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このたひは、エスコットのプレイステーシヨン用ソフト「ホワイトダイアモンド」をお 
買いあげいただき、誠にありがとうございました。ご使用前に、取り扱い方、使用上の 
注意等、この「解説書」をよくお読みいただき、正しい使用法でご愛用ください。なお、 
この「解説書」は大切に保管してください。 

ホワイトダイアモンドは、 

ファンタジーの世界を背景にした 

恋愛ロールプレイングゲームです。 

プレイヤーは□ーバント国の騎士•ラルフとなって、 

ランスウエル王国を冒険し、 

物語の中を生きることになります。 

しかも、ホワイトダイアモンドには8人の女性が登場しますので、 

彼女たちと会話をしたり交流をもったりすることで 

恋愛に発展していくことができる要素をもっています。 

自分自身を鍛え、冒険していきながら、 

恋愛も体験できるゲームなのです。 

For Japan Only Q プレイヤ—、 メモリーカ-ド アナログコントロ-ラ 
1人 =E^I=i 

1ブ□ック 対応（振動のみ） 

メインエリア SLPS 02352 
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ここでは『ホワイトダイアモンド』をプレイする上での、 
コント□—ラの操作方法を説明します。以下に使用方法の 
説明がないポタンは、このゲームでは使用しません。 

操 
作 
方 
法 

△ポタン 

セレクトボタン 

スタートボタン 
LED 

[7ナ□グモ-ドスィッチ] 

方向キー 

〇ボタン 

xボタン 

□ポタン 

△ポタン 

スタートポタン 

セレクトボタン 

プレイヤーキャラクターの移動 

会話をする、行動の決定、ドアを開ける、武器を扱うなど 

戦闘時に宝石を装備していれば、魔法を発動できる 

「メニュー画面」を開いた時、それぞれの選択をキャンセルする 

ダッシュができる（押しながら方向キーを使う） 

装備アイテム選択時のスクロールスピードが早くなる 

「メニュー画面」を開く 

イベントデモを見ることができる 

「メニュー画面」でアイテムなどのメッセージが表示されたときに 

文字送りができる 

〇 



『ホワイトダイアモンド』はプレイステーション専用ゲー 
ムソフトです。この解説書をご覧になって、正しい起動と 
終了をおこない楽しくプレイしてください。 

本体にレーベル面が見えるようにディスクをセッ 
卜し、電源を入れます。エスコットの表記画面に 
続いて、「ホワイトダイアモンド」のタイトル画 
面が現れますのでスタートポタンを押してくださ 
し)。初めてゲームをプレイする場合は「ゲームス 
タート」を、一度ゲームをプレイした後に続ける 
時は「コンティニュー」、BGMやメッセージスピ 
—ドなどを調節したいときは「オプション」をそ 
れぞれ選び、〇ボタンで決定してください。 
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セーブをするときは、街や村にある宿屋や酒場で 
「記録をお願いしよう」を選択し、おこなうこと 
ができます。別売りのメモリーカードを、プレイ 
ステーシヨン本体のメモU—力ード差込口1に差 
し込めば、セット完了です。「ホワイトダイアモ 
ンド」は1つのセーブに1ブロック使用しますの 
で、空きブロックがあることを確認してからプレ 
イしてください。 

スタートとセ—"フ 

〇 



物語はランスウエル王国という緑美しい土地を舞 
台に繰り広げられます。主人公（ラルフ）は2ヶ 
月間の視察のために、この国へ訪れる際、自国で 
ある□—バント王国の騎士団が何者かに襲われる 
のを目撃します。赤い鎧に身をつつんだ男は黒竜 
と呼ばれ、手に黒し)オーブを掲げラルフに一撃を 
加えた後、立ち去ったのでした。そしてこれから 
おもむく先のランスウエル王国は、この黒竜とい 
ささかならぬ因縁をかかえていたのです。 

(52^ 時問の流れ 

プレイヤーは「獅子の月」「乙女の月Jの2ヶ月 
間、冒険をします。一日は朝（6時〜正午)、昼 
(正午から夜6時)、夜（夜6時〜深夜0時)に分 
けられ、それぞれの時間帯に移る際は画面上に表 
示されるようになっています。また一週間は7S 

間で構成され、曜日は紫、赤、青、緑、黄、黒、 
白の色で割り当てられます。黒と白は休日です。 
なお、深夜0時になると一部の場所を除き強制的 
に一番近くの酒場か宿屋へ転送され、翌日の朝ま 
で休みをとることになります。 

〇 

『ホワイトダイアモンド』ではランスウエル王国という架 
空の舞台を中心に、物語が進行します。ここでは、舞台の 
世界観と独自の時間の概念について説明します。 

物語の舞台 

舞台と時間 



メニュー画面は△ポタンを押せば、イベント中以外ならい 
つでも開くことができます。女の子たちのプロフィールを 
見たり、武器•防具の装備変更などをおこないます。 

mm 
Mm 
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〇場所と月日自分がいる場所と今日の日 
付がわかります。 

❷能力値 各パラメーターは戦闘を繰 
り返すたびに上がります。 

〇所持金 現在持っているお金です。 
単位はG (ゴールド）です。 

〇 EQUIP 武器•防具•宝石の装備を 
変更するときに選択しま 
す。 

0 ITEM アイテムの使用をおこない 
ます。 

❻OPTION 「メッセージスピード」「M 
USICJ rSEJ「振動」「ウイン 
ドウカラー」を設定します。 

❼PROFILE出会った女の子たちの自己 
紹介が見られます。DATA、 
趣味、性格、行動がわかり 
ます。 

〇 TITLE タイトル画面に戻ります。 
セーブはされません。 

€9 



このゲームではギルドで請け負った仕事をこなし自分の能 
力を高めながら、8人の女の子たちと接していきます。こ 
こではゲームの進め方を紹介します。 

メインエリアを网ろう 

『ホワイトダイアモンド』の舞台であるランスウエル王国には、たくさんの 
街や村があります。その中でも、ゲーム開始時から行くことができる場所 
をメインエリアと呼んでいます（24ページの「メインエリアについて」参 
照）。初めのうちはこのエリアを視察しながら、女の子たちとのイベントを 
こなし、人々の話を聞いていきましょう。特にそれぞれの街にあるギルド 
で仕事を請け負い、プレイヤーである主人公の能力を高めることがポイン 
卜です。その能力次第で、どの女の子から好かれるのかが決定されますの 
で、限られた時間を有効に使い街や村を訪れ、戦闘やイベントをこなして 
いくことが大切となります。また、下の写真は初めから行くことができる 
代表的な一部のエリアです。 

エメラルドリゾート. 

〇 屬_|| .て 

ゲ—ムの進め方 



仕事とイベントをこなす 

このゲームでは、ギルドから仕事を請けることと、女の子たちと交流を深 
めるためのイベントの2種類をこなしていくことになります。どちらがか 
けても、最良のエンディングは迎えられません。請け負った仕事をしっか 
りこなしつつ、女の子たちが次にどのような場所へ、どのような行動をと 
るのかを確認しながら、彼女たちと接触していきましょう。 

m請け負った仕事はしっかりと 
町や村に点在するギルドから任された仕事は、 
最後までしっかりと終わらせましよう。約束の 
期限を過ぎてしまったり、全然仕事を請けよう 
としないと、主人公自身の評判の低下につなが 
るのです。 

〇 



このページでは、物語の重要な要素となるイベントとギル 
ドについての説明をします。特にギルドでは、いくつかの 
約束がありますので注意が必要です。 

イベントの発生 

女の子たちの行動は把握しよう 

イベントは主に、それぞれの女の子たちに関連し 
て発生します。それはごく日常的な内容がほとん 
どです。そのため、女の子の行動を把握していな 
いと、気づかないうちにそのイベントが終了して 
しまつていることがあるのです。女の子たちが、 
いつ、どの辺りにいるのか、こまめにチェックし、 
チヤンスを逃さないことが大切です。 

とにかく歩き回ろう 

ゲーム最初から登場する女の子たちは、すでにプ 
□フイールが用意されていて、会5ための難しさ 
はありません。しかし、まだ登場しない女の子たち 
は、し^ったし似つ出会えるのかわからなし、のです。 
そのためにもプレイヤーは時間の許す限り、毎日 
いろいろな場所へ行ってみることが必要でしよう。 

ィベントとギルド 



ギルドで代•好を請けおう1 

yEHBSaHK 
ギルドはこの国全体に点在する、仕事の紹介屋と 
考えてください。初めのうちは蜂退治や薬草の入 
手など、簡単な内容ばかりですが、主人公がレべ 
ルアップしていくにつれ、敵が強くなり危険度が 
高い仕事になっていきます。自分の能力にあった 
仕事を選ぶことが大切です。 

ギルドの決まりごと 

ギルドから一つの仕事を請け負うと、その仕事を 
終了するまで他の仕事は請けられなくなります。 
また、それぞれの仕事には期間が設けられていま 
すので、決められた日時までに終えなければいけ 
ません。 

仕事が終了した5 

仕事が終了したら、ひきうけた先のギルドへ報告 
しなければなりません。ここではじめて、約束の 
報酬がもらえ、別の仕事を請け負えるようになる 
のです。 

ィベントとギルド 

〇 



ギルドで仕事を請け負うなどして、イベントが発生し戦闘 
が行われるエリアを戦闘エリアと呼びます。ここでは、戦 
闘画面の見方や戦闘方法を説明します。 

〇体力主人公の現在の体力値が表示され 
ます。ダメージを受けた分は赤く 
表示され、0になると出発した町 
へ戻されます。 

〇魔力主人公の現在の魔力が表示されま 
す。魔法を使用すると減った魔力 
が赤く示され、0になると魔法は 
使えなくなります。 

©宝石 

〇モンスター 

0敵の体カゲージ 

&敵の魔カゲージ 

現在、装備している宝 
石のグラフィックが表 
7Kされます。 
敵の名前です。 
敵の体力値を表示しま 
す。ゲージがなくなると、 
敵は消滅します。 
敵の魔力値を表示します。 

戦闘について 
C0I 



戦蹣のしかた 

プレイヤーは方向キーでラルフを前後左右に動かしな 
がら、フィールドを移動させます。フィールドでは時 
間の経過はないので、ゆっくりと探索することがでぎ 
ます。また、エリアには妖精がいますので、体力の回 
復は彼女たちにお願いしましょう。最大値まで回復し 
てくれます。 

武器による攻擊 

戦闘エリアでモンスターや敵に遭遇すると、敵は主人 
公に近寄ってきます。エyアに入った時点で戦闘は始 
まっており、敵とぶつかり〇ポタンを押せば剣による 
攻撃ができます。また、強力な武器を装備していると 
2回攻撃をすることもできます。 

魔法による攻擊 

敵の数が多いときなどは、全体攻撃ができる魔法を使 
うと良いでしょう。攻擊範囲は画面に表示されている 
敵すべてです。画面の中にできるだけ、多くの敵を集 
めて攻撃すると効果的です。また、魔法を発動させる 
ためには、攻撃系の宝石を装備しXポタンを押します。 
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[〇名前 

驪誕生日 

こ]身長 

■スリ-サイズ 

■趣味 

圃住所 

■家族 

圍声優 

IJステイン 

乙女の月10日 

159cm 

B86 • W58 * H87 

花を育てること 

マイスフオレスト村 

一人暮らし 

横山智佐 

道に倒れていた主人公を助ける 

心優しい女性。マイスフォレス 

卜の村に住み、フラワーガーデ 

ンで働いている。周辺の街や村 

に花を届けに行くため、意外な 

場所で出会う可能せいも…。容 

姿端麗で性格も良く、家事もで 

きるため彼女に好意を抱いてい 

る男性が少なくない。 

w ❿，■〆 



マイスフォレストに住む彼女は、リスティンと幼い頃から 
の親友である。趣味は遺跡めぐりというだけあって、考古 
学の造詣がとても深い。現在では、遺跡の魅力を教えてく 
れた父親の知識を越えるほどになっている。ちょっときつ 
い言い方ちするが、根は心優しい女の子。 

CLAIRE 
國名前クレア 
■誕生日水瓶の月1日 

j身長158cm 

■スリーサイズB83 _ W57 ^ HS4 

■趣味遺跡の調査 
■住所マイスフォレスト村 
[1家族父と母 
13声優柊美冬 

登 
+日 
場 
キ 
ャ 
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MELL 
マイスフォレスト村の村長の娘。小さい頃からリスティン 
とクレアに遊んでもらっていたため、 2人のことをお姉ち 
ゃんと呼んでいる。おしゃれが好きで、わがままなところ 
もあるがその幼さがかわいい。自分には何の取り柄もない 
ことに、少しコンプレックスをもっている。 

■名 前 メル 
■誕生日 魚の月11日 
■身 長 149cm 

■スリ-サイズ 巳79 - W58 • H80 

■趣 味 吟遊詩人の歌を聞くこと 
■住 所 マイスフォレスト村 
■家 族 父 
■声 優 桑島法子 

登場キャラクタ— 



10年前の封印戦争で両親を「黒竜」と名乗る男に殺され 
た。それ以来、仇を討つために「黒竜」を追い続けている 
女性。背中に大きなパスタードソードを担いでおり、その 
剣を扱わせたら右に出るものはいない。男っぽい言葉使い 
をするが、時折女性らしい一面もみせる。 

■名 前 シユナ 
■誕生日 水瓶の月14日 
■身 長 170cm 

■スリ-サイズ B90 • W58 ■ H91 

■趣 味 剣の技を高めること 
■住 所 
■家 族 なし 
■声 優 川村万梨阿 

SYUNA 

登場キヤラクタ— 



ランスウiルの街にある王立病院に入院している女の子。 

胸の病気をわずらつており、 3歳の頃から入院している。 

外にあまり出ることができず、友達も作りにくいことをと 

ても悲しく思つている。ゲーム序盤では会いにいくことは 

でぎない。 



ヴァンネルの深い森に住んでいるダークエルフ。閉鎖的な 
種族性を好んでおらず、エルフの隠れ里から抜け出して人 
間と接することもある。矢の名手で、隠れ里の門番をつと 
めている。気さくで明るい女の子だ。 ELLE 

■名前エル 
■誕生日双子の月£3日 
■身長161cm 

■スリーサイズ巳85 • W58 • H85 

■趣味歌をうた5こと 
■住所エルフの隠れ里 
■家族一人暮らし 
■声優吉田古奈美 



LAILA 
■名前ライラ 
■誕生日山羊の月27日 
■身長167cm 

■スリーサイズ日94-W59-H91 

■趣味小さないたずらをすること 
■住所ライラの塔 
■家族一人暮らし 
■声優井上喜久子 

登場キヤラクター 

古い大きな塔に一人で住んでいる謎の女性。艶やかな目が 
大人の女性を感じさせるが、非常に口が悪くトラブルを起 
こすこともしばしばある。しかし、落ち着きのある心優し 
い女性だ。 



■名 前 アルテイナ 
■誕生日 天秤の月16日 
■身 長 156cm 

■スリーサイズ B83 • W56 _ H84 

■趣 味 珍しい物を見聞きすること 
■住 所 ランスウエル城下町 
■家 族 父 
■声 優 白鳥由里 

ALTINA 
ランスウエル王国のお姫さま。非常におっとりした性格だ 
が、好奇心が旺盛である。そのため、退屈な城から抜け出 
して街に繰り出してしまうこともあるようだ。珍しいもの 
には目がなく、城の周辺地域に現れる。また、彼女には重 
大な力が眠っているらしい。 



ランスウエル王国の聖騎士隊に所属し、 
己の力を誇示するキザでいやみな性格。 
かわいい娘を見ると絶妙な話術で近づく。 
男は徹底して嫌うタイプで、特に主人公 
をライパル視している。 

デニス 

王宮の魔道警備隊リーダーである彼は、穏 
やかな性格から多くの人たちの信頼を受け 
ている。草木や動物を愛し、それらが発す 
るオーラを感じることができる。医術の心 
得を持ち、オープニングでは主人公の手当 
をした。また彼の肩にいつものっているの 
は、シールという名前の妖精。 

ルシオン 



温厚な性格とおしゃべり好きな、人なつ 
つこいハーフエルフ。マイスフォレスト 
村には時折現れ、主人公に助言をするこ 
とがある。ハーフエルフらしからぬ体つ 
きをしているためか身軽ではないが、強 
力な魔力をもつ。 

オーブニンクで主人公に一撃を加え、黒 
のオーブを奪った謎の敵。10年前の封印 
戦争時にも出現し、今またランスウエル 
王国に恐怖の影を落とそうとしている。 

田： 
ハ、、 

GB 



ゲームを開始すると初めから行くことができる城や街、村 
などが全部で5つあります。これらはメインエリアと呼び、 
冒険するうえで大事な拠点となることでしょう。 



2 
ランスウエル城 
ランスウエル王国を統べる、国全体の要となる場所。王宮内には、闘技場、 
厩舎、図書館、空中庭園などがある。また王自身が民衆の声を聞くための集 
まりを設けており、国としてのまとまりは良い方。城内にいる歴戦の戦士た 
ちに話しかけるとその話の内容で、主人公の成長具合を知ることができる。 

2 
ランスウエル城下町 
ランスウエル城から少し離れたところに位置し、住宅が多くみられる静かな 
町。しかし、城下町だけあって武器屋や宝石屋や、ギルド、王立病院、フU 
_マ—ケット広場など施設は充実している。ランスウエル城から、直接町に 

行くことができる。 

3 
エメラルドリゾート 
エメラルドの原石が多く取れることが町名の由来。ランスウエル王国内では 
もちろん、他の国からエメラルドを買い付けにくる商人でいつもにぎわって 
いる。また温泉も湧き出ることから、周辺の町や村から療養にくる旅人も多 
い。女性が多く見られるのは、温泉のある観光地特有のことだろう。 

4 
マイスフオレスト村 
森の都ランスウエル王国には、美しい木々に囲まれた村が数多く点在する。 
このマイスフォレスト村もその一つであり、村と呼ばれる中では一番大きい。 
花の栽培が盛んで、村のはずれのフラワーガーデンからは、王国内の都市や 
町に美しい花々が届けられる。 

5 
フェイル橋上都市 
フェイル橋上都市は、ランスウェル王国の中でももっとも大きな商業都市で 
ある。中央には大きな川が流れており、両岸を大きな橋で結んでいる。この 
ji Iをつたって他の国との貿易が行われており、珍しい食べ物や品物が多く集 
まるのだ。交易所、劇場、図書館などがある。 



『ホワイトダイアモンド』の世界でのアイテムは、イベント 
時に使用します。一見すると、何でもないアイテムなどは交 
易所に行くと高値で買い取ってくれるかもしれません。 

アイテム名 説 明 備考 1 

オルゴール エメラルドリゾートで売っている。郷愁を含んだ調べ 

を奏でる 

値段は480G 

銀のブローチ 白銀の台座にルビー、トパーズ、アメジストの宝石を 

埋め込んでいる 

値段は980G 

エメラルドのブローチ T メラルトリノ t 1.,'., ' ' —/IV 'セサリー 値段は1980G 

トロアの葉 王立病院の医者より入手依頼のあった薬草。胸の病気に効く 

妖精の羽薬 ライラの塔の地下水路で採取できる。コケの一種で傷 

築になる 

ライラの指輪 ライラのイヤリングと同じ石でできており、この指輪 

をした者はライラと精神伝達ができる 

シィズの花 5年に1度しか咲かないといわれている希少価値の高し、花 

アラス1ルの書 白竜の騎士による戦記である。第1章から第5章で成り立つ 

眼鏡 クレアり'ナmill iH, 1 ^こ1小「瞒入する 

王立劇場の入場券 王立劇場に入るためにはこの券が必要。有効期限は2ヶ月 

旧エルフの飾り花 エルフたちの間に、古来より伝わる花 

ユージアの花 カルデイナ草原に咲いている賣重な花 

ヴアンネル•リング これをもっているとエルフの隠れ里に自由に出入りできる 

鏡びた短剣 クレアが交易所で購入した骨董品 

ロアールの葉 蘇生薬の原料となる葉。ギルドから入手の依頼を受け、 

探すことになる 

□-プ 崖を降りることができるくらい丈夫にできている 

夢見茸 煎じて飲むことにより、夢見心地になれる 換金用アイテム 

力ード 全部で4枚ある力ード。何に使用できるかは不明 換金用アイテム 

※上記のアイテムはほんの一部です。プレイヤー自身の手ですベてのアイテムを探してみましよう。 

m 



ランスウエル城下町のはずれで行われるフリーマーケット 
では、さまざまなアイテムが手に入ります。それらのほと 
んどは、女の子たちへのプレゼントになるものです。 

アイテム名 値段 購入先 
吟遊詩人の詩集 10 Tポープ 

花の笛 30 ポープ 

楽譜 80 ポープ 

フルート 150 ポープ 

恋愛小説 250 ポープ 

びっくり箱 30 エレン 

押し花のしおり 50 エレン 

八ンドクリーム 100 エレン 

シヨットグラス 170 エレン 

ブレスレット 300 エレン 

古い地図 50 パルザック 

古いランプ 80 パルザック 

眼鏡ケース 150 パルザック 

温泉ガイド 160 / パルザック 

革の鞘 250 :パルザック 

飾り剣 300 バルザック 

チケット 0 エレン 

ランスウエル王国の旅の本 100 バルザック 

フリ—マ—ケットリスト 

※上記のアイテムはそれぞれプレゼントできる女の子が違います。ど 
のアイテムを贈ったら、女の子が喜ぶか考えながら購入しましよう。 



武器は剣と杖の2種類、防具も鎧とローブの2種類に分類 
されています。攻撃力をあげるか魔力をあげていくかで、 
それぞれの装備を使い分けていきましょう。 

※上記の他にも、強力な武器がイベント時に入手できます。 

1シヨートソード 400 扱いやすいが攻擊力はない。切り裂く、突き刺すなど状況に応じて使い分 

けることができる 
□ングソード 1200 全長1メー トルほどの剣で、鋭い切っ先と両刃の刃先をもつ 

1八スタードソード 3000 まっすぐなにのびる刀剣。パランスがよく、片手、両手どちらでも扱うこ 

とができる 

、グレートソード 10000 両手専用の大剣。全長が2 メートル近くあり、大きさに比例した絶大な攻 

撃力を誇る 
iウッドスタッフ 300 木製の杖。攻撃力.魔力ともに威力はない。冒険初心者向けの武器 
1パトルスタッフ 1000 先端にアメジストの宝石を埋め込み、使用者の魔法攻撃力を増幅する 
1フオーススタッフ 4000 先端にターコイズの宝石を埋め込んだ、バトルスタッフの1ランク上の武器 

\アルテ5スロッド 1 ?000 聖なる祭りであるアルテミス祭りで使用されるロッド。慈愛の力をもつ 
1レザ-ァーマ- 600 基本的な防具の一つ。動物などのなめし皮で作った鎧 
[チェインメイル : 2000 金属製のUングを鎖状につなぎあわせた鎧。動きやすいのが特徴 
\スケールアーマー 6000 :厚い金属板をレザーアーマーの上に鱗のように縫いつけた鎧。見ためよりも軽い 
!プレートアーマー 15000 全身を板金で覆い、関節部はチェイン.メイルを使用している。防御力は 

高いが重さがある 
クロースローブ 500 布地に綿を入れて加工したローブ。軽いがその分、防御力はない 

iレザー□ーブ 1500 動物などの皮をなめして作ったローブ。丈夫で動きやすい 
!シルクローブ 8000 絹でできており、魔法防御に優れているため魔術師に好まれている 
アルテ5スローブ 18000 アルテミス祭りで使用される□—ブ。物理的防御力、魔法防御力ともに優 

れている 

値段 武器， 

I 

武器•防具リスト 



『ホワイトダイアモンド』で登場する宝石は、それぞれに 
魔力が込められています。敵の数が多いときなどは、全体 
攻撃のできる魔法に助けられることがあるでしょう。 

蛍石の力と装着 
宝石は町や村にある「JEWELRY」で購入することが 
できます。店によつておいてある種類は違いますので、 
いろいろな場所で探してみましょう。装着方法は、メ 
ニュー画面の「EQUIP」で宝石を選択し、横スクロー 
ルで使用したい宝石を決めます。画面の正面に表示し 
た状態で、〇ポタンを押せば装着できます。メニュー 
画面はいつでも開くことができますので、戦闘時には 
その場にあつた宝石を常に装着するようにしましよラP 

1宝石名 値段 効果 $ 日月 
エメラルド 2000 回復 幸運や幸福が訪れるといわれている石。回復を司る 

アクアマリン 2000 攻擊•氷 夜になると光る性質がある。母なる海からやってきたといわれている 

ルビー 2000 攻擊•炎 深き愛情、熱情、威厳、燃えたぎる人間の情念をあらわした石 

サファイア 2000 攻繫•雷 慈愛、誠実、徳望を象徴した石 

トパーズ — 4000 攻擊•地臑 夜の恐怖から逃れられるという伝説がある石 

ガーネット 4000 攻擊•爆発 友愛、真実、忠実をあらわす石。エクスプロージョンの力がある 

ダイアモンド 4000 攻擊•風 清浄無垢、最高、永遠の輝き、不滅の光といわれている石 

ターコイズ 5000 魔法防御 情熱を高めるといわれている石。マジツクシールドの効果がある 

オパール 5000 防御 安楽、？よ哀を克服して幸福を得るといわれている石 

アメジスト 8000 攻擊•死 誠実と平和の象徴。悪酔いをさますともいわれている石 

宝 
石 

i 
法 

u 
ス 
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•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。AのしAでお極いになると、 

機器#の故障の原因や耳擎の身体に悪い影餐を琴える場合がありますのでfe対におやめください。春このディスク 

は| NTSC | J Iマークあるし、は抑IJIIdJ國』脚IMの擬のある1白1*永ネ4の“PlayStation”にのみ 

対応しています。海外仕ネ4の“PlayStation”では用できません。•「解説#」および“PlayStation”本体の 

「取盘説明#」「妾全のために」をよくお読みの上、正しい1吏ょ角方!去でご愛用ください。•このディスクを‘‘PlayStation” 
ほんない はあい かなへ、 めん 夺ダ いんさつ めん うえ ち帝うおうぶぶんかる 
本体にセットする場合は、必ずレーベル面(夕仆ル等が印刷されている面)を上にしてください。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。•プレイII了後“PlayStation”本体からディスクを取り&す場合は、苯体の 

才ープンボタンを押し、ディスクの回転が完全に企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f募つけたり本体の故の原因になりますので、絕対におやめください。籲ディスクは両面とも、 

指'紋、每れ、Sfeをっけないように取り扱ってください。またシールfeを貼1 寸したり、鉛筆、ペンfeでx字や会を書かな 

いでください。•ディスクが每れた日！はメガネふきのような柔らかい布で、から外威こ向かって放蔚获に軽く食き兪 

ってください。その時、レコード用クリーナーやMlifc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 

は接着割11で#feされたディスクは誤作動の原因になりますのでli対に使用しないでください。•直射日光のあたる 

場所、暖房機器の近く#高湞の所には保管しないでください。また、說気の多い所も避けてください。镰ケースやディ 

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！におやめください。•プレ 

イ終T後はディスクをケースにMし、幼児の手の届かない場し蘇に保管してください。•お勤篇の篛ったおAりSいに 

より生じたキズ、破損％に関しては也賞いたしかねますので、あらかじめピ ください。•“PlayStation”本诂をスク 

リーンfe影方#のテレビ(プロジェクシヨン•テレビ)には_鉍接fcしないでください。残感光量による画面焼けが至じ 

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要な場合がありま1•。「解説書」で確認UTください。 

參プレイする時は健康のため、1時間ごとに約15分の株韻を取ってください。籲疲れているMや睡眠ネfeの日4はプ 

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。•ごくまれに、 
つメ： ひダり L if ^ r. へんめノ <_ か大 がめん み いちじてき 穸んにく いしsj そうしつ絮/f 

強い光の刺滅を受けたり、点滅を巔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の喪失#の 

症を&こす人がいます。こうした験のある方は、事前に必ず医師とI目談してください。プレイ毕の画面を見 
しょうじ4う は. け. ひ•ろ$か〆 の， 令のよ •に しょうじようか八 ばあい 

ていてこのような症祛や、めまい•吐き気•疲労感•乗り$勿酔いに似た症状赫を感じた場合は、すぐにプレイ 

を中iし、医師の診iをiけてください。 
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