楽にしましよう。 

アルテミス 
クレセント•カツタ 

' 

前方に三日月型のカッターを放ち攻撃し、敵の弾な 

どを消すことができます。飛距離が短く、接近戦にな 

るので、敵の攻撃に気をつけましよう。 

ア9エリアス_ 
ダィャモンド•ァロー 
前方、左右の3方向に順番に氷の矢を放ちます。攻 

撃力はイマイチですが、画面いっぱいの飛距ある 

ので離れた敵への攻撃ができます。 

ミネルウア 
ファイヤー•ブレード 

前方に火の玉を放ちます。最初は小さい火の玉が次 

第にふくれ上がり、半画面分の飛距離があります〇攻 

撃力はまあまあです。 



アルテミスめ場合 
光の属性（力）をもつアルテミス。才一 

ルマイティに効果を発揮します。 

〇]才ーデイン 
先頭のキヤラクターのまわりを3つの光の玉が' 

回転します。この玉は触れた敵にダメージを与え、 

敵の弾を消すことができます。キヤラクターを変 

えても玉は先頭に残ります。 

图厶ーンライト•シャワー 
4つの三日月（カッター）が回転しながら放物 

状に飛び敵にダメージを与えます。画面いっぱい 

の飛距離があり、広範囲の敵にダメージを与える 

ことができます。ボス戦にも有効です。 

囹ムーン•アタック 
2つの光の弾が合わさり大きな1つの球体とな 

り前方に放ちます。強力な貫通弾で、触れた敵す 

ベてを倒す優れ技。デルタ•アタックに次ぐ破壊 

力をもつが当たりにくいという弱点もあります。 



アウエリアスめ場合 
水の属性をもつアクエリアス。戦闘力は 

劣るものの、回復や防御に優れています。 

团キュア•ブルー 
ア クエリ アスのまわりを青い光りが包み込み、 

HPを一定量回復します。HPはアイテムでも回 

復できます0 

(Uブルー•フォック•シヤドー 
青く輝くバリヤーがパーテイ全員を包み込み防 

御します。一^の敵の弾を防ぐことはできますが、 

体が敵に接触すると、ダメージを受けてしまうの 

で気をつけましよう。 

囹スターダスト•パレード 
アクエリアス最強の特殊攻撃です。6方向に星 

形の弾を放ち、弾に触れた敵を凍らせ、動けなく 

することができます。凍った敵は接触してもダメ 

ージは受けません。 



2ネルウァ仍場合 
火の属性をもつミネルヴァ。3人の中で 

一番強力な攻撃力をもちます。 

[Eサラマンダー•カーニ八ル 
パーテイを中心に、炎の弾を8方向に放ちます。 

画面いっぱいの飛距離^'あり、離れた敵や、多く 

の敵に囲まれたり、動きの速し、敵などには効果的 

です0 

[U八ンティング•ブレイザー 
炎の竜が画面上の敵をiiMして攻撃します〇ハ 

ンテイングブレイザーを使用している最中でも、 

通常攻撃のフアイヤー.ブレードの使用ば可能で 

す0 

囹ファイナル•スカ-レット•クラッシュ 
ミネルヴァの体を炎が'包み込み、一定時間ノヽ。一 

テイから離tu体当たりで画面上の敵を攻撃しま 

す。この間、ミネルヴァは攻撃できませんが、残 

つたほかのキヤラクターの攻撃はできます。 



これがデルタ•アタックよ/ 

ムーンライトレテイの必殺技! 

⑪ボタンを押し続けるとキヤラクターが傾番に点滅 

します。全員が点滅したとき⑪ボタンを離すと、後方 

のキヤラクターが前方に飛び出し、三角形を描いて敵 

を包み込み攻撃します。※ 

◄各ステージ中、一度しか使用できません。 



►こんなところにもアイテムが。ほかにもいろん 
なところにあるよ。 

町め中にはいいt勿いつばし、/ 
アイテムの入手方法は？ 
アイテムは町の中で拾ったりもらったり 

して入手します。ぃろぃろなところへ足を 

運んでみましよう。 

I_ 
▲町中の建物には、中に入れるよ^になつている 
ところちあるんだよ。 



_けァィ灘卜娜 
胃羅^^ たくさんあるアイテムの中から、ほんの 

一部を紹介しましよ5。 



シーデ仁- ロム ほかんじょう らゆうい n CQMDACT 
CD-ROMテイスク•保管上の注意 ^ 

p 汚さないで！ 

私 
*搶号Aみ命り® (レーベル®の炱釾 
がわ ひか めん よご ら*»1い 
側の光った面）を汚さないよラに注意し 
て<ださい。汚れた場答は、やわらかい 
Aの らrtiしんぶ いL»»1ぷ 〇 はうしゃ 
布で、中心部から科周部に尚かって放如 
状にS く尚ぎとってください。 

汚れた轉は、やわらかい 

藝 
キス‘には弱いんだ！ 

W * CD-ROMテVスクにキズをつけな 
いよラにしてください。ケースからの出 
し入れの餐は、こすりキズをつけないよ 
ラ、#に注意してください。 

やさしく、iliし入れ！ 

i幸を•か 
ないでね！ 

M 
•レーベル面に、鉛&やボールペンなど 
で文♦を書いたり、シー)レIIを貼らない 
でください。||み取り面にキズをつける 

慼れがあります> C □-闩〇Mデイスクを 
由げたり、センター子tを大きくしなし、でく 
ださい0 

孑tを大吉くしないで！ 

M 
し、つまでも大切にね！ 

愚 春プレイ後は完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、高湿の場矫には保管しない 
でください0 

おんどしつど ちゆうい 
溫度、湿度にも注意して！ 

♦1 
«このテイ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> 



LADY 日本電気ホームエレクトロニクス株式会社 

HECD3003 


