
rJ）レ按



H022・213・7555
・大技林に掲載されているウル技の

問い合わせは、祝日を除く月曜日から

金曜日の午後4時から午後6時のあいだ、

上記の電話番号で受け付けています。
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あ
アームドF
コンテイニュー ゲームオー）＼ーの表示が出て

いるときに、セレクトボタンを10回押せば

コンテイニューできる。コンテイニューは
7固まで可能。

R-TYPE I 
クレジット指殖法 タイトル画面中に、セレク

トボタンを押し芯がう①ボタンを連打すれ
ばクレジッ卜が増える。

2周目 フル装備の状態で、 l回もミスするこ
となく全4ステージをクリアする。そし
て、エンデイングを見たあとにランボタン
を押すと、 2周目が始まる。

2周自の軍強パスワード パスワード入力画面
で「CPL-3590-CM」と入力すると、 2周
目の最強状態でゲームを始められる。

タブロックの無駄＇／；；.鋸抗 1面で2匹目のタ
ブロックを倒さすにボスを倒すo すると、ク
リア後の無敵に芯った自機にタブロックわ
攻撃してくる。

R-TYPE II 
クレジット権額E去 タイトル画面中に、セレク

トボタンを押しながら①ボタンを連打すれ
ばクレジットが増える。

フォース変練パス rR-TYPEI jをクリアし
たときに出現する fR-TYPEII j用パスワ
ードの後ろの2文字を下の表のように変換
すると、自分の好きなフォースを取りつけ
られる。

ピットを前後に動かす 薗面の一番左舗に自機
を動かし、さらに方向キーの左を押せば、ビ
ットは前後に動かせる。

璽・趨兄貴
何度でも復活 ます、砂時計の残りがあと 2

つになるまでプレイする。次に、画面右から

DIL-1134－・0
パスワード IAICIEIGII IKIMIO ． フォース｜ 無 11段階12段階13段階

周囲い｜εい1211121112
OIレーザー｜反射｜対地｜対空

アームドF～アウトライブ

2つ自の砂時計の砂が全部港ちて点滅した
う、わざと自爆する。成功すると、砂時計が
1つだけの状態になり、時の番人の男がい

なくなる。もう一度ミスをすると、砂時計が

その場で満タンになり、ゲームを続けられ

る。これを繰り返せば何度でも復活でき
る。ただし、画面がパグるととがある。

アヴヱンジャー
すべての武器ti使える タイトル画面で上、

右、下、左、 ⑨、 上、左、下、右、 ① の

順に押してからゲームを始める。すると最
初からすべての武器が使用可能になってい
る。

無敵コマンド タイトル画面で上、右、下、
左、③、上、友、下、右、 ①、上、右、下、

左、 ③、上、左、下、右、 ① の順に押し
てからゲームを始める。すると、すべての武
器がそろった上に無敵状態でプレイでき
る。

お知5ゼ タイトル画面でセレク卜を押すと、
お知らせが始まる。

アウトライブ
音楽を変える FWの起動コードを「アアアア

アアアア」と登録する。すると、いつもより
コミ力ル芯 BGMでプレイできる。

パスワード入れ換え技 パスワードを入力する
ときに 5番目と 35番目の文字を入れ換え
ると、アタックレベルが30まで上がる。ま
た、 10番目と最後の文字を入れ換えると、
ディフェンスレベルわ 30まで上がる。

何度もシティに入る ますシティに入るとき、

方向キー以外のボタンを押し花王bら入る。
；欠にパスワ ド画薗で「し悲し1」を選択する
と、コクピットの外は真っ暗になる。ここ
で、上を押すと「DOOR」の表示が浮かぶ。
それを開けて入ると、再びシティの入口に
入ってしまう。パスワード画面で「しない」
を選択する限り、同じことが続く。

戦わずに勝つ オラフシティのアイシスに、あ
っさり勝つことができる。ます、チーフイン
セクトを倒してから、ネストシティへのダ
ンジョンに出る。ネストシティまでミスせ
ずに行き、パーサー力一システムに負け
る。オラフシティに戻されたところで、アイ
シスにデュ工リングを挑むと、戦ってもい
ないのに勝ったととになり、賞金とライト
アーマーを獲得できる。

簡単レベルアップ アタックレベルを上げたい
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アウトラン～あすか120%マキシマパーニングフェスト

ときは、一撃で敵を倒せるよう芯エリア
で、方向キーの左右どちうかと、 i重射スイッ
チをオンにした①ボタンを押したままの状
態にしておく。こうすれば時聞はかかる
が、勝手に戦闘をしてレベルアップしてい
く。また、ディフ工ンスレベルを上げたいと
きは、アンチファイア芯どの直接攻撃に関
係ない武器をたくさん買っておく。敵との
戦いでそれらのアイテムを使ってワザと攻
掌を受け、その後で敵を倒す。すると大量の
経験値を得うれる。

クレジットを節約する シティでポイントをク
レジットに変換したら、ダンジョンに戻っ
てわざとやられる。すると、クレジットを減
らさすにエネルギを満タンにできる。

「ミュージック3」入手 パスワ ド入力画面
で、 FW起動コードを「ブラウディス」、パ
スワードを「ゾパキゴドメケヤリンラ
コセセグへナユゴブホラロドジルシ
ギボオ ヨブウルザタメサゲゲ」と入力
する。するとオプションに「ミュージック
3Jを持っていて、戦闘中に使用すると普通
にゲームをプレイしたのでは聴けない曲を
聴ける。

『ブラウンストーンJがオプション パスワー
ド入力画面で、 FW起動コードを「クリスタ
ルJ、パスワードを「ユゼデボア ダヌサミ
ンヘテニモゼネゼナナケエザザボシ
ブシエテホマダホダモズレパボナ」

と入力する。するとオプシヨンに「ブラウン
ストーン」を持っていて、戦闘中使用すると
ダンジョンの曲がデユ工リングの曲にな
る。

アウトラン
ロケットスタート 自車が発車する直前に、ギ

アをHIにして①を押し続ける。発車すると
同時にギアをHIからLOWへ、そしてまた
HIへとすばやく変える。タイミンクが合う
と、ロケットスター卜ができる。

膏いブリンク
隠しデモ 2ii療を入れてからデモを見続ける。

すると 3回目のデモはストーリー紹介に芯
っている。

悪魔嬬ドラキユラX血の輸廻
ステージセレクト ネームエントリ 画面で名

前を「×－XIV'' Q」と登録する。次にデー
タファイル画面でステージセレク卜を選
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13＼。すると、まだクリアしていないステージ
も選択できるように忽っている。これで裏
ステージにも簡単にいける。

童書告用ミニゲーム 旧システム力 ドでゲム
を起動させる。すると fあくまぢょおどらき
ゆら×Jというタイトルのミニゲームがで
きる。このステージの終わりに、システムカ

ドのパ ジョン違いの嘗告画面が表示さ
れる。

マリアの隠し妓 マリアでプレイしているとき
に、上、下、右下、＠ゆ順にすばやく押す。
するとマリアの分身が出現して、敵を攻撃
してくれる。このコマンドはキャラが右向
きのときのもので、左向きの場合はコマン
ドの左右が逆に芯る。

リヒターの隠しアイテムクラッシュ リヒター
でアイテムを持つてなくて、ハートが15個
以上あるときにアイテムを使うと「ムチの
アイテムクラッシュ」が使用可能になる。

リヒターの隠し操作法 リヒターで、ムチ使用
時に向いているほうへ方向キーを2回入力
すると、ムチのリーチが伸びる。また、直立
時に①を押しっぱ忽しで左右移動せす併に方
向転換が、 ⑨を押しっぱなしで方向転換せ
すに左右移動ができる。さらに、 ①ボタン
をすばやく 2回入力すると、パク転ジャン
プする。

マリアが踊る マリアでプレイし、 方向キーの
上を押し続ける。すると、マリアが鏑り出
す。

カギを使ってつ 力ギを持っているときにアイ
テム攻撃をするとカギを振り回し、アイテ
ムクラッシユでは、ただ無敵のポーズを取
る。どちらの場合もハートを消費し芯い。

親子ガメが登場 マリアで八一トが53個以上
あるときに甲羅をひぶると、子ガメが落ち
てきて自キャラの上にのる。

馬車が走り続ける ステージOで、デスが 「乙
の；欠はそうはいかんぞ」といったあと、りヒ
ターをしゃがんだままにしておくと、馬車
が走り続けて、ステージクリアにならな
し1。

あすか 120%マキシマパーニン

タフエスト
隠しグラフィック ストーリーモードをノーコ

ンティニュ でクリアすると、使用したキ
ャラの隠しグラフィックを見ることができ
る。

アーケードカード対応 アーケードカードを嬢



あっばれ！ゲートボール～アドヴァンストV.G.

続して電源を入れ、左と⑨を押しながらゲ
ームを起動させる。すると、あすかの入浴姿
が表示され、使用しているシステムカード
をチェックしてくれる。アーケードカード
が接続されていれば、対応させるか質問さ
れるので 「はい」を選べばアーケード力一ド
対応と怒り、ゲーム中のデータの読み込み
が少なくなる。

キャラがワープする まず、マルチタップを用
意して、 2Pにもパッドを接続する。 Vs 
MODEを選び、 VSUSERでゲームを始め
る。そして試合中に、お互いが空中でぶつか
るようにジャンブして、 lP恒IJは上と⑨を
連打し、 2P側は上と①と①を連打する。
すると lP倶IJの攻撃を2P側が防御した状
態のまま、どんどん上昇して画面かう消え
てしまい、最後には画面の下から現れる。

ハンディキャップ VSMODEでゲームを始
め、キャラ選択画面で、左、石、下、上と押
す。すると、キャラの名前の下にHC(! lン
ディキャッブ） 8と表示される。この数値は
左右で変えることができ、数値が高いほど
キャラの攻撃力が増す。同じくキャラ選択
画面で、左、左、右、石、上、上、下、下と
押すと、キャラの顔の左上にOが表示さ
れ、最初から超必殺技が使えるようにな
る。また、 6ボタンパッドを接続し、キャラ
選択画面でパッドのモードを2ボタンから
6ボタンに変更すると HCとOの表示が点
滅する。ここで方向キーのいすれかを押す
と、点滅が止まるので、 HCとOが両方表示
された状態で止めて、パッドを2ボタンモ
ードに戻せば、両方の効果を同筒に得るこ
とができる。

あっばれ！ゲート;tiール
HU-GEESが出現 レベル4のコンヒ．ユータ

に勝つと HU-GEESが出現する。

ルール解説で怒られる ルルの解説を聞く
と、「どれも大切忽ルールだから Jといわ
れる。 5回以上聞くと「もう忘れちゃったの
Jといわれ、 7回以上聞くと「あのねーl

いいかげん、おlまえてよH」と怒られてしま
つ。

ポールが消えてしまう 対戦プレイでも対コン
ビュータ戦でも構わないから、第 1打を打
って第 1ゲートを通過させる。次に、第2
打を第 1ゲートの中に戻すように打つ。す
ると、次の人がスタートセッ卜して打とう
とすると、初めに打った人のポールは第 1

ゲートのところにある八ズ芯のに、消えて
しまっている。

ポーズがかかる マルチタップを用意して、
3P側にもパッドをつ芯いでゲームを始め
る。すると3P側のランで、いつでもポーズ
がかけられるようになる。デモ画面やルー
ル解説でもポーズがかけられる。

変な音が鳴る レクチャーモードにして、条件
のSETで①番ボールから③番ボールまでを
同じ場所に重ねる。さらに⑩番ボールをそ
の近くに置いて、⑩番ボールから始まるよ
うにする。そして、⑩番ボールを重ねたボー
ルに思い切り当てると、「リリリリリJとい
う音が鳴る。

アドヴァンストV.G.
隠しビジュアル スト リーモードをクリアし

てエンデイングが終わったら、約3分その
ままにしておく。すると、武内優香のシャワ
ーシーンを見られる。

敵キャラでプレイ マルチタップを鐙続し、
2PIこ6ボタンパッドをつ芯ぐ。そして、電
源を入れてTGLのロゴマークが表示された
ら、 2P側の①と⑮と⑨と上を押しながら1
P側のランを押す。そして「VSMODEJ 

で、敵キャラの曾根崎啓ーと曾根崎恵の2人
を選んで使える。必殺授は2人とも同じで、
下の表のとおり。

優香とだけ闘う マルチタップを援続し、 2P
にもパッドをつ芯ぐ。そして、ゲームモード
を選択する画面で「NORMALMODEJを
選んだら、すぐ2P側のランを押し続ける。
すると、キャラ選択画面がまっ黒になる
が、カーソルを動かすとキャラが表示さ
れ、 lP側と2P側のキャラを選べる。ここ
でlP側のキャラを適当に選び、 2P倶IJを優
香にする。あとは、 2P側の優香を倒すと、
その後の対戦相手がすべて優香に忽る。

ビジュアルオンリーモード マルチタップを接
続し、 2Pに6ボタンパッドをつ広ぐ。する

筏名 ｜ コマンド

サンダーボルト I ..、→＋パンチ

サイコパソァ ｜←J..L＋パンチ

サンダースパーク｜パンチ連打

サイコスルー →← .Lι'I.→＋Jてンチ

出コマンドは、キャラが右向きのもの。左向きな
ら左右が逆になる。また、矢印は方向キーを押
す方向、＋はボタンを同時に押すことを表す。
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アドベンチャーアイランド～暗黒伝説

と、電源を入れてTGLのロゴマークが表示
されたら、 2P倶ljの①と⑪と⑨と上を押
しながら lp側のランを押す。そのあと
「STORYMODE」を選び、「CONTINUEJ
を選ぶ。すると、ビ、ジュアルシンだけを見
られる。

アドベンチャーアイランド
復活の薬でライフ満タン プレイヤーのライフ

がなくなって、復活の薬を使いライフが回
復しているときに⑨を連打する。すると、
通常なうハート3つ分しか回復しないライ
フが、満タンに主主る。ただし、連射スイッチ
を使うと芯かなか成功し主主い。

ヒューマンでプレイ パスワードを「MODE

FOR 0000 OOOJと入力してゲームを始
める。すると最初のドラゴンを倒している
のに、ヒューマンの状態でゲームが始ま
る。プレイヤーのライフゲージId:、ハート1
つしか芯いが巌強の伝説の剣を持ってい
る。しかし、 度ほかのキャラに変身する
と、もう戻ることはできない。

ドアの音が消える パスワードを「PLAY 

THE ONGA KUN」と入力してゲームを始
める。すると、 ドアを開閉するときの効果音
が消える。

アトミックロポキッドスペシャル
破片でライフ回復 パワーアップクリスタルを

何回も撃っていると、 4つの破片が飛び散
る。乙の破片を取ると、 1つにつきライフゲ
ージが 1回復する。

飛ぴ倣うない ①、②ボタンの連射スイッチ
をオンにして、 ①、⑥ボタンを押したま
まミスする。すると、自機の破片が飛び散ら
ない。

姐｛あねさん）
所持金が纏える．ますマルチタップを用意し

て、 2P側にもパッドをつないでおく。そし
て、タイトル画面で「対戦」を選んでゲーム
を始める。ζのとき lP、2Pのどちらかが
勝つようにすること。次に、タイトル画面に
戻して「はじめから」を選び、 通信販売の画
面にする。すると所持金が培えている。対戦
を何回もしておくことでよりお金を溜やせ
る。

HPが減らない ゲームオーJI.一後にタイトル
画面に戻ったら、「はじめからJを選んでゲ
ームを始める。すると、必殺技を使っても
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HPが減らなくなる。

アフターバーナーE
全面の安全地宇野 ゲームを始めたら、スピード

を2にして自機を画面右下に持っていく。
すると、ダメージをまったく受け広い。ただ
し、 6、7面だけは安全地帯が反対になって
いるので、自機を左下に持っていかなけれ
ばならない。

ザコがー列に出てくる デモ画面が9画のも
のになったら、ゲームを始める。すると、ザ
コが画面左からー列になって出てくる。

後方の敵がすべて左から出現する 背景が雪の
シーンのデモ画面で、ランを押してタイト
ル画面を出す。そしてすぐにゲームを始め
ると、後方からの敵がすべて画面左側から
しか出現し忽く怠る。

アルシャーク
カンタンにお金持ち 惑星ウユルトリアの首都

ウュルトリアに入ったら、すぐ左にあるア
イテムショッブに行く。次に特殊ツールの
超電磁フィールドを買い、スクラップにす
る。これをスクラップ交換所でお金に換え
ると、買値の4倍近くのお金に主主る。これ
を何回も繰り返すとすぐに所持金を増やす
事ができる。

い1J.いのに返事をする 惑星ザジルで、ショー
コがさらわれたら、惑星マ ズの首都テス
ウィルに行く。そこで、町の北東にある防異
屋の上の通路にいる男に話しかけると、い
芯いはすのショ コが返事をする。

アルナムの牙獣旗十二神徒伝観
デバッグモード メーカーのロゴ画面で、 ①、

⑨、①、⑨、上、下、 上、下と入力すると、
文字がたくさん出る画面に切り替わり、ゲ
ムがスタ 卜する。そこでフィ ルド画

面でセレクトを押すとデパックウインドウ
が出るので、下段の一番右の文字を方向キ
の上下でFに、左から7番目の文字に方

向キーの左右でカーソルをあわせて①ボタ
ンで 1に設定すると、敵が出現し左よくな
る。

暗黒伝説
クレジット掴殖法 ゲームオーJI.ーの表示中に

⑥、ランを押しながら方向キーの左を連打
する。すると、連打した分だけクレジットが
僧える。



い

イース I・ II～イースNThe Dawn of Y s 

がまばたきする。

イース I• n 
オプションモード まず、パスワード入力画面
で「いわ~きひろまさ」と入力する。 すると
「jてスワードが違いますjと表示されるの
で、カーソルを「いいえ」に合わせる。そし
てコンテイニューの画面で右を押すと、メ
ニューにオプションモードが追加されてい
る。オプションモードでは、「BG M」、
fSOUNO」、「ltemJの3つを選ぶことがで
きる。

.強パスワード パスワードを「あまのぱぬ／
れぬれらぬめま／めまめきけけけけけけけ
だ／だだだだだだだ／だだだだだだだののの
のの／ののののののの／ののののひひひひひ
ぜ」と入力する。すると、レベル61、ゴー
ルド65535で 『イース リ をスタートす
ることができる。パスワードを「むべどひ
ざ／すざすえざくく／くけじじじじじじじじ
じじ／ばしししししし／ししししししししし
ししし／ししししししし／ししししここここ
そるjと入力すると、最高レベルで 『イース
II jをスタートすることができる。

すばやくセーブ ゲーム中にセーブ画面を出
し、セーブするデータファイルの番号を選
んだところで⑨を押す。

峨わすにレベル3rイースリをスタートした
ら、ピムの店に行って「サファイアの指輪j

を買う。次に、酒場に行って、片目の男に
「サファイアの指輪Jを渡す。そのあとで街
の外の湖に行き、「金の台座」を拾う。これ
を売ってお金を作り、装備を整えてからサ
ラの家に行くと、レベルが3に怠る。

ドルーガ攻略法 ドルーガの部屋に入ったら、
一歩も動かすに、真正面に向かつてファイ
ヤーの魔法を速射する。すると、簡単に倒す
ことができる。

アドルが霊濁し~い パスワード画面で、「あ
どるくり／すていんはたい／へんつよいけん
しだなああ／あああああああ／ああああああ
ああああああ／あああああああ／あああああ
あああああjと入力すると、アドルが出現し
芯い。

まばたきする 『イースリでダメージを受けた
状態でクラーゼの病院へ行き、傷を治して
もらう。しばらく待っていると看護婦さん

壁にハマる パスワード入力画面で「あああ
jとすべて「あ」と入力すると、アドルが

ミネアのmの壁にハマった状態でゲームが
始まる。

場所表示が出る ステータス画面でセレクトを
押すと、場所tJi変わるたびに、その場所の地
名が表示される。

変~メッセージ ゲームをスタートさせてから
オーマンの酒場へ行き、片目の男に話しか
けて「はい／いいえ」と画面に出たう③を
押す。すると、変なことを言われる。

イースEワンダラーズフロムイー
ス
オプションモード ます、パスワード入力画面

で「よしのすい」と入力する。「入力を続け
ますかjというメッセ ジわ出たら、「いい
えjを選ぴデタファイルの画面に戻る。そ
とで右を押すと、データファイルが摺加し
てオプションモードが現れる。オプション
モードでは、「BGM」、「SoundJ、「Item」
の3つを選ぶことができる。

.強パスワード パスワード画面で「あっすす
ぞ／くくくくきでき／できできでくう／たは
のああ／ちつるけけけけ／けけけけさけけ／
けけけけl才／けltltltけけけ／けけけけItけ
け／けけけけく／ねねJと入力する。すると
初めからレベルとゴールドが最高で、装備
もひ忽りそろった状態でゲームが始まる。

すぐにコンテイニュー 起動画面で、ランを押
してから①を押し続けると、すぐにコンテ
イニュー画面に芯る。

透明のアドル パスワード入力画面で、「あひ
あああ／ぐぐあむめ芯ぞ／にすざみだきう／
たみみみみ／みみまべべべべ／べべべべべべ
べ／べべべべべ／べべべべべべべ／べべぺべ
べべべ／べべべべご／うう」と入力してゲー
ムを始めると、アドルが透明でゲームが進
められない。建物の中に入ると直る。

下半身1Jち肖える ティグレー採石場へ行く途中
にあるつり橋で、中ほどまて進むと、途中で
アドルの下半身が消えてしまう。

シールドを装備？ ゲームスター卜したら武器
屋でショートソードを買って装備して、ア
ドルのグラフィヲクを見ると、持って芯い
はすのシールドを手にしている。

イースWThe Dawn of Ys 
Ys4開発室 ゲームをクリアしたあとに、も

9 



伊賀君、伝凱王～ 1552天下大乱

う一度ゲームを始めてコンティ二ユーを選
ぶ。そしてロード選択画面で③を押すと、
ウインドウが開いて fYs4開発室」という
項目が出現する。これを選13＼と、開発者のコ
メントを聞くことができたり、ビジュアル
シ ンだけを見ることができる。

6ボタンパッド使用法 6ボタンパッドを接続
してゲムを始めると、下の表のよう芯働き
でそれぞれのボタンを使用できる。

クイックセーブ セーブファイル表示画面で、
⑨を押すとクイックセ ブができる。ただ
し、この場合のセーブデータはリセッ卜す
るとクリアされる。

f愛の劇場j 旧システムカードでこのゲーム
を起動させると、 「イースN 愛の劇場」と
いう人形劇を見られる。

伊賀忍伝凱王
いきなり愚強装備 ゲームスタート前に出現す

るマップ画面で、セレクトを押し芯がら、上
を 10回、下を 10回、 ⑨の順に押す。す
ると、すべての武器、防具、手裏剣を持った
状態でゲームが始まる。

1941 
シチュエーションモード 電源を入れて画面

に－WARNING－と表示されたら、⑨を 15
回以上押すと、ライフや難易度の変更がで
きるシチュ工ーションモード画薗になる。

1943政

設定画面での隠しコマンド このゲームの設定
画面には MUSICのメニューがある。そこ
で、 O、3、3、8、3、9、O、O、8、Oの
順に選曲するとクレジットが9まで矯やせ
るように忽る。7、7、7、7、9、3、10の
順に選曲するとオリジナルモードでプレイ

① 魔法使用

① コマンドウインドウを聞く

⑪ アイテム薗面の呼び出し

⑫ 装備面薗の呼び出し

⑨ セーブ画面の呼び出し

⑪ ロード画面の呼び出し

IO 

できる。1、6、O、10、5、2、10、3、
8の順に選曲するとゲームのスピードが倍
になる。3、7、3、5、1、8、2、1、9、
8、4の順に選曲するとヒットポイントが最
大になる。3、4、3、8、00、1、4、1、

14、14の順に選曲するとクレジットが無
限に忽る。

メガクラッシユ無制限 ゲーム中にポーズをか
けて、 ①、⑨、左、 ①、⑥、上、 ①、下、
①、⑨、セレクト、上、下の順に押す。そ
してポーズを解除すると、メガクラッシユ
が無制限に使えるように芯る。

武器無制限 ゲーム中にポーズをかけて、右、
左、 ⑨、①、上、下、 ①、⑨、上、下、
上、下の順に押す。そしてポーズを解除する
と、武器が無制限に使えるように怠る。

ザイドファイター無敵 ゲーム中にポーズをか
けて、上、石、下、左、下、右、上、左、 ①、
①、⑨、 ⑨、セレク卜の順に押す。そして
ポーズを解除すると、サイドフアイターが
無敵になる。

ショットセレクト ます普通にゲームを始め
る。何かショ ットアイテムを持っている状
態で、ポーズをかけて下、 ⑨、左、 ⑨、上、
①、右、 ①の順に押す。そしてポーズを解
除すると、セレク卜を押すたびにショ ット
アイテムが変わり、好き芯シヨ ットを選ぶ
ことができる。このウルテクはゲ ム中何
回でも使うことができる。

宙返りが無制限に怒る 普通にゲームを始め、
ポーズをかけて上、上、下、下、右、右、左、
左、⑨の順に押しポーズを解除する。する
と何度でも宙返りができるようになる。

ゲームスピードが倍に怒る 設定画面の MU-
SICのメニユで、 7、5、8、4、1、10、
5、1、10、8、5、1、8の順に選曲する
とゲームのスピードが倍になる。

ゲームスピードを元に戻す 設定画面の MU-
SICので、 0、0、O、O、Oの順に選曲する
と、ゲームスピードがノーマルに芯る。

破片破話題で点量史認ぎ 各薗のボスを倒したとき
に飛び散る破片を破壊すると、 1個につき
1000 点入る。

2微同時に動かす マルチタップを嬢続して
2Pでスター卜してからパッドひとつの接続
に直す。すると、 2機を同時に操作すること
ができる。

1552天下大乱
ザウンドチェッカー ゲーム起動画面でランを



押したらすぐ、上と①と⑤を同時に押し続
ける。するとサウンドチェッ力一画面が現
れる。これで、ゲーム中に流れるBGMや効
果音が聴けて、歴史講座を見られるように
なる。上下で音楽の種類、左右で曲の設定、
①でスター卜、⑨でストップ。

歴史講座をまとめて見る シナリオ選択画面で
「LECTURE」を選び、矢印を画面の右下隅
まで移動させて①を押す。すると、歴史講
座のメニューが10個出てきて、自由に選択
できるように怠る。

イメージファイト
いろいろモード 電源を入れ、画面に「l「巴mJ

の文字が出てから①ボタンをすっと押しっ
ぱなしにすると、タテ画面モードになる。ま
た、タイトル画面でセレクトボタンを押す
とサウンドテストに1J.る。

自機がMr.HELiに怒る ますサウンドテスト
の画面を出して、一番最後の曲「SONG

C」を選13¥oそして下、 ①、①、セレクト
を同時に押す。すると、「MRH.~LIJ という
曲が現れる。この曲を①で選び、ゲームを
始めると自機がM「HELiに変わっている。

イメージファイトE
オマケモード エンデイング終了後に、タイト

ル画面でコンフィグレーションを選ぶと、
「OMAKE」という項目が追加されている。

とれを選ぶとビジュアルテストとプレイヤ
ーチェンジができる。プレイヤーチェンジ
では、自機を rR-TYPEJのR-9、『大工の
源さんjのGENSANに変更することがで
きるように芯る。

補習ステージで無敵 繍習ステージが始まった
らポーズをかけ、左、⑨、上、⑨、右、 ①
の順に押す。このときlUPの音がしたら自
機が無敵になる。

赤ポッドフル装備 ゲーム中にポーズをかけ
て、右、 ①、下、 ①、左、 ① と入力し、
ポース．を解除すると赤ポッドを3つ装備し
ている。

つ
ヴァリスE
アイテム自由自在 プレイ中に①ボタンを押

しながらポーズをかけ、セレク卜、 ①、⑨、

イメージファイト～ヴァリスN

①の順に押す。するとポ ズをかけるたび
に①、⑨ボタンでアイテムを選べる。

デモS音楽セレクト タイトル画面で上、
①、セレクト、⑤、下、ランの順に押すと、

デモS音楽セレクトができる。
文字が出ないポーズ 左、 ①、⑥、セレク卜

を押し芯がらランを押してポーズをかけ
る。すると、画面上に PAUSEの文字が出
てこない。

パンチラ 4面以降、ジャンプして落下すると
きにチラりと見える。

ヴァリスE
デバッグモード タイトル画面のときに①、

①、上、下、右、左、ランの順にコマンドを
入力するとデパッグモードになる。デバッ
グモ ドはPAGEOとPAGElの2つに分
かれていて、 ①ボタンで切り替える。各項
目の操作は、方向キーの上下で選んで、 ①
で実行する。PAGEOではゲーム中のすべ
てのピジュアルを観ることができる。
PAGElには、サウンドテスト、メッセ
ジ、ルーレッ卜があり、サウンドテストは、
全24曲を自由に選んで聴ける。メッセージ
は、全部で12のセリフが聴ける。ル レッ
トは、優子やアイテムのグラフィックを使
った、おまけゲームに芯っている。

裏ストーリー オープニングデモでグラメスの
顔がアップに芯り、画面右下に剣が出てき
たらランを押す。すると、通常はセピア色の
渋いグラフィックでスト リー紹介される

のが、 3頭身キャラが出てくるオチャラケ
ストーリーが流れる。

ゴジラ重量場 1面のビル上で、背景にゴジラの
シル工ットが見られる。

ヴァリス町
デl(yグモード タイトル画面で下、下、左、

②、①、左、右のl煩に押すと、デバッグモ
ードに切り替わる。デバッグモードではサ
ウンド、ビジュアル、トークがあり、モード
を選択するとそれぞれのメニューが現れ、
自由に選ぶことができる。サウンドは全部
で 10曲、ビジュアルは全部で7項目、ト
ークは全部で 14項目用意されている。

レベルアップ自由自在 ゲーム中にポーズをか
けて右上を押したままラン、 ①、⑤を押
すと、自キャラのレベルを押した回数のレ
ベルに変えられる。つまりラン、 ①、②を
2回押すとレベル2。3回押すとレベル3。

II 
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4回押すとレベル4。5回押すとレベル5に
怒る。

ハードモード マルチタップで2P側！こjてッド
をつなぐ。そしてタイトル画薗で2PJ¥ッド
の①、⑨、ランの順に押す。するとハード

モードをプレイすることができる。
ステージセレクト ます、デバッグモードの画

画を出す。ここでセレクトを30回押すと‘
デバッグのメニューにステージセレクトが
溜える。この数字を変えれば、 ACTl～9ま
でのステージを選択することができる。

ステージ飛ばし ゲーム中ならどこでもいいの
でセレクト、上、下、左、右、上、下、左、
石、上、下、左、右、 ①、①、③、⑨、セ
レク卜の順に押す。するとそのステージが
クυアとなり、次のステージが始まる。

隠れステージまず、コマンドを入力してゲー
ムをハードモードにする。そして、 ACT9・
9にいるボスのガルギアを倒す。すると、
ACTlOという隠れステージに進める。隠
れステージは、 ACTllまである。

幻の対決 ステージ8-6でキャラクタをレナ
にしてステージ飛ぱしのウル妓を使うと、
ステージ8・7でレナでガルギアと戦える。
ただし、セリフはアスファーのものだ。

針山も大丈夫 レナやアムで針山に落ちたら、
動かすにアスファーにチェンジすればダメ
ージを受け芯いですむ。

ウルトラマン霊場 ステージ 1-3の最初のと
ころの背景で、帰ってきたウルトラマンと
グドン、ツインテールが戦っているシルエ
ットが見られる。

セーブデータfl理モード タイトル画薗でセレ
クトを押すと、セーブデータを整理できる
モ ドになる。

ヴアリスビ、ジユアJl1集
IIストーリー ます、 fヴァリスEjのシーン

01を再生する。そして、シーン01IJ＇始ま
ったうセレクトを押すと、デフォルメキャ
ラたちの登場する裏ストーリーが始まる。

WIZARDRY I・E
モンスターのグラフィックが見られる ゲーム

中、右上とセレクトと⑨を同時に押す。す
ると、パティがいるフロアに出現する、モ
ンスターのグラフィックが現れる。このグ
ラフィックは、⑨を押すごとに切り替わ
る。また、モンスターのグラフィック以外に
も、そのフロアで起こるイベント関係のグ

12 

ラフィツクも、見ることができる。
レベル 1000の忍者が作れる ますメニュー
画面で 「Utiliti巴5」を選び、次にその中の
「SUMMONCHARACTER」を選ぶ。する
とパスワード入力画面に芯るので、ここで
roク55EEススモ 1イ000000口BOA
くえBA000000000000000835Cを
20WJ (0はすべてゼロ）と入力すれば、レ
ベル 1000の忍者が現れる。名前を変えれ
ば、さらに何人でも作ることができるよう
になる。

戦闘をtさすにお金を入手 適当なキャラを何人
か作っておき、キャラの属性は統一してお
く。次にギルガメッシュの酒場でパーティ
を編成し、「POOLGOLD」のコマンドで1
人のキャラにお金を集める。そして所持金
がゼロに芯ったキャラを消し、キャラを作
成するところからの手順を繰り返せば、簡
単にお金を摺やせる。

善意混合パーティを編成 属性が悪のキャラだ
けでパーティを組む。このときパーティの
人数は、あとで合流する善のキャラの分だ
け少なくしておく。そしてダンジョンに入
り、すぐに 「QUIT」のコマンドで冒険を中
断する。次に、善のキャラでダンジョンに入
り、すぐ「INSPECT」のコマンドで悪のキ
ャラのパーティを探し、悪のパーティと合
流すれば、善と悪の混合パーティを編成で
きる。

レベル175の忍者 メニュー画面で「Utilit1e
s」を選び、その中の「SUMMONCHAR 
ACTERJを選13＼，するとパスワード入力画
面に芯るので、 「カカカカカカカカカカ カ
力カカカカカ力カカ 力こ7ンンン1」と入
力すればレベル175の忍者が現れる。ただ
し、このキャラを使うとパックアップデー
タがパグることがある。

WIZARDRY m • IV 
モンスターのグラフィックを見る ダンジョン

の中で、右上とセレクトと②を同時に押
す。すると、現在パーティがいるフロアに出
現するモンスターや、イベント関係のグラ
フィックが出現する。①か①を押すと別
のグラフィックへの切り替えができ、ラン
を押すと再びゲームに戻る。

WIZARDRY V 
II強キャラネーム キャラメイク時に名前を

「PON」にすると、ボーナスポイントを58



ももらえて、君主や忍者を最初から作るこ
とができる。この方法で作った君主は、最初
かう ODINSWORDとGOLDPLATE+5 

を持っている。また、同じようにこの方法で
作った忍者｜草、 MURAMASAKATANAと
GOLD PLA TE+5を最初から持っている。
このキャラクタを作っておけば、序盤から
ゲームを有利に進められる。

キャラクタ僧殖j去「たろう」という名前のキャ
ラを増やす場合芯ら、ユ ティリティのキ
ャラクタ転送で「たろうJの転送呪文を取り
出す。次に「たろう」の名前を、まだ使って
い芯い名前、たとえば「じろう」に変更す
る。そして、さきほどの 「たろう」の転送呪
文を入力すると、レベルやステータスの全
く同じキャラクタが2人になる。これを繰
り返せば、キャラクタを 1人育てたらその
キャラを何人にも僧やすととができる。た
だし、転送呪文で取り込んだキャラはアイ
テムを 1つも持ってい芯い状態になるの
で、あらかじめ、アイテムをほかのキャラに
渡してから転送呪文を取るようにしよう。
また、まったく同じステータスのキャラが
できるので、パーティを組むときのバラン
スを考えて溜殖させること。

善悪混合／（ーティの作り方 まず、どちらか片
方の性格のキャラでパーティを組む。この
ときに、同じパーティに入れたい、違う性格
のキャラの分だけ人数を少なくしておく。
地下迷宮に入ったら、「QUITJのコマンド
を使って冒険を中断するo 次に、もう片方の
性格のキャラでパーティを組んで地下迷宮
に入ろう。そして、さっき冒険を中断した場
所で、「INSPECT」の「DEADBODIES」
のコマンドを使い、 i也下迷宮内に残ってい
るパーティを探しだす。そして発見したパ
ーティと合流すれば、ギルガメッシュの酒
場では不可能主主、性格が善と悪のキャラを
同のパーティに編成できる。ζのウルテ
クを使えば、君主と君、者を同 パーティに
編成して、強力芯パーティを作り上げるこ
とも可能に芯るので、ゲームを有利に進め
られる。

層強忍者で大金持ち ます、 3人のキャラを作
る。そのとき 1人目の名前を8文字にする
こと以外は適当でかまわない。そして、「名
前を変えるjのコマンドで 1人目の名前を
選び、名前を変えすに終了する。すると、 1
人目と 2人目はロスト、 3人目はレベルと
年齢が175の忍者に忽る。との忍者は大金

WIZARDRY V 

を持っていて、ボルタック商店などでお金
を集めると、合わせて2947526575GP

手に入る。しかし、この忍者Id:アイテムを謂
べるとパグってしまうので、お金を集めた
ら、転送呪文を取って消してしまい、あらた
めて転送呪文で取り込むようにしよう。ま
た、このキャラクタは宿に泊まるとレベル
1000まで育てることができる。しかし、
この忍者は高齢なので、馬小屋以外に泊ま
り続けると死んでしまう。この点に注意し
て育てれば、非常に強力で、 大金持ちの忍者
ができあがる。攻撃力も十分にあるので、手
強いモンスタ とも1人で渡り合うことが
できる。

RUNED FLAIL 活用法 ダンジョン内で見つ
かるRUNEDFLAILをキャラが装備すると
呪われて、歩くと死んでしまう。 しかし、そ
のままの状態でパティが城まで帰り、力
ント寺院で死んでしまったキャラを生き返
らせて呪いを解くと、攻撃力が500位まで
増えている。ただし、キャラが死んでから減
に戻るまでのあいだに、モンスターに遭わ
左よいようにし広ければ芯ら芯い。 遭ってし
まうと攻撃力は上がら芯い。また、 一度攻撃
力が上がっても、装備を替えると攻撃力が
元に戻ってしまう。

攻量産力t普強j去 ます、 ｛首｛呂かビショップにチ工
インメイルを装備させてACを低くする。そ
して武器をはすす。この状態で敵に攻撃を
加えると200ポイン卜位のダメージを与え
られる。

パーティ全員のACを下げる キャンプでLEV
EL4のMAPORFICをかける。そして、地下
4階へ行ってLOONに会い、 LEAVEする。
すると、城へ戻りパーティ全員のACが下が
った状態になっている。これを何度も繰り
返すと、－ 10以下にACを下げることがで
きる。ただし、装備を変更したり、店に持ち
物を売ると元に戻ってしまう。

ステータスを上げる 地下3階、西2、南14
で戦闘終了後に手に入る、 PETRIFIED 
DEMONを装備して SPを使用する。する
と、バイタリティが 1減るが、ステータス
が 1上がる。これを繰り返すと、バイタリ
ティと交換にステ タスがドンドン上がっ
ていく。この状態では、バイタリティは2ま
で減ったあと 18に増えるようになってい
て、そのあとは18～2のあいた色をループし
ている。そのため、このウルテクは何回でも
繰り返すことができるようになっていて、

13 
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最大9999までSTATUSを上げることが
できる。ただし、バイタリティが3以下の
状態で宿屋に泊まると、そのキャラは
LOSTに芯ってしまうので、ステータスを
上げたあとは、バイタリティを確認してお
く必要がある。

0歳で始められる ますメニュー画面で
「Ut i I i t i巴s」を選び、次にその中の
「SUMMONCHARACTER」を選ぶ。する
とパスワード入力画面に怠るので 「0」を
27個入力すると O歳のキャラでゲームを
始められる。このキャラlまO歳なのでその
分多く転職できる。

ヲィニンク．ショット
大たたきしてトップ トーナメン卜戦の 1番

ホールと2醤ホールを、それぞれ98打で
終わらせる。そして3番ホールを47打で
終わらせると、なぜか24アンダーでトップ
になってしまう。

環強パスワード トーナメントモ ドのパスワ
ードを 「3さきは／ぬれれう10お58/912
あ／まけて01の588/8あOあ／9688/
くき 35／めBれ0/6ささ41き802」と
入力する。すると、最強状態でゲームを進め
られる。

ウインズ・オブ・ザンタ－
＆初からクリスタルたっぷり ます、コンフィ

グレ ション画面で、 LE V E しを
「SUPER」に、 MUSICとSOUNDを
「02」に設定する。；欠に、 EXIT以外にカー
ソルを合わせて、セレクトを押しながら①
を押す。そしてコンフィグレーションを終
わらせ、ゲームを始めると、初期状態で通常
300Gのクリスタルが、 1万Gで始まる。

ボスとだけ戦う コンフィグレーション画面
で、 LEVELを 「HARD」に、 MUSICと
SOUNDを「01」に設定する。そして、
EXIT以外にカーソルを合わせ、セレクトを
押しながら① を押すと、 EXITの表示が
BOSSに変わる。このBOSSを選んで普通
にゲームを始めると、各ステージのボスと
だけ戦うことができる。

ヴヱイダス
ミュージックモード 電源を入れてメーカー名

が表示されたら、 ① を押してリセッ卜す
る。そして方向キーの左上とセレクトをタ
イトル画面が出るまで押し続ける。する

14 

と、タイトルの下にミュージックモードと
表示され、 ①を押すたびに曲が変わってい
く。 ζれでゲーム中の音楽をすべて聴くと
とができるようになる。

イージーモード 電源を入れてメーカー名が表
示されたら、 ① と⑨を同時に押してりセ
ットする。そして方向キーの右上とセレク
卜をタイトル画面まで押し統ける。する
と、イージモードでプレイできる。

コンテイニューモード 電源を入れてメーカー
名が表示されたら、タイトル画面が出るま
で方向キーの左下とセレク卜を押し続け
る。するとコンテイニューモードに怠る。

ヴォルフィード
コンテイニュー ゲームオー｝＼ーになったら、

タイトル画面に戻ってランボタンを押し、
デモが始まったら方向キーの左を4白押
す。すると、コンテイニューができる。

サウンドテスト タイトル画面でセレクトボタ
ンと①ボタンを押し芯がら、左、左、上、
上、右、右のJI慎に押すとサウンドテストがで
きるようになり、ゲーム中の音楽を自由に
選んで聴ける。

オプションモード タイトル画面でセレクトボ
タンと①ボタンを押しながら、左、左、下、
下、右、右、上、右の順に押すとオプション
モ ドになる。

宇宙戦艦ヤマト
シナリオセレクト マルチタップを付けて、

3Pにパッドをつ芯ぎ、オープニングヒ”ジユ
アル後のタイトル画面で、 3PJ¥ッドのセレ
ク卜を押す。すると、シナυオセレク卜画面
が現れ、 3Pパッドで好きなシナリオが選べ
るようになる。

サウンドSビジュアルモード マルチタップを
付けて、 3Pにjてッ ドをつ芯ぎ、オ プ二ン
グビジュアル後のタイトル画面で、 3Pパッ
ドのランを押す。するとサウンドセレク卜
と、ゲーム中のビジュアルだけを続けて見
ることができる、ビジュアルモードの項目
選択画面が現れる。サウンドセレクトl立、
3Pパッドの左右を押すことで全6曲の中
から好き芯曲を選び． ①を押せばスター卜
する。

うる星ゃっS STAY WITH 

YOU 
デパッグルーム ます、スター卜かコンティニ



ユーかの選択画面でコンテイニューを選
131。すると、ラムちゃんの説明が入る。そこ
で①を押すと、押すごとにラムちゃんが説
明を繰り返す。そこでこの説明を15回以上
聞く。そして、方向キの右と⑤、ランボ
タンを押したままで①を押す。すると、デ
JIッグルームに入ることができる。デバッ
グルームには、音楽室、談話室、ストーリ
の3項目がある。音楽室は、各ステ ジの
音楽を順番に聴くことができる。談話室
は、 ADPCMによるセリフをチェックする
ことができる。ストーリーは、ゲーム中の各
jてートを直接ロードするためのもので、ス
テージセレクトにあたる項目。芯お、ストー
ljーを実行するとデバッグルームには戻れ
芯く怠る。

パズル簡単解読法 ⑨ボタンを押しながらラ
ンボタンを押すと、おユキさんのパズルゲ
ームが簡単にできる。

もう 1つのうる星 エンディングの最後で「｜
will stay with you・ forever」という画
面が出たう、方向キの左と①、③ボタン
を押し芯がらランボタンを押すと、メッセ
ージなどが流れ、「ANOTHERSTORY Jが
始まる。

オープニング飛ばし タイトル函商で ①、
⑨、上、 下、ランボタンを押す。するとオ
プ二ングを省略して、すぐにゲ ムを始め
られる。

ULTRABOX創刊号
女の子が笛わる 「あなたもきょたくんJのタイ

トル画面で、方向キーの右上とランと⑨を
同時に正確に6回押すと、女の子がアニメ
調のものに替わる。

ULTRABOX 2号

裏口かう入る タイトル画面で、方向キーを右
1回、左5回、下2園、上 1回の順に素早
く入力すると、「きょた君の裏口Jというモ
ードに入ることができる。

すぐゲームクリア 仮面ビクターで、方向キー
の上とランボタンを押すと、すぐにゲーム
クリアになり次のステージへ行ける。

デートに必す成功する このソフトの 『実用デ
ート講座jで、合コンで女の子とうまく会話
ができなかったときは、電話醤号を聞く画
面で①を押す。すると合コンの中盤まで戻
って、やり直しができる。デートで必す女の
子とホテルまで行くには、ます一度うまく

ULTRABOX 創刊号～ ULTRABOX6号

いった女の子を何度も口説く。するとデー
トのときに、最初から八一卜がいっぱいに
なっていてデートを必す成功さぜられる。

ULTRABOX 3号

コマ送りモード このソフトの 『仮面ビクタ
-Jで、ゲーム中にランを押しながらプレイ
すると、コマ送りのようになる。

『をよたくんjのやり方 ます、連射スイッチ
付きのパッドを用意する。；欠にメーターの
画面で、 ①を押したまま連射切り換えスイ
ッチを上下に動かす。するとメーターがド
ンドン上がっていく。あとは3つのメータ
ーが、上でそろったときに⑥を押せばOK。

いつでも戦闘 「ラッシャー木村の星に願いを」
の出世占いで自分の番のスゴロクが表示さ
れているとき、マルチタップの4Pにパッド
をつなぎ、左下、ラン、 ① を同時に押す
と、バトルモードに芯る。

ULTRABOX 4号
素早く歩ける このソフトにある 『フォネj

で、⑨を押しながら移動すると、通常の2
倍の速度で動き回ることができる。

ULTRABOX 5号
隠れグラフィック発見 ます rA「tGall巴「Y

UBJを選び、最初から数えて51枚目の絵
まで、方向キーの下を押して進めていく。そ
して、 52枚目の広島県のトッシーという人
の、シュピビンマンの絵に進めるときに、デ
タ読み込み中の黒し、画面で、左を押す。す

ると、エッチな下着姿の女の子のグラフィ
ックが現れる。また、そのあとでほかの絵を
見ても、 52枚目の絵を選131たびに、このウ
ルテクはいつでも実行することができる。

ULTRABOX B号
ラウンドセレクト 『どきどきドライブランドJ

のタイトル画面で、上を押しながらランを
押す。すると、 1～8までのラウンドを選ぶ
ことができるようになる。

レベル30で始め5れる 『じゃんけんフェアリ
ズjの名前登録画面のときに、「びくた

あ」と入力すると、レベル30の状態で、ゲ
ームの霞初からプレイできる。

検索スピードアップ 項目検索のときに⑨を
押し主主がら操作すると速く検索できる。

才一Jレキャンセル ランと⑨を同時に押すと
項目を一度にキャンセルできる。
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目次に戻る ゲーム中にセレクトを押すと、目
次に戻る。

え
ヱアロプラスターズ
いろいろモード タイトル画面で右を3回押し

てからセレクトを押すと、画面に 「CREDI
TJと表示され、クレジットがO～9まで変
更できるように芯る。「CREDIT」の表示が
出たときに、セレクトを押すとサウンドテ
ストができる。また、この表示が出たときに
G潅 10回押してランを押すと2面、11回だ
と3菌、 12固だと4菌、 13回だと5面、 1
4回だと6画からゲームを始めることができ
る。

合体プレイ＆無限クレジ‘ット ます、マルチタ
ッブを使って2Pを始める。そこでマルチタ
ップを抜き、 jUノドを 1つだけつ忽ぐと2
つの自機を 1人でコントロールできる。画
面スミに自機をよせると、 2機が完全に重
主主る。ζこで重芯った自機を同時に失い続
ける。クレジッ卜の表示がパグり、残機が0
の状態で最後の自機を失ったらランを連打
する。すると、クレジッ 卜か無限になり、何
回でもコンテイニューができる。

雲監易度設定 ます、タイトル画面で方向キーの
右3回、セレクトのl慎に押し、クレジット
設定の画面にする。ここで方向キーの右下
とセレク卜を同時に押すと、イージーモー
ドに芯る。また、同じ画面で方向キーの左上
とセレクトを同時に押すと、 2周目と同じ
難易度の八一ドモードに芯る。

確実スーパープラスターフラッシユ法 lP、
2Pのブラスターメーターをフルにしてポー
ズをかけ、 ①を政してからポーズを解除す
ると、スーパーブラスターフラッシユを確
実に出せる。

栄冠は君に高校野職金国大会
黒板に水漏出現 メイン画面の黒板に、「EIKA

N HA KIMINリと欧文が表示されている。
この欧文の左側の茶色の壁にカーソルをお
いて決定ボタンを押すと、黒板に水着ギャ
ルのポスターが出現する。

英雄三国志

下巻モード 8本のシナリオを全部クリアする
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と、「上巻を終了しました下巻も遊んでね」
とメッセージが出てくる。このあと一度リ
セッ卜して、再びゲームを起動させると、上
巻と下巻の選択画面が出現する。ここで下
巻を選ぶと、上巻とは設定が異怒る8本の
シナリオの中から好きなものを選んで、遊
ぶととができるように芯る。

リセッ卜する ゲーム中、ランボタンを押しな
がらセレクトボタンを押したあとに「Are
You Sureつ」と出たときに①を押すとリ
セットできる。

命令回数制限がなくなる 命令回数を選択する
とき、セレクトを押し芯がら回数を決定す
る。これで設定した回数に関係芯く命令が
できる。

エイリアンクラッシユ
セレクト連打で変忽現象を起こす ゲーム中に

ボールが落ちそうに怠ったら、ポーズをか
ける。そこでセレクトを連打すると、八イス
コア画面とプレイ薗酉が交互に切り答わ
り、ボルがコマ送りのように動く。このボ
ールが下に落ちた瞬間ポーズを解除する
と、落ちたハズのボールが戻ってくる。しか
しボールが上の画面に行く瞬間にポーズを
解除してしまうと、ミスになってしまう。

A.m. 
建物をO円で建てる 建物を選び、建てたい

土地の上にカーソルを持っていき、ひとま
すキャンセルする。そのままカーソルを動
かさすに、もう一度建物を選13＼と、金額がO
円のまま建てることができる。ただし、建物
に必要芯資材がなければ、 ζの技は使えな
し1。

資金が 1兆円に怒る ます、好きなシナリオ
でゲームを始め、資金が許すかぎり建物を
建てる。そのまえに資材はちゃんと確保し
ておくとと。そして建物の維持費を払え忽
いくらいの状態にしてしまう。すると倒産
するはす芯のに「資金が500億円に達しま
した」とメッセージが出て、エンデイングの
画面に怠る。そのあとしばらく待つと再び
ゲーム画面に戻り、資金が 1兆円に芯って
いる。

エグザイル時の狭間へ
速く歩ける 町の中で⑨を押し忽がら移動す

ると、速く歩ける。
デバッグモード タイトル画面で上、上、下、
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下、右、左、右、左、 ⑤、①の順に押す。
すると、ビジュアルとサウンドのモード選
択の画面が現れる。方向キーで選んで、 ①
で決定すると、各モードのメニュー画面に
芯る。それぞれタイトルが付いているの
で、好きなタイトルを方向キーで選んで、
①で決定すれば、好き忽ビジュアルやサウ
ンドを楽しむことができる。

エクザイルE邪念の事象
ビジ．ユアルデバッガー タイトル画面でコンテ

イニューにカーソルを合わせ、上を押し主主
がらランを押すと、ビジュアルの選択画面
が出てくる。見たいシーンを選び、 ①、
⑥、ランのいすれかを押せば、ビジュアルが
始まる。ただし、このウルテクは、セーブデ
ータが左ょいとでき芯い。

CDリクエスト 工ンデイング終了後に①、
⑨、方向キーのいすれかを押すと声優さん
のおまけが始まる。ルーミーの頭上にある
フキダシを①を押しながら方向キ を使っ
て動かし、ルーミーの胸の宝石にフキダシ
の先を合わせて①を押すと、 CDリクエス
トのメ二ユ が現れる。それぞれの音声や
音楽を瞭くには、フキタシを前と同じよう
に①を押しながら動かし、フキダシの先を
各項目の頭に付いているヒシ形に合わせ、
①ボタンを離す。すると選んだ音声や音楽
を聴くことができる。このウルテクは、旧シ
ステムカードでゲ ムを起動した画面でも
行うことができる。

ファキール空を飛，r3iアクションステージをフ
アキールでプレイしているときに、マギッ
クを電撃にする。そして、左か右か上を押し
ながら、連射をかけた①と⑨を押し続ける
と、ファキ JLの体が浮き上がり、空中を歩
けるようになる。これで、障害物や敵を気に
すること芯くゲームを進めることができ
る。

S.C.I. 
謎のモールス信号 ゲムを始めたら、どのス

テージでもいいからポーズをかける。その
まま 15～20分ぐらい待つと、モールス信
号が鳴る。

SG専用オルディネス
ボタンの機能が逆になる タイトル画面で下、

①を押しながらランを押す。そしてゲーム
を始めると、 ①と⑤の機能力1逆になる。

SG専用大魔界柑
クレジット尊重加 デモ画面でランボタンを押

し、上、上、下、下、左、右、．左、右、 ①、
⑨と押すと、クレジットを 1つ増やぜて、
最高で9まで増やせる。

鍛易度設定モード タイトル画面で①ボタン
を押してからランボタンを押すと、難易度
設定モードになる。

SG専用バトルエース
ミュージックルーム タイトル画面で、セレク

トボタンを押し主主がらランボタンを押す。
残機漕殖 電源を入れたらセレクトボタンを押

したまましばらく待ち、タイトル画面で方
向キの上を 1回押してセレクトボタンを
離す。さらに、上3回、右6回、下2回、
左2固と押してランボタンを押すと、残機
を255まで設定できるシチュエーションモ
ードになる。

SG専用魔勤王クランゾート
面セレとデモプレイ 面セレのやり方は、電源

を入れて、画面が揺れている聞に方向キー
を下に4回押す。そして、タイトル画面で
カーソルが lPLAYERのところに表示され
たら、方向キーを上、左、下、右、ランボタ
ンの順に押す。すると、薗セレクトができ
る。デモプレイのやり方は、画面が揺れてい
る聞に1、2ボタンを順に押し、タイトル画
面で⑤、⑨、①、ランボタンの順にボタ
ンを押す。すると、デモプレイになる。

連射に怒る タイトル画面で上、上、下、下、
左、右、左、右、 ⑨、① と押してスタ
卜する。するとTURBOSHOT ACTIVEと
画面に現れ、オ 卜連射になる。

NHK大河ドラマ太平記
第2音Eから始める タイトル画面で「新」に力

ーソルを合わせて、セレクトを押し広がう
ランか①を押すと第2部かう始まる。

2Pモード タイトル画面で「新」にカーソル
を合わせて、 ⑨ を押しながらランか① を
押すと 2Pモードで遊べるように忽る。ま
た、 ⑨とセレクトを押し芯がらランか①を
押すと第2部を 2Pで遊べる。

エフエラアンドジリオラジ・エ

ンブレふフロムタークネス
ビジュアルデバッグ 著作権の表示画面で、左
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下、セレクト、 ①、⑨を同時に押す。す
ると、ビジュアルシーンの選択画面に切り
替わる。数字を方向キーの上下で変えて、
①で決定すれば、ゲーム中のビジュアルを
自由に楽しむことかできる。

F・lCIRCUS
コースセレクト ワールドチャンピオンシツブ

を選び、チーム契約画面で⑨ボタンを押し
花王がう①ボタンを押す。するとコースセレ
クトができるように芯る。

スピリット変更 パスワードが表示されている
画面で、⑨ボタンを押しながら①ボタン
を押す。

ルマンモードに変身 タイトル画面で、方向キ
ーの上と①、⑥ボタンを押しながらランボ
タンを押す。すると、すべてのマシンがプロ
トタイプカーに変わる。

サウンドテスト タイトル画面で方向キーの下
を押し砿がらランボタンを押す。するとサ
ウンドテストができるように砿り、ゲーム
中に使用された音楽を自由に選んで聴ける
ようになる。

全12チームセレクト モ ドセレクト画面で
ワールドチャンピオンシッブを選び、ネー
ム、チーム、スピυットを適当に決める。そ
して、メニュー画面になったう COURSE
を選択し、 COURSE選択画面が出たら⑨
ボタシを押しながら①ボタンを押す。する
と、もう一度チーム選択画面に芯り、今度は
12チームの中から自由に選択できるように
怠る。

いきなりエンディング ネーム工ントリーで名
前を入力する。そこで、「終」にカーソルを
合わせ、セレクトボタンを押し広がら①ボ
タンを押すと、いき砿りエンデイングが見
られる。

必すポールポジション PRACTICEを選び、
2周目のゴールのときにゴールラインの上
で止まる。そして、タイムの文字が黄色に怠
ったら①ボタンを押して通り過ぎ、残り 1
周はキャンセルかリタイアする。すると、タ
イムが4.88秒に主主り、ダントツの 1位に
左よれる。

隠れキャラ タイトル画面で、方向キの上と
①、⑨ボタンを押し主主がらランボタンを押
す。そして、ワールドチャンピオンシッブを
選び、チーム選択までいく。ここでチームを
選んだら方向キーの右を押したままにする
と、画面の右下に1年目はりヤ力ーが、 2年
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目はオバケのQ太郎が、 3年目立赤いリヤ
力ーが出てくる。4年目以降はその繰り返
し。

天候が自由に変えられる コ ス選択画面で、
方向キーの上を押しながらセレク トを押す
と晴れに芯る。右を押しtJがうセレクトを
押すとくもりになる。下か左を押し主主がら
セレクトを押すと雨になる。

フエラーリでプレイ ネームエントリー画面で
「n」と入力してゲームを始めると、フエラ
ーりのマシンでレースができる。

すぐに発進する レーススタート直前に①を
押しながら上を連打すると、スタートと岡
崎に発進する。

デモ早送り Flマシンがトレーラーから降ろ
されるデモは、セレク卜を押し広がら上を
押すと飛ばせる。また、予選通過後のスター
テインググリッド画面では、上を押すと薗
面が早送りにtcJり、下を押すと一時停止で
きる。メッセージ画面では右を押すと早送
りできる。

F 1 CIRCUS'91 
金14チームが選べる ますワールドチャンピ

オンシツブのネームエントリー画面で、名
前を入力する。工ントリー終了のマークに
カーソルを合わせ、左、 ⑨、ランを押しな
がう①を連打する。するとチーム選択画面
で、全 14チームから選べるように芯る。

必すポールポジション どのコースでもいいか
う、予選 1回目のタイムアタックのときに
ゴールライン上でマシンを止める。する
と、ラップタイム表示が赤く主主り数秒おき
に光る。そのラップタイム表示が光った瞬
間に、マシンを少し前進させてセレクトを
押すと、スーパーラップでポールポジシヨ
ンに芯っている。前進させるタイミングが
かなりシビア芯ので、 小刻みに前進させる
と成功しやすい。

決勝ラップが2周になる メニュー画面でコ
ースを選択し、コースデータ画面で方向キ
ーの下を押し忽がら①を押す。すると音が
鳴ってメニユ 函薗に切り替わる。そのま
ま予選を突破すると、 決勝レースのラップ
が2周になっていて、 Qタイヤでも走りき
ることができる。

天候を変え5れる ます、メニュー画面でコー
スを選13＼。そこで、方向キーの上を押しなが
らセレク 卜を押すと晴れに芯る。右を押し
ながらセレクトを押すと曇りになる。左か
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下を押しながらセレクトを押すと雨に芯
る。

サウンドテスト タイトル画面で、方向キーの
下を押しながらランを押す。するとサウン
ドテストの画面に切り替わる。方向キーの
左右で番号を選択し①を押せば曲を聴くこ
とができる。

デモのコースを選べる タイトル画面で右、
①、セレクトを同時に押す。すると画面が切
り替わり、 20コ スの中かう好き忽コース
を選13i、デモコースセレクト画面が出てく
る。デモのレス中に上、 ①を同時に押す
とスピ ドアップ。下、 ①を同時に押すと
スピードダウンすることができる。また、こ
のレースでのファ ステストラップは、ベ
ストラップとしてプレイヤの名前で記録
される。

コースレコードを消す インターフェイスユ二
ットか天の声2を接続し、デモのスターテ
インググリッド画面で①か⑨を押すか、ま
たはリセットしてすぐ①か⑨を押し続け
る。するとメッセージが面白い、コースレコ
ードを消すことができる画面に芯る。

名前のお遊び ワールドチャンピオンシップの
ネーム工ントリー画面で、「ALAIN.P」と入
力すると、震初からFERRALiに乗れる。ま
た、「AYRTON.S」と入力すると、宣言初か
らMcRALENに乗ることわできるように怠
る。

ウォッチモード タイトル画面で右とセレクト
を押し芯がら①を押す。するとマシンの走
りを見られる画面に切り替わる。

ラクラク優勝 モナコGPで、スター卜したら
トンネルの前のへアピン力一ブの手前でマ
シンを止める。すると、ほ力、のすべてのマシ
ンがカーブでクラッシユし、だれもいなく
なってしまう。あとはだれもい芯いコ ス
を走ればラクに優勝できる。ただしマシン
を止める位置を合わせるのは難しい。

表示が早く動く ワールドチャンピオンシップ
予選終了後の、スターテインググリッドが
表示される画面で、セレクトを押しながら
方向キの上を押す。すると表示が早く動
く。また、セレクトを押し芯がら下を押す
と、スクロールを止めることができる。

いきなりエンデイング ワールドチャンピオン
シップとフリーアタックのネームエントリ
画面で、方向キの左上、 ③、セレクト

を押し芯がう①を 12回押す。すると、い
きなり工ンデイングが始まる。

F 1 CIRCUS'92 
オートドライブ機能 レース中にポーズをわ、け

てセレクトを押す。すると、オートドライブ
になり、コンビュータが自分の代わりにマ
シンを運転してくれる。

決勝が2周になる 決勝レース前の周回数決
定時に、下を押しながら ① を押す。する
と、決勝レースの周回数が2周になる。

デフォルメマシンで走る セッテイング画面
で、 EXITにカーソルを合わせ、左とランを
押しながら①を押し続ける。すると、登場
するマシンがすべてデフ才ルメされる。さ
らに、シフトの表示がサイコロの自に、マシ
ンから飛び徹る火花が爆弾になる。

ラクに予選を通過 予選開始時の画面で、左と
セレク卜を押しながら①を押す。すると予
選を走らなくても好タイムで走ったことに
砿り、 10位前後の成績で決勝レースに進む
ことができる。

サウンドテスト タイトル画薗で下を押しなが
うランを押し続ける。すると、サウンドテス
ト画面が現れる。これで、ゲーム中の音楽や
効果音が聴けるようになる。

デモコースでレース観戦 タイトル画面で右と
①とセレク卜を同時に押す。すると、チー
ムセレクト画面が現れる。とこで好きなチ
ームを選ぶと、デモコース画面になり、レー
スを観戦できるようになる。上下でサーキ
ットを選び、左右で周回数を決められる。こ
の画面でフラッグを ONにしておくと、レ
ース中に① を押しながら上下を押すこと
で、シフトチェンジが可能。

レースをやり直せる レース中に、上とセレク
トと①と①を同時に押す。すると、レッド
フラッグが出て、何回でもレースを初めか
うやり直すことができる。

天候を変える 予選開始時の画面で、セレクト
と⑨を押しながら①を押して、 ①だけ離
すと天候を変えられる。方向キの上で晴
れ、右で曇り、下か左で雨にZよる。

F 1 CIRCUS SPECIAL 
必すポールポジシヨン ます、予選を普通にス

ター卜する。コースを 1周したら、ゴール
ラインを少し越えたところで車を止め、そ
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こでタイムの表示が消えるまで待つ。表示
が消えたら、少し車を走らせて、再びタイム
の表示が現れたときにリタイアしよう。す
ると、なぜか驚異的なタイムでポールポジ
ションを獲得することができる。

プロローグを飛ばぜる ゲームモ ドセレク卜
の画面で、ワ ルドチャンピオンシッブを
選ぶ。そして、二ユ エントリーを選んで右
とランを押し芯がら①を押し続ける。する
と、プロローグが飛んで、いき主主り会長が登
場し、ランタムに登場する3つのチームの
いす。れかと契約できる。

再スタートができる レース中に、車が停止し
た状態で、上とセレクトと①と⑨を同時に
押す。すると、画面が切り替わり、スタート
をやり直すことができる。

本戦が2周になる 予選終了後の周回数を選
ぶときに、下を押し芯がう①を押す。する
と、本戦が2周になる。

オートドライブ機能 本戦中、ポズをかけて
セレク卜を押す。ポーズを解除すると、コン
ビュータが自車を操作する。同じ操作でオ
ートドライブ機能の解除もできる。

ラクラク予選通過 予選中の順位が表示されて
いる画面で、左とセレクトを押しながら①
を押す。すると、予選 1日自には42秒フ
ラッ ト。2日目には、 41秒フラッ トのタイ

ムで予選を通過できる。モナコなどの難し
いコースでは、このウルテクでポールポジ
ションが獲得できる。

天気、路面温度が変え5れる どちらも予選前
のコ スコンディションの画面でコマンド
を入力する。天気は、セレク卜と①を押し
芯がうよを押すと晴れ、セレクトと①を押
しながら右を押すとくもり、セレクトと①
を押しながら下か左を押すと雨と変化す
る。路面温度は、⑨を押しながらセレク卜
を押す。すると、セレクトを押すたびに不規
則に温度が変化する。

コースのデモが見られる タイトル画面で右と
セレクトと①を同時に押す。すると、コー
スデモの画面が現れる。このときに上か下
でコースの変更、セレクトを押すとflagの
ON、OFFができる。ONの状態だと、レー
ス中に①を押し芯がう上下を押すことで、
シフトチ工ンジができる。

FlマシンがCカーに怒る テストドライブモ
ードのセッテイング画面で、セッテイング
終了後にEXITにカーソルを合わせ、左とラ
ンを押しながら①を押し続ける。すると、
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FlマシンがすべてC力ーに芯ってしまう。

Flチームシミュレーションプロ
ジヱクトF
スキップコマンド レース中、追越しなどのビ

ジュアルシーンが表示されていないとき
に、セレクトを押し芯がう、上、上、下、
下、左、右、左、右と押す。すると、途中経
過が省略されて、コマンドを入力した時点
のままの順位で、あっという聞にレースが
終わってしまう。

F・lDREAM
楽にポイントを得る F-3000かF-lでレー

ス中にポーズをかけ、セレクトを押してリ
タイアする。そ己でパスワードを取ってか
らりセットし、そのパスワードを入力す
る。すると、 リタイアしたはすなのにポイン
トを得ている。

最強パスワード パスワード入力画面で
「88080MFHMD AAAAI I I I I I 口口
口口口 7口A8CDEFG口 vvvv口J
と入力すると、最強状態でFlの12戦から
始まる。

軍強F3000パスワード パスワード入力画
面で 「A8CAP CO M口口 8888A 
A8AAP PKKKK PAAAA AAAAA 

AAAAAJと入力すると、メカ二ックなどが
最高でいくらでもお金を使える状態で
F3000かう始められる。

Flトリプルバトル
サウンドテスト パスワード画面にして、 一番

下の段に 「TESTA」と入力する。そして⑨
ボタンを押すと闘が聴ける。

いきなりエンディング パスワ ド入力画面の
一番下の段に 「MASUDAMASATOJと入
力すると勝ったときのエンデイング。
「ONOZAKITAKESHI」と入力すると負け
たときのエンディングが見られる。

ウォッチングモード テストランのスター卜時
に、方向キーの左、 ①、⑨を同時に押す。
すると、マシンをコンビュータが操作する
ウォッチングモードに忽る。

同じドライパーで遊べる バトルモードで2
人以上のCOMと対戦するとき、 COM全員

分同じドライバーを選ぶことができる。

F・1PILOT 
テスト走行モード チームを選んだあとに、コ



ースレイアウトが表示される画面で⑨ボタ
ンを押す。すると全7コースの選択画面が
出て、コースを自由に選べるように芯る。

つられて止まる I れノクミラーに後ろの車が映
っているとき、急ブレーキをかける。このと
き、常に後ろの車がミラーに映っている状
態を保つ。すると、後ろの車もつられたよう
に止まってしまう。

エメラルドドラコン
簡単に金もうけ 所持金が 100～199パル

スの状態で力ジノへ行く。そして、スロット
マシーンを選び、スロットを回転させるだ
けで、なんと所持金が 1677万パルス以上
に砿る。

.告画面が見られる ゲーム起動中、セレクト
とうンを押し続けると、システムのパージ
ョン遣いの醤告画面が出る。

メモリーベース使用 メモリーベースを媛続
し、起動画面で上を押しながらランを押し
て上を押し続ける。するとメモリーベス
のデータ転送画面に芯り、ランで項目の選
択、上下でメモリーベースのページを選択
し、 ①で選択項目を実行する。これであら
かじめセーブしてある別ゲームのデータ転
送もできる。

エJレディス
デバッグモード 難易度を選13i画面で①、

右、左、 ⑨、上、下、 ③、①、⑨、① の
順に押す。すると画面がデバッグモ ドに
切り替わり、無敵の有無、ステージセレク
ト、オプションの選択、自機のパワ一、残機
~!l'AE、バリアーストック、ミュージックセレ
クト芯どを自由に選択することができる。

お
オータイン
か16.ちゃんSテストモード かなちゃんモード

は、タイトル画面で①ボタンを3秒間くら
い押しておく。すると「か芯ちゃんjという
表示がタイトル上に現れる。そこでランを
押してゲームをスター卜すれば、オレンジ
色の機体に乗った、かなちゃんを操ってゲ
ームをすることができる。乙のモードでは
最終面をクリアすると、かなちゃんの登場
する別パージョンのエンデイングが観うれ

エメラルドドラゴン～オーバーライド

る。 テストモードは、ます、 タイト）~画面で
5回リセットをする。5回目のリセットのと
きにランを押したままにしておくこと。そ
の状態で左上と①と⑨を同時に押すと、テ
ストモードの画面に切り替わる。テストモ
ードでは、サウンドテスト、ラウンドセレク
トのON OFF （ラウンドセレク卜をONに
すると、リセットでテストモードから出た
ときに、タイトル画面にラウンドセレク卜
の表示が出ているので、 ①で数字を変更し
てからゲームをスター卜すれば、好きたEス
テージから始めることができる）、自機のス
トック数の変更 （1機～10機）、トリガー
のマニュアルか連射かの選択ができるo ま
た、スイッチテストという項目があり、 jてッ
ドのどのボタンが押されているかを薗面に
表示してくれる。マルチタップを付けた状
態にも対応していて、 1番～5番までのそれ
ぞれのパッドのスイッチテストができるよ
うになっている。テストモードの各項目
は、セレクトを押し芯がらランを押すこと
で切り替える。

その場コンテイニュー ゲムオパーの表示
が出る前に、 ①ボタンを押しながらランボ
タンを押すと、やられた場所かう復活。

後ろにワイドプラスター アフターファイアー
を装備して、空中インがくるのを待つ。アフ
ターファイアーを発射すると同時に空中イ
ンに入り、ワイドプラスタ を買って出る
とワイドブラスターが後方に撃てる。

乱入する マルチタップにパッドを2つ付け
て、 1人用を始める。ゲーム中にどちらかの
I¥ツドのランを押すと、 2人同時プレイに
怠ってしまう。

オーバーライド
ステージセレクト タイトル画面で10回リセ

ッ卜する。そこで上、セレクトを押し芯がら
ランを押すとステージ2、右、セレクトを押
し忽がうランを押すとステージ3、下、セレ
クトを押し芯がらランを押すとステージ
4、左、セレク卜を押し広がらランを押すと
ステージ5、右上、セレクトを押しながらラ
ンを押すとステ ジ6がそれぞれ始まる。

サウンドテスト タイトル爾面で10回りセッ
卜する。そこでセレクトを押しながうラン
を押すと、サウンドテストになる。

無敵コマンド ます、タイトル画面で10回リ
セットする。そのあとタイトル画面でラン
を押し、すぐ①、⑨、セレクト、ランを押
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オーロラクエストおたくの星座 INANOTHER WORLD～ 改 造町人シユビピンマン2

ゲーム ボタン

ポーカー セレクトと上

ブラックジャック セレクトと右

スピード セレク卜と下

パパ鍍き セレク卜と左

し続ける。成功すれば自機が無敵に怠る。
いき芯りエンデイング ます一、タイトル画面で

10回リセッ卜する。そしてタイトル画面で
左上、 ①、⑨、セレクトを押しながらラン
を押すと、いきなりエンデインクに芯る。

オーロラクヱストおたくの星座
IN ANOTHER WORLD 
シナリオセレクト フィールドや町の中を移動

中に、セレクト、上、下、左、右、 ①の順
に押す。すると、画面上にシナリオセレクト
のメニュー画面が出現する。

どこでもホテルに宿泊できる フィ ルドの移
動中広うどこでもいいので、ラン、上、下、
左、右、 ①のJI慎に押す。すると、ホテルの
メニュー画面が出現する。このホテルはタ
ダで宿泊でき、セーブもできる。

デバッグモード 町の中でセレクト、ラン、
上、下、左、右、 ①と入力すると、敵が出
現しなく忽り移動速度が速く左よる。

力、
カードエンジェルス
女の子のデータを見る パスワード入力画面

で、全部＋のAにすると、対戦する女の子
たち全員のデータをひとりすつ見ることが
できる。セレクトを押すと、次の女の子のデ
タが表示される。

隠しビジュアル パスワード入力画面で、ジョ
一力一、ジョー力一、 .のAと入力すると、
隠しビジュアルが見られる。このビジュア
ルは方向キの上下でスクロルする。

ゲームを選べる 対戦ゲームが決まったあと
の、対戦相手紹介画面で、セレクトと方向キ
ーを押し続けると対戦ゲームを選べる。押
す方向と遊べるゲームの関係は上の表のと
おり。

さらに脱がせる LEVELをHARDにしてゲ
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ームを始め、ゲームに勝って女の子の服が
点滅したら、 ① と⑨を押し続ける。する
と、次のグラフィックで女の子の下着が消
えている。

ガイアの紋章
5大隠しコマンド キャンペーンモードのユ二

ット選択のときに、下の表のコマンドを入
力するといろいろできる。

パスワード入れ換え パスワードの2醤目と
3番目または8番目と9番目を入れ換える
と、ユニット生産のポイントが無限に増え
る。

政遣問人シユピピンマン
隠れコマンド 横スクロール画面でポーズをか

けて、左、右、セレクト、右、左、セレクト、
セレク卜、ランと押すと、ボス箇までワープ
する。同じように、石、セレクト、左、セレ
クト、セレクト、ランと押すとマイキャラが
いきなり死んでしまう。また、同じように、
上、上、セレクト、下、⑨、セレクト、ラ
ンと押すと無敵になる。今度は、プレイヤ
選択画面で、セレクトとランと⑤ボタンを
押しながら①ボタンを押すと、同じキャラ
2人でプレイできる。

2人重ねで2人力 1つしかパッドを使用せ
ずに2人用を選131と2人とも同じ動きをす
る。その2人を左端に寄せて重ねてから敵
と戦うと、攻撃力が2倍になる。

政造問人シユピビンマン2
ライフ回復コマンド ゲーム中にライフが減つ

できたら、ポーズをかけて友、セレクト、 ②
を同時に押す。すると体力が満タンまで回
復する。このコマンドはゲーム中に何度で
も使うことができる。

ザウンドセレクト ます度クリアする。画面
に「TOBE CONTINUED」と表示された
ら、セレクトを押しながら、方向キーの上か

ユニット選択のとき

現代兵器が使える 下＋セレクト＋①＋①

名前がNCSメンパー 上＋セレクト＋①＋①

キャラクタが動く 右＋セレクト＋①＋①

キャラクタの形が変化 左＋セレクト＋①＋＠

腐活選択のとき

ミューシーツクセレクト 下＋セレクト＋①



改造町人シュビビンマン3異界のプリンセス～格闘覇王伝説アルガノス

下を押す。方向キーを押すたびに曲が変わ
る。

頭からシュピビーム ビームチャージしてジャ
ンブし、ジャンプ中に上を押しながら⑨を
離すと、頭からシュビビームが出る。

2人同時操作する パッドひとつの接続で2P
側でスター卜すると、 2人を同時に操作で
きる。

ビームでふっ飛ぶ 昧方にシユビビームを当て
ると吹っ飛ばされ、無敵状態で先に進むこ
とができる。

スクロールを止める 1面ボスが出現したうビ
ルの下にわざと落ち、しばらく箇に浮いた
無敵状態のままで待つ。しばらくするとス
クロールが止まるのでボスとの戦いに専念
できる。

手押し車復活 ll買の最初の工事現場で、工事
人ロボットが画面外に出たあと左に追いか
ける。1画面分くらい追いかけると手押し
車が復活している。

隠しポーズ 1面スタ ト時の変身前に方向キ
ーの上を押すとポズをとる。

政造町人シユピビンマン3異界の

プリンセス
デモを早送りできる デモが流れている聞に、

方向キーの上下左右のいずれかを押し続け
るとデモが早送りできるロただしこのとき
音は消えてしまう。

OM AKEモード ます、一度ゲームをクリア
し、エンデイングを見たらタイトル画面に
する。そして、オプションを選ぶと、
OMAK Eモードが選べるようになってい
る。OMAKEモードではユーザーたちから
寄せられた「シユビビンマン」のイラスト
や、 4コマ漫画を見られる。

オプシヨンモードの追加コマンド マルチタッ
プを付けて、 2P/hノドの下、⑥を押し忽
がら lPパッドのランを押し続けてシステ
ムを起動する。そのあとでオプションモー
ドを選131と、 OMAKEモード、ステージセ
レク卜、ヒ、ジュアルセレクトの3つのコマ
ンドが新たに加わっている。

すぐプレイヤーセレクト 起動画面でランを押
したあと、何でもいいからボ、タンを押し続
けると、すぐにプレイヤーセレクト画面に
なる。

2人同時で費者敵 マルチタップを簸続して2P
側でスタートし、パッドひとつの接続にし
直すと、 2人を同時に操作できる。さらに2
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か1J.ピーがくやピーに このゲムで普通、ゲ

ームオーJ¥ーになるとのりピが出てきて
「かなピー」を連発する。しかし、ホイリン
グパットに吹き飛ばされてからゲームオ－
J ＼.ーに怠ると、のりピーの画面も変わっ
て、「くやピー」を連発する。

のりピ一語講座 まず、デバッグモードにしよ
う。そして、ここの名前登録の画面で「のり
ぴいごこうざ」と、入力してみよう。する
と、のりピーが先生になって、のりピ一語を
クイズ形式で教授してくれる。

ううないのりピー ますデバッグモードにして
名前登録で「うらないのりぴい」と入力して
みよう。主主んと、のりピーと栂性占いができ
るようになる。

再生で怒られる このCD-ROM2ソフ トを
CDプレイヤーで再生してみよう。すると、
「こらーlだめよー。己れはCD-ROM2問の
ゲームソフトよ1とのまんま再生してたらダ
メになっちゃうんだから！なんてどうもあ
りがとう。でも、これは、ゲームをやるため
のものだから、ちゃーんとCD-ROM2を使
ってゲームしてね。じゃ、ゲームの中で会い
ましょうね。」とのりピーからのメッセー
ジが聞ける。

スタートボタン 乙のゲームでは、「のりピー
のROM2講座jと称して、ゲームの基本的
広操作をのりピー先生が教えてくれる。こ
こで、のりピ先生は重大なまちがいをし
ていた。忽んと、ランボタンをスタートボタ
ンといいまちがえているのだ。

格闘覇王伝説アルガノス
マップセレクト マルチタップを用意して、

2PIこもパッドを接続しておく。そしてバト
ルモードを選んでキャラ選択画面にする。
lP倶ljは適当に選び、 2P側の選択時に lP
側の左と⑥とラン、 2P倶ljの右と⑥を岡崎
に押しながら、 2P倶IJのランを押し続ける。
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風霧～カブキ一万涼談

するとマップセレクト画面が出現。

風露
隠し必殺後 受けたダメージが4以内の状態

で⑨を押しながらセレクトを押すと、火柱
の憶し必殺授を出せる。

風の伝説ザナドゥ
デバッグモード ゲームをスター卜して「はじ

めから」を選ぶ。そしてメモリースフィアの
選択画面でセレクトを押しながらランを押
し続けると、デバッグモードになり、港の南
東に各機能ごとの看板が出現する。ここで
は、ヒ”ジュアルセレクトやアクションパー
トだけプレイできるモード、 HPが高く金持
ちの状態でプレイできるモードなどが楽し
める。ただし、ゲームをクリアできない。

2人同時プレイ マルチタップを用意して、
2PIこもパッドを接続しておく。アクション
パ トをプレイ中、画面上に仲間がいると
きに 2P側のランを押す。すると、仲間を
2P倶ljで操作できる。

風の伝説ザナドゥE
2Pで連続タメ攻撃 2人同時プレイでゲーム

を始めて、戦闘画面まで行く。そこで、 lP
側だけが⑨を押し続けてタメる。すると、
lPと2Pのキャラの体が共に光り出すの
で、 2P側が⑨を押し忽がらランを押す。
すると 2P倶ljのキャラが連続でタメ攻撃を
出せるように芯る。ただし、ダメージを受け
ると元に戻る。

メルティナの新攻撃法 メルティナには、隠さ
れた攻撃方法が2つある。1つはふみつけ
攻量産。ジャンブ中に右下と③を同時に押す
と、空中から敵を踏みつける。もう 1つは
プレッシングバリアー。 下、右下、右、右
上、上と⑥を同時押しのコマンドで、無敵
のバリアーをまとうことができる。ただし
コマンドはそれぞれキャラが右向きのもの
で、左向きの場合はコマンドの左右が逆に
なる。

カダッシユ
最初からレベル20に 普通にスタートさゼ

て、ます適当に自分のキャラクタを選ん
で、名前登録画面のときに「たこ」と入力す
る。そしてゲームをスタートさせる。すると
2面から始まり、しかもレベルが20になっ
ている。でも、たしかにレベルl立高いけれ
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ど、ゴールドや持ち物はスタート時と同じ
く伺も持っていない。だから、なるべく魔法
を持っている魔法使いを使うと、すべての
魔法を会得しているからプレイしやすい。

最初からレベル20に 名前登録画面で名前を
「ちょびん」と入力すると、 3面からレペル
20で始まる。また、名前登録画面で「りん
りん」にすると、 4商からレベル20でスタ
ー卜する。

宙に浮く 2Pでスター卜して、下に降りるツ
タのあるところで 1人はツタかう離れて立
ったままで、もう1人はツタにつかまらな
いようにギリギりまでツタに近づき、そこ
でツタに向かつてジャンブするとツタを飛
び越して宙に浮く。

前後に攻撃 僧侶で立って攻撃し、方向キーの
左右を連打すると前後に武器が伸びる。

名前がない？ 名前登録画面でなにも入力しな
いで「おわり」を選ぶと「ななし」という名
前になる。「すすむ」を選んでカーソルを最
後まで進めてから「おわり」を選ぶと名前が
空白になる。

カットピ！宅配君
タイムがt曽える 普通にゲームをスタートし、

荷物を受け取らすにいる。そして残りタイ
ムが0001秒に忽ったら運送屋に戻り、す
ぐに運送屋から出ょう。 すると、残りタイム
が9999秒になっている。

カトちゃんケンちゃん
ハンマーゴングの法則 八ンマゴングを蹴る

とき、走っているスピードが速いほど高得
点に怠るが、最高速だと lUPになる。

エレベーターで硬直 工レベーターに乗った瞬
間にしゃがんだりキックをすると、そのポ
ーズのままでエレベーターが動いてしま
つ。

カフキー刀濡談
ガープE霊場 ゲームモードでvsを選び、キャ

ラクタ選択画面で右を6回、左を2回、右
を4回の順に押す。すると、ガープが選べ
るように芯る。

ラダ・工ム・アンクが使える 最終ボスのラ
ダエムアンクのところまで進み、 2P側
から乱入して引き分けになる。そしてもう
度乱入すると、 2P側でラダ・工ムアン

クを選べる。ラダ・工ム・アンクの必m支は
；欠ページの表のとおり。



カラーウォーズ～ガンヘッド

ラダ・エム・アンク必殺妓

工レメンタルスパーク 右、下、右下＋弱パンチ

ザッキュパスター 左にタメ、右Hijキック

グランドスマッシャー 下、右下、右Hijパンチ

合ソウルクラッシュ工クスプロージョン 左、左下、下、右下、右、右下、下、左下、左＋弱パンチ

※コマンドl立キャラが右向きのもの。左向きの場合l草左右の入力が逆になる。また＋の記号lまボタンを同時
に押すことを示す。妓名の前に合のついているものは超必殺t主であることを示す。

カラーウォーズ
クリアコマンド ゲーム中自分の順番になった

ら、上と①と⑥とセレクトとランを同時に
押す。すると、一瞬にして、画面上が赤玉で
埋めつくされ、 ；欠に一手置くだけで、確実に
勝負に勝つことができる。ただし、自分の色
が赤でないとでき広い。

ステージセレクト モード選択画面でアドベン
チャーモードを選んで、「NEWGAME」を
選択する。名前を入力して「おわり」を選131
とビジュアルシーンが始まる。このヒ、ジユ
アルシ ンが流れているときに、セレクト
を押し芯がらランを押し、そのままセレク
トを押し続ける。するとステージ数の表示
が現れるので、方向キーの上下で数字を変
更して①で決定する。そうすれば、好きな
ステージから始めることができる。ただ
し、とのウルテクは最初のビジュアルシー
ンのときにしか使えないので、ほかの菌を
プレイしたい場合には、リセットをかける
などして、モード選択のととろからやり直
さなければいけない。

館担伝説2
楽に必殺妓を出す 必需活支（超必殺技）は、コ

マンドのボタンを押したまま方向キーのコ
マンドを入力すると、楽に出せる。

キーコンフィグ画面へ キャラクタ選択画面
で、キャラクタを決定した後に上を押し続
けると、キーコンフィグ画面に行く。

邸調伝観SPECIAL
リョウ ・サカザキが使える ます、マルチタツ

ブを接続して、 2Pにパッドをつなぐ。次
に、電源を入れてオープニングデモが始ま
ったう、すぐ2P側の方向キーの下とセレク

卜を押し続け、「餓狼伝説」とタイトルが表
示されたときにスタートを押す。このあと
対戦を選131と、リョウが使える。

川のぬし釣り自然派
パグって止まる ウキを投げるときに、 ① と

⑥を同時に押すと、パグって止まる。
タダで泊まる お金が左ょいときに宿屋へ行って

も泊めてもらえる。

がんばれ！コルフボーイズ
II後と音と風きらい 名前を適当に入れて、会

員番号を「さいごみたい」と入力すると、エ
ンデイングが見られる。同じように「うしく
んリと入力するとサウンドテストに。また
「かぜきらい」としてエンドを選び‘会員番
号を空白にして始めると風をOにすること
ができる。

キャディさんをナンパ コマンドセレクトの箇
画にしてアドバイスに合わせると、かわい
いキャディさんが答えてくれるが、これを
何回もやってみよう。すると、とんでも芯い
ことをいい出すように怠る。

噴水が上がる ます、トーナメントを選lまう。
18番ホールを終了すると、成績発表の画面
が出て、そのあと続けるかどうかを選択す
る画面に是正る。このとき池をよく見てみよ
う。すると、噴水のようなものが出ている。

ガンヘッド
8方向ショット I番かN番の武器を最高状態

にして、ボムのストックをOにする。そし
て、あとはひたすらジ工ルだけを取り続け
る。すると、やがて緑色の敵がガンヘッドと
同じ形のアイテムを出す。これを取れば8
方向シヨ ットを装備できる。

ミュージックセレクト タイトル函薗で、セレ
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キアイダン00

クトを押し芯がら方向キーの左と右を交互
に10回すっ押す。するとミュージックセレ
クト画面に芯り、方向キーの左右で闘を選
び、⑨ボタンでゲーム中の音楽が聴ける。

面セレクト タイト）~I画面で、セレク トボタン
を押しながう方向キの左と右を交互に10
回すつ押してミュージックモードにする。
そこで、 ①ボタンを 1回、⑥ボタンを 1
回押し、セレクトボタンを21回押すと面セ
レクトができる。さらに、面を選んでスター
卜するときに、 ① ボタンか⑨ ボタンを押
しながらランボタンを押すと、自機のボム
が10個に溜え、しかもその場からコンテイ
ニュー機能付きで始められるように芯る。

無敵モード 面セレクトモードで数字を
「57Jに合わせて、方向キーの下を押す。す
ると画面が消え、しばらくするとタイトル
デモが始まる。ここでリセットをかけると
無敵モードに怠る。

レベルセレクト タイトル画面で、セレクトボ
タンを押し芯がら①ボタンと⑨ボタンを交
互に 10回ずつ押す。すると 「NORMAL
DOG」と「HARDHUMANJのいすれか
を選べるようになる。ここで、また同じコマ
ンドを入力すると「SUPERMANIA」が増
え、また繰り返すと 「GODOF GAME」が
憎える。

いきなりエンデイング タイトル画面が出た
ら、すかさずランを連打するか、ジョイlUノ

ドのスロースイッチを入れる。タイミング
が合えばエンデイングが始まる。

隠れボーナス 1面のボスが出現したら、こち
らから攻撃し芯いでひたすらよけ続ける。
しばらくするとボスは飛び去ってしまい、
ガンヘッドが10機、ボムも20発追加され

。。 ビッグ・ボルゴ

02 パジア・クレート

04 クイーン・ブラウラ

05 ハイパー ・ビグレ

06 ジャイアント・ボルテク

08 パヌア ・シェード

09 アイアン・ベリオル

OA キング ・プレイル

OB サンタープレス

DC ラフル
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ている。
その場からコンテイニュー 緑の八リアーが出

すアイテムに弾を当て続けると、やがて光
り輝く玉に忽る。これを取るとその場の敵
が全滅するが、実は効果は、それだけじゃ芯
くて自縫がやられたとき普通忽う前の場面
に戻されるはずが戻されず、その場に次の
白機が出現してゲームを続行できるように
芯る。しかもこの効果は、輝く玉を取った数
だけストックされる。機数表示が黄色にな
っていれば安全だ。

マルチボディだ5け ます薗セレクトを使って
83薗でプレイしよう。するといつの間にか
マルチボディが装備されていて、最高で15
個まで装備でき、自機を超強力な状態にで
きる。

面セレクトでパグる 面セレク卜のウル妓で
「0リ～「09J以外の数字を選ぶとパグる。

ポスと戦う 面セレクトのウル技で左下の表の
文字を入力し、セレクトを押し芯がらラン
を押すと、文字に対応したボスと戦える。こ
の授は、自機＆ボム摺やしのコマンドと併
用できる。

タイトルがパグる ランを押しながら電源を入
れると、タイ トルがパグる。

パグステージ 薗セレクトのウル妓で 「BBJ
を選131と、音楽がなくあまり敵の出現しな
い8菌を遊べる。

車、．
キアイタ．ンロロ

クレジット無限 タイトル画面かオプション画
画で、 ①、⑥、①、⑤、 ①、⑤、①、⑥、
セレク 卜の順に押す。そのあとゲームを始
めると、ゲームオ－1¥ーに忽ったとき、コン
テイニュー画面のクレジット数の表示が、
通常は5芯のが∞ （無限大）に芯っている。

ステージセレクト タイトル画面かオプション
画面で、上、 上、下、下、左、右、左、 右、
⑨、①のJI慎に押す。すると、オプション画
面の番下に、面選択の項目が出てくる。ス
テ ジ1～7の、プレイしたいステージを
①ボタンで変更したあと、ゲームをスター
卜すれば好き忽ステージから始めることが
できる。

シールド＆Jtワーゲージ満タン タイトル画薗
。オプション画面で、上、下、左、右、 ⑨、



①、①、①、セレクト、セレクト、上、下
の順に押してゲームを始める。すると、プレ
イ中にセレク卜を押せば、いつでもシール
ドとパワ を満タンまで回復できるように
芯る。

奇々怪界
プレイヤーが9人に タイトル画面のとき、

①ボタンを押したまま方向キーを上、左、
下、右、上、右、下、左と押す。そしてさら
に、セレクトボタンを押したまま⑨ボタン
を 10回押す。これで、プレイヤーが9人
になる。

パワーアップはそのまま ゲームオー｝＼ーに広
って、タイトル画面に戻ったら、方向キの
上を押し広がうランを押す。すると、ステー
ジ1から、パワーアップの状態はそのまま
でゲームを始められる。

隠しアイテム 各面の井戸から出現するパケウ
りを破壊すると、たまに野菜が出現する。こ
れを破壊するとお札に芯る。

すり鍍l才る あ堂かう現れるお芸ちゃんに、正
面からおはらいを連射して向かっていく
と、すり抜けてしまう。

機装ルーガ
隠し特妓 ゲムをスター卜して第 1章が始

まったら、ヴアイスのメニューの攻撃を選
んで戦闘に入ろう。そして次に、攻撃開始を
選んで、敵との戦闘に芯ったら待機を選
ぶ。すると、敵が攻撃してきて、ヴアイスが
攻撃を回避したり、クりテイカルヒットを
受けない限り、残り HPが2に怒る。ここ
で特技を選ぶとダブル真空斬が出せるよう
になる。

嘗告画面 旧システム力一ドでこのゲムを起
動させると 「ごめんねJと醤告画面が現れ
る。

パグる セーブデータのあるとき、タイトルで
右上と⑨を押したままコンテイニューを選
択すると、パグって止まってしまう。

ステージセレクト セーブデータが芯い状態に
しておく。そして、起動画面のときに右上と
⑨を押し芯がらランを押し、メーカーのロ
ゴ画面が表示されるまで右上と⑥は押し続
ける。そのあとゲームを始めてセーブをす
れば、 データロード画面でステージを自由
に選ぶことができる。

隠し画面 工ンデイングでENOと表示された
ら、セレク トと①と②を押し続ける。これ

奇々怪界～キックボール

で工リナの隠し画面を見られる。

機装ルーガE
旧キャラ劇場 タイトル画面でコンテイニュー

を選び‘コンテイニュー画面でしばらく待
つ。すると、 『機装ルーガjのキャラが登場
し、さまざまな迷シ ンが見られるように
なる。

偲しイベント 第8章までに、キールやライ
ゼルなどサブキャラすべてが、やられる
か、仲間に怠ってい広い状態にする。そして
8章が始まったう、編成画面で「状況説明」
を選ぶ。すると隠しイベントが発生し、弱気
なヴアイスの姿を見ることができる。ただ
し、乙のあとの展開が非常につらくなるの
で、セーブはした玉いほうがいい。

ちょっと灘しいモード タイトル画面でスター
トを選び、オ ブ二ングビジュアルが終わ
り、編成画面に忽るあいだセレクトボタン
を押し続けると、ティファイアが出てき
て、ゲームの難易度が上がる。

キックポー＇＂＇
観戦モード 2プレイヤーのチーム選択画面で

セレクトを押し忽がらランを押してチーム
を決定すると、選んだチーム同士で勝手に
試合をする観戦モードになる。

裏チームでプレイ 2プレイヤーのチーム選択
画面で方向キーの上と⑨を押し芯がらラン
を押して決定する。すると、肌や髪の色が遣
い、パワーも違った選手で試合ができる。

同チームで試合ができる 2プレイヤーのチー
ム選択画面でセレクトボタンを押し芯がら
方向キーでチームを選択する。そのあと同
じチームを選んで、ランを押すと同じチー
ムどうしで試合ができる。

球場セレクト チーム選択画面で、方向キーの
上と⑨を押しながら①を2回押す。そし
てさうに、画面に PLAYBALLと表示され
たところで、セレクトとランを同時に押
す。薗面が黒くなったところで、方向キーの
上を押すとサイバー球場、右を押すと草原
球場、左を押すとパラ球場を選ぶことがで
きる。

いき1J.りエンディング チーム選択画面で、パ
スワードを 「0080」と入力する。すると、
いきなりエンディングが始まる。

簡単ス－J¥ーショット 守備で相手の走塁中に
③を連射すると簡単にスーJi.ーショッ卜が
出る。

27 



機動嘗察パトレイパーグリフォン篇 ～CALW完結編

機動嘗寝パトレイパークリフォン

篇
ジャンケンで同キャラ対戦ができる メニュー

薗画で「じゃんけんぽんドカーン」を選び、
モードセレクト画面で、左、右、セレク卜、
⑨、 ラン、 ③の順に押す。すると、「じゃ
んけんぽんドカーン」の lPvs2Pモード
で、同キャラを選んで対戦ができるように
怠る。

ウインドウの色を変えられる メ二ユ画面で
メインゲームを選ぶと、 CHAPTERlの画
面になるので、カーソルを番下の空欄に
合わせて 1を5回押す。すると、空欄だっ
た場所に「ウインドウ色」というコマンドが
防団。これを選1:llと、ウインドウの色と透
明度を、自由に変えることができるように
忽る。

チャブターセレクト ます、チャプター7ま
でゲームを進めてセーブしておく。そして
「続きからjを選び、セーブしたデータでゲ
ームをクリアする。再びそのデータを選1:ll
と、メ二ユ にチャプター lから7までが
表示され、チャプターセレクトができる。

オープニング飛ばし 起動画面でランを押した
ら、すぐに①か⑤かランを押し続ける。す
るとオープニングを飛ばして「INDEXJに
行くことができる。

嘗告画面 旧システムカ ドでこのゲームを起
動させると、香賃花。クランシーの隠しビジ
ュアルが警告画面として現れる。

ギャラガ’88
IIステージへのコマンドタイトル画面で、 方

向キーの上を押し広がらランボタンでスタ
ー卜するロすると裏面が始まる。裏面に出て
くるアイテムの効果｜手、下の表を参照。

シークレットボーナス ギャラクティックダン
シングのときに一発も弾を撃たす、動かな
いでいると、隠しボーナス点が得られる。デ
ィメンション 1では 10000点、ディメン
ション2では 15000点、ディメンション

色 ラウンド 効果

赤 l. 24 トリプルファイター

7jく 4 己連射

白 11. 23 3i塁射

黄 15 スピードアップ

緑 19 lUP 
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3では20000点、ディメンション4では
25000点も入る。

止まってがっくり ゲームを始めて、敵の弾に
当たる少し前から、ランを連打してポズ
をかけまくる。うまくタイミングが合う
と、やられたときに画面が止まってしまっ
て、何をしても動か広い。

撃墜率200% まず、デュアルファイターで
ゲームを始める。そして 1発で敵を2匹倒

してから自機を全滅させると撃墜率200%
と表示される。

隊方織を取り戻す キャプチャーされた昧方機
が敵になったら、昧方機が消えるまで逃げ
続ける。すると、次の菌で捕虜に砿って復活
する。

GALAXY刑事GAYVAN
デ／＼＇：／ グモード タイトル画面でオプシヨンモ

ードを選び、オプション画面で下、上、 ①、
左、⑤、右、ラン、セレクト、ラン、セレ
クト、⑥、右、 ①、 左、ランの順に押すと、
デバッグモード画面が現れる。ことでは、ス
テージセレク卜やサウンドテスト、ビジュ
アルテスト芯どができる。

キャラチェックモード ゲムを起動させると
きに、ランを押したらすぐ⑨と右を押し続
ける。すると、ザコキャラチ工ツクモード画
面が現れる。同様に、ランを押したらすぐ
⑨と下を押し続ける。すると、主人公キャ
ラチェックモード画面が現れる。どちらの
モードも上下でキャラを選び、①と⑨で
そのキャラを動かすことができる。

画面を縦長・繍長にできる マルチタップを付
けて、 5PIこパッドをつ砿いでおく。タイト
ル画面になったら、 5Pパッドの①と⑨を
押しながら右を押す。すると、画面の縦横の
比率を変更できるようになる。

CALD 
メッセージを早送り メッセージが表示される

ときに①を押すと早送りできる。また、メ
ッセージを早送りして表示が止まった後に
セレク卜を押すと、音声も阜送りできる。

CAL E完結編

II告画面が見られる ゲーム起動中に、方向キ
一、 ①、⑨、 セレクト、ランのいすれかの
ボタンを押し続ける。すると、システムのパ
ージョン遣いの警告画面が出現する。

デバッグモード ゲームを起動してメーカーの



ロゴが表示されたら、方向キ一、 ①、③、
セレクト、ランのうちのいすれかのボタン
を押し続ける。すると「デバグモード」とい
う画面が出現し、プレイを開始したい章と
シーンを選択できるように芯る。

究極タイガー
クレジット泊加 タイトル画面で、方向キーの

右を押し1;J.がら⑨ボタンを連打すると、ク

レジットが最高9まで溜える。
ポンパ－ 1個で3機猶 ゲームがスタートし

たら、すぐにバトルタイガーを画面左下に
移動させてボンJI.ーを落とす。すると、いき

なり 3機もバトルタイガーが増える。
ホーミングミサイル セレクトボタンを押しな

がら黄色のフォーメーションチェンジアイ
テムを取ると、 4方向に飛131弾がホーミン
グミサイルに主主る。

スタッフロール ます、震後のクレジットを使
い果たしてゲームオーJI.ーになる。画面に
「GAMEOVER」と表示されている聞に
⑨、①、③、⑥、 ①、①、⑨、①、⑨、

①、セレクトの順に押す。すると、スタッフ

ロールが見られる。
ボンパー出現j去則 ボーナスアイテムの食を

10個取るごとにボンパーアイテムが出現す
る。

5段階パワーアップ 空母から発進するときに
自機は3段階に大きくなるが、その2段階
自の大きさに芯った瞬間から、上とセレク
トを押し主主がう2を4回押すと、自織が5
段階パワーアップする。このウル技はミス
して残機画面が表示されたあと、一瞬画面
が真っ黒になったときにも使える。

ぎゅわん，~＼Sあ自己中心派
ハルタン星人が3人 フリー対戦でハルタン

星人を選131ときに、セレクトボタンを押し
たまま①ボタンを3回押す。すると対戦相
手がすべて八ルタン星人に芯る。

ぎゅわん11¥5あ自己中心派麻雀パ

ズルコレクション
ビジュアル飛ばし ビジュアルシーンでランを

押すと、ビジュアルを飛ばせる。

銀河お鰻栂倍説ユナ2永遠のプリ

ンセス

究極タイガー～クイズの星

⑥、ランの順に押す。すると、デバッグモー
ドと表示される。ここで、 ① か⑨を押し
てタイトル画面に戻し、スタートを選んで
始めると、シナリオ選択ができる画面にな
る。また、力一ドJIトル1こ怠ったら、下の表
のコマンドを入力すれば、様々主主効果を得

うれる。
謎の予告 ゲームをクリアして、エンデイング

が終わったら、ボタンを押さずに少し待
つ。すると、謎のグラフィックとメッセージ

が表示される。

キング・オブ・力ジノ
スペシャルゲーム ー－ Kl NGof CASI N 

O一一（ofは小文字）とパスワードを入力す
るとスペシャルゲ ムが始まる。

く
クイズキャラバンカルトQ

タイムで解答がわかる ますタイムトライアル
モードでゲームを始める。このとき、 TOT
ALタイムの小数点以下の下2ケタの数字の
組み合わせが、偶数と偶数のときは1、偶数
と奇数のときは2、奇数と偶数のときは3、
奇数と奇数のときは4が、それぞれ正解にな
っている。

クイズ DE学園祭

スクロールする クイズに答えたあとのヒ”ジュ
アルは、方向キーの上下でスクロールさせ
るととができる。

クイズの星
2大隠しモード タイトル画面で左と①を押

コマンド 効 果

セレクト＋フン 自分のHPを0にする

セレクト＋下 自分のHPを少し回復する

セレク卜＋① 自分のカードをすべて同じにする

セレク卜＋上 自分のカードを見る

セレクト＋⑨ 自分の力一ドをすべて同じにする

セレク卜＋右 ごきげんメーターの工ルナーが左

セレク卜＋左 右に移動する
デH':Iグモード ますタイトル画箇で、上、

下、右、左、①、③、上、下、右、左、①、 ｜ ＋は、ボタンを同時に押すことを示します

29 



クイズまるごとTheワールド～夕、ラテ’ィウス

し広がらランを押す。すると通常とは遣
う、隠しモードセレクト画面が現れる。そこ
で各コマンドを入力すると、それぞれのモ
ードが始まる。隠しモードセレクト画面で
セレクトを押すとビジュアルテストモード
になり、右を押し広がらセレク卜を押す
と、クイズチ工ツクモ ドになる。ヒ”ジュア
ルテストモードは、方向キーの上下で数字
を変更して、 ①で実行、セレクトで選択画
面に戻る。クイズチ工ツクモードは、ゲーム
中のクイズの全問題を出題するモードで、
順番に出題するモードとランダムに出題す
るモードがある。どちらかを選んで、 ①で
実行、ランで選択画面に戻る。

無限コンテイニュー 「jLートオブストー
ン」をクレジッ卜を気にし広いでプレイで
きる。ゲムセレクト画面で、左とセレク卜
を押し芯がう①を押し続ける。すると、コ
ンテイニュー画面で、クレジット表示の数
字の部分が消えていて、無限コンテイニュ
ーができるように怠る。

クイズまるごと Theワールド
マニアッククイズモード モード選択画面でセ

レク卜とランを押し砿がう、方向キーの左
を押すと始まる。

クイズまるごと Theワールド 2

タイムマシンにおねがい！
クυアコマンド 「タイムマシンにおねがい」モ

ードでクイズに答えるとき、ランを押しな
がら下を押す。すると、ノルマとは無関係に
クリアできる。しかし、最終ステージのシユ
ーテインク後に出てくるボスだけは、セレ
クトを押しながう上を押してクリアする。
これら 2つのコマンドを逆に入力すると、
自滅コマンドに芯る。

空想科学世界ガリバーボーイ
スタンプ3僑の日 日数の 1の位が3のとき

に貿易酒場で賃い物をすると、通常の3倍

のスタンプを押してもらえる。
トンカチ入手法 ます、アクロポリスまでゲー
ムを進める。そして、馬獣人に話しかけて縄
ばしごをもらう。そのあとで、もう－JID腎獣
人に話しかけると、今度はトンカチという
アイテムがもらえる。トンカチを戦闘中に
使うと、眠っている仲間を、何度でも叩き起
こすことができる。

タダで回復 宿屋に行き、泊まらないでセーブ
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だけする。そのあとリセットして、そのデー
タをロードすると、全員のステータスが回
復している。

「アルテマの回復石Jがも5える 天空の街ラ
マナイの道具屋で「本家回復石」を買う。そ
してコルシ力に行き、道具屋にいるおじい
さんに話しかける。すると、「本家回復石J
と引換えで「アルテマの回復石jを作ってく
れる。これは、使うとステータスが全回復す
るアイテムで、このあとはコルシカの道具
屋で買えるようになる。

開発室に行ける ます、一度クリアしたらリセ
ッ卜し、そのデータをロードする。そしてま
た最終ボスを倒し、エンデイングでサンマ
ルコ広場に来たら、サンマルコ寺院の入口
付近にいる男と話すと「サン マルコの鍵」
がもらえる。この鍵を使って寺院に入る
と、開発室でスタッフの話を聞くこと芯ど
ができる。また、 1階にいる聖魔教信者に、
ここに来るまでのプレイも含めて合計
66666枚の金貨を寄付すると、ビジュア
ルモードか、木星人育成ゲームをするとと
ができる。

クラックス
いろいろ芯コマンド オプション画面で、方向

キーの上、⑨、セレクトボタンをすべて押
し芯がらランボタンを押すと、全100画面
が見られて、しかも明暗調節ができるよう
に芯る。また、とれもオプション画面で方向
キーの上、⑨、セレクトボタンをすべて押
し芯がらランボタンを押す、というコマン
ドを2回繰り返すと、鍵盤付きのサウンド
テストに芯る。

クレジット憎加法 ゲームオー）＼ーに忽ってタ
イムカウントをしているときに、セレクト
ボタンを押しながら方向キーの上を連打す
る。すると最高9までクレジットを増やせ
る。

サウンドテスト 「上、⑨、セレクトを押し芯
がうランを押すJこのコマンド入力を2回
繰り返すと、自由に曲を聴ける。

クラディウス
ショットが連射に怒る スコアの干のイ立がO

のときにパワーアップメ タを 1周させ
る。ただし、このウルテクは最終面をクリア
したり、 1固でもミスをすると効果が芯く
なってしまう。

30機でスタート タイトル画面で、よを押し



ク‘ラディウスEゴーファーの野望～クロスワイパー

"Id-がう、⑥を3回押そう。そして、すぐに
ゲームを始めると、自機のストックが29機
に左よっている。このウルテクは、 1プレイで
も2プレイでも使うことができる。

パワーアップコマンド ゲーム中どこでもいい
からポズをかけ、上、上、下、下、左、右、
左、右、⑤、 ① の順に押す。そのあとポ
ーズを解除すると、自機がパワーアップし
ている。このウルテクは、ゲーム中に 1回
しか使えないが、ピックコアを破壊するご
とに使える回数が 1すつ摺える。

遣うデモが見られる 電源を入れてメーカー名
が出ている画面で、 ①を押し続けると、通
常のデモとは違う場所で自機がやられてし
まうデモを見ることができる。

オプションがワープ 上下に無限にスクロール
する面で、オプシヨンを4つ装備し、スピ
ードを5速にして上か下に移動し続ける。
すると、 4つ自のオプションが変なところ
から現れる。

クラディウスEコーファーの野望
アーケードモードでプレイ ゲームの起動後、

メーカ のロゴ薗薗が出てくるまで、上と
①と⑤を押し続ける。すると、オプションモ
ードのゲームレベルの績に「AC.MODE」
と表示され、アーケードモードでプレイで
きるように怠る。

装備アップコマンド ゲーム中にポーズをかけ
て上、上、下、下、左、右、左、右、⑨、
①の順にすばやく押す。すると、自機の装
備が強化される。このコマンドを使える回
数はゲームレペルごとに決まっていて、イ
ージーモードは3回、 ノーマルモード、ハ
ードモードでは 1回になっている。それぞ
れ薗クリアするごとに、使用可能回数が 1
回増える。ただしこの授はプロフ工ツシヨ
ナルモ ドでは使え芯い。

隠し音声が聞ける コンテイニュー画面で、セ
レクトを押しながら①を押す。すると、
「OKBABY」という声が聞こえる。

ネームエントリーで遊べる ランキング6位

のネームエントリー画面で、 1文字登録す
るごとに力一ストダッカーが弾を撃つの
で、タイミングが合えば自機を打ち落とす
ζとができる。

オプションハンター対策 オプションハンター
が現れたら、自機を左端に移動させてオプ
シヨンをすべて左端に集める。すると、オプ
ションハンターは素通りしてしまう。

クレスト・オブ・ウルフ
ジャブ連打で敵をハメる プレイ中に必殺授が

使え左よく左よるまで、体力を減らしておく。そ
して、連射をかけた①と⑨を押し続ける。
すると、自キャラが細かいジャブを打ち続
けて、敵を八メることができる。ただし、 1
発でも攻撃を受けるとやられてしまう。

ジャンブキックでハメる 一度倒れた敵が起き
上がるときにジャンブキックを当てると、
また倒れる。これを繰り返すと敵を八メる
ことができる。

挑発する 何もし芯いでいると、自キャラが挑
発を始める。

クロスワイパー
ザウンドテスト タイトル画面で③、 ①、

⑥、①、③、①、ランの順に押す。する
と、サウンドテストの画面に芯る。方向キー
で選択して、 ① で演奏、 ⑨ でストップす
る。全部で24曲のBGMと効果を聴くこと
ができる。

無限コンテイニュー タイトル画面で上、上、
て下、右、右、 ①、よ、友、 ⑥、 ランの順に
押す。音が鳴ったら成功。コンテイニューが
無限に使えるようになる。

援初かう MAXに怒る タイトル画面で下、
左、上、右、ランのJI慣に押す。すると、最初
からフルパワーで戦うととができる。

コンテイニューが9 タイトル画面で上、下、
左、右、ランの順に押す。するとコンティニ
ユの回数が9になる。

武器が愚強レベル タイトル画薗で①、①、
①、⑨、右、③、セレクト、 ランのJI慎に押
す。すると、最初から武器のレベルが最強の
6で始まる。

イージーモード タイトル画面でセレクト、
③、①、下、セレクト、 ランの順に押す。
すると敵キャラの耐久力が半分の、イージ
ーモードになる。

ハードモード タイトル画薗でセレクト、 ①、
⑨、上、セレクト、ランの順に押す。すると
敵キャラの耐久力が2倍の、ハードモード
になる。

変身不可能モード タイトル画面で①、⑨、
①、⑨、 ①、⑨、①、⑨、①、⑨、①、
⑨、①、⑨、①、⑨、上、 左、下、右、 ラ
ンの順に押す。すると、いくらパワ を貯め
ても変身するζとができ芯く芯る。

鏡文字になる タイトル画面で①と⑥を押し
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ゲート・オブ・サンタ‘ー～ GS美神

t;J.がらランを押すと、メッセージが鏡文字
に芯る。

l才
ゲート・オブ・サンダー

ステージセレクト タイトル画面で①、②、
⑨、 ①、セレクト、 ①、⑨、 ①、①、セレ
クトの順に押す。そして、コンフィグレーシ
ヨンを選ぶとステージ 1～7までが選べる
ようになる。

1面ポスの安全地宇野 l面ボスの中央正面に自
機を移動させて攻撃すると安全に倒せる。

灘写ボーイ
ステージセレクト 校長先生の話が始まった

う、セレクトを押し花王がらランを押す。する
と、画面の右上に「TAKEOl」と表示され
る。方向キーの上下で数字を変えて、 ①か
③で決定すると、好き芯ところかうゲーム
を始めることができる。

ゲッツエンディーナー

ステージセレクト ます、パッドの①と③を
連射にする。次に、起動画面でランを押した
ら、すぐにセレクトと右上を10秒間押し続
ける。成功すると画面が「JUST A 
MOMENT Jのまま変わら芯いので、セレ
クトと右上を般して①と②を押し続ける。
すると、ステージセレクト画面が現れるの
で、方向キーの上下でステージのタイトル
を選んでランを押すと選んだステ ジから
スター卜する。

早送りできる ヒジュアルシーンで左下と①
を押し続けると、早送りできる。

ゲンジ通信あげた．ま

デバッグモードタイトル画面で①と⑨を押
し主主がうセレクトを押すとデバッグモード
になる。デ八ッグモードでは、難易度、コン
テイニュー数、サウンドテスト、ラウンドセ
レクトの各項目を自由に調節することがで
きるように芯っている。

幻蒼大陸オーレリア
名前が変わる 主人公に名前をつけるときに

「力一ル」、「マリー」、「セサル」と入力する
と、「はへほへJ、「まいた」、「アミパム「ど
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らんく」、「テり－J芯どと名前が変わる。

源平討魔伝

オプションモード 「ありがたやー」の声ととも
にタイトル画面が出たら、すかさす上、石、
下、左、 ①、⑨の順に押すと、オプショ
ンモードに切り替わる。ここでは、 3段階の
難易度の選択、スタート時の命の数の設
定、スター卜する国の選択ができる。また、
ゲーム中の音楽やサンプリングの声を、自
由に選んで聴くこともできる。

集i膏大ジャンブ ①を押すと景清はジャンプ
するが、 ①を速射すると、より高くジャン
ブできる。連射パッドを使えば、それよりも
さらに高いジャンプができるようになる。

名前が名無子 ネーム工ントリー画面で「ああ
ぁ 」とすべて 「あ」を入れると、名前
が「名無子」になってしまう。

下から顔を出す 駿J可の浮き石のととろで、口
ウソクの近くの高い位置に石がある。この
上に乗ってジャンプすると、画面下から自
キャラが現れる。

酒平間魔伝巷ノ弐

デバッグモードタイトル画面で上、友、下、
右、③、 ①、の順に押す。するとデバッグ
モードに切り替わる。デバッグモードで
は、 3段階の難易度の選択、 4～7のあいだ
でスタ ト時の命の数の増減、スター卜す
る国の選択をすることができる。そのほ
か、音楽の選択では 37の効果音と 20の
曲、声の選択では34の音声を聴くことがで
きる。

隠しエリア『なにわ」 ステージ4 「京獄」
の、最初の難所の「淀氷Jll」で、景清をスタ
ート時に重なっている欄干の柱から数えて
9本自の柱まで進めてしゃがませる。する
と ft;J.にわ」にワープする。このエリア内の
鳥居で、アイテムがもらえるボーナスステ
ージに行くととができる。

ムーンウ才一ク ゲーム中、③を押しながら
キャラの向きとは反対に移動すると、ムー
ンウオークする。

GS美神

.... 
も圃

エンディングとおまけモード ます、セーブフ



KO世紀ピースト三獣士ガイア復活完結編～ゴジラ爆闘烈伝

アイルのデータ3かデータ4に芯にも記録
されてし、広い状態にしておく。；欠に、ゲーム
開始函薗で「つづきから」を選び、データ3
かデータ4を選んだら「シナリオ」を選13し
するとエンデイングが始まるので最後まで
見る。そして、精算表の後のグラフィックで
美神のセリフが終わったら、上、下、上、
右、左、セレクトの順に押すと、おまけモー
ドのメニューが出現する。

シナリオセレクト ます、ゲーム開始画面で
「つづきから」を選ぶ。そして、シナリオ2
をプレイするならデータ3、シナリオ3な
らデータ4にカーソルをあわせ、右上とセ
レクトを押しながうランを押す。

勝敗がすぐ決まる ゲーム中のカードlfトル
で、自分のカードを決定するときに、左上と
セレク卜と③を押しながら①を押すと、バ
トルに勝てる。また、左下とセレクトと①
を押しながら①を押すと、負けてしまう。
ただし、コマンドを入力したときの自分の
力 ドが「交j奥」だった場合や、相手の力
ドが「回復Jだった場合には、もう一度力一
ドを決定するところからやり直すことにな
る。

KO世紀ピースト三獣士ガイア復

活完結編
デバッグモード ます、セーブデータを 1つ

以上作る。次にデータをロードする画面
で、セレク卜、上、右、下、左、セレクト、
上、右、下、左、セレクトの順に押す。する
と音楽やビジュアルが楽しめるデバッグモ
ード画面に芯る。ここでは上下で項目、左右
で番号を選び、 ①でスター卜する。選べる
項目は、 BGMを聴く、効果音を聴く、キャ
ラのセリフを聞く、ビジュアルを見る、とい
う4つになっている。

コールデンアックス
選んでちょうだいモード ます、ランを押した

う、メーカーロゴ画面が消えるまでに左上、
⑨、セレク卜を押し続ける。するとかわいい
女の子が出てきて「選んでちょうだいリと
いってくる。ここでは、方向キーとセレク卜
を使って、自分の好き芯ようにモードが選
べる。このモードは、面セレクトと残機を無
限にできる。

ムーンウオーク 2薗で逃げまどう女性に後ろ
から夕、ツシユ攻撃を当てると、その女性が
ムーンウオークする。

ギリアスでハマる 2面のガケの上で、左を向
いてギリアスのローリングアタックを使う
と、普通入れないところに入れる。しかし、
出られない。

ビジュアルテスト メーカーロゴ画面で、左下

と⑨とセレクトをロゴが消えるまで押し続
けると、ヒ凶ジュアルテストモードに怠る。

極集！申準大仙
セットアップモード タイトル画面でセレクト

を押すだけ。プレイヤー数とクレジット数
を5まで摺やすことができ、 BGMと効果音
も選べる。

コジラ螺闘烈伝
高速モード タイトル画面で、右上と⑨を押

しながらランを押し続ける。モード選択画
面のゴジラの声が、通常より力ン高く主主れ
ば成功。さらにその画面で4秒以内に、セ
レクトを押し広がら上、右、上、右、上、右、
②の順に押す。ここで画面の右上に四角い
マークが現れたら、高速モードでプレイで
きるようになる。

II初かう全キャラ選択 マルチタップを用意し
て、 2PIこもパッドを媛続しておく。そして
モードセレク卜薗画でvsゲームを選び、
l P側の左上と①と⑨、2P側の右下とセ
レクトとランを同時に押し続ける。する
と、最初からすべての怪獣が使える。

ステージセレクト タイトル画面で右上と⑨
を押し主主がらランを押し続ける。モードセ
レクト画面のゴジラの声が通常より力ン高
くなれば成功。さらにその画面で4秒以内
に、セレクトを押しながら、右、右、右、
右、上、上、上、左、左、下、⑨の順に押
す。すると、クリアしたステ ジを自由に選
んでプレイできるようになる。

ゴジラセレクト タイトル画面で右上と⑨を
押し芯がらランを押し続ける。モードセレ
クト画面のゴジラの声が通常よりカン高く
怠れば成功。さらにその画面で4秒以内
に、セレクトを押しながら、右、左、右、
左、右、左、上、下、上、下、 上、下、右、
⑨の順に押す。すると、 vsゲームで10種
類のゴジラが使えるようになる。

必殺銭使い放題 タイトル画面で、右上と⑥
を押し主主がうランを押す。成功すると、モー
ド選択画面のゴジラの声が力ン高くなって
いるので、セレクトを押し主主がら、下、⑨、
下、上、下、 ①、 下、上、⑨と4秒以内
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コズミック・ファンタジー冒険少年ユウ～コズミック・ファンタジー4銀河少年伝説突入編

に入力すると、必殺妓ゲージがまったく減
らなく怠る。

コズミック・ファンタジー圃険少
年ユウ
デバッグモード タイトル画面で方向キーの

上、 ①、②、セレクトを押しながらランボ
タンを押す。するとデパックモ ドにな

る。
西村知美ちゃんのお店 タイトル画面で①、

⑨ ボタンを押しながらランボタンを押す
と、西村知美ちゃんのお店のCMが流れる。

コズミック・ファンタジー2冒険

少年パン
デバッグモード ます、電源を入れてランを押

したう、 CDのアクセス中に①、②、上、

セレクト、ランを押し続けるだけ。すると画
面が切り替わり、デバック、モードになる。方

向キの上下でメ二ュ を選び、 ①を押せ
ばビジュアルシーンを見たり、サウンドを
聴いたりできる。ビジュアルシーンは30あ
り、シーンの途中でランを押せば、デバック
モードに戻る。サウンドモードではゲーム
中の3闘のサウンドを選んで聴くことがで

きる。

コズミック・ファンタジー3冒険

少年レイ
デバッグモード データのファイル名の登録時

に「にくきゅう」と入力する。25項目のビ
ジュアルテスト、 21項目のミュージックテ
スト、 15項目のサウンザテスト、各60項
目のトーク 1、トーク2テストが可能にな
る。実行したいテストモードを選び①を押
すと、それぞれのモード内の選択画面に切
り替わる。

隠れビジュアル データのファイル名の登録時
に「サヤだいすき」、 「リムだいすき」、「マイ
だいすき」とそれぞれ入力してみよう。する
と、彼女たちのあられも広い姿が現れる。

有名恕武闘家のE霊場 第 1章で、トリスタン
械で行われる武闘会のイベント終了後、ジ
工イが仲間に芯ったらすぐに、お城にある
武闘会の選手控え室に行ってみよう。そこ
には兵士がいて、中に入ることができ芯い
が、武闘会場の客席に行ってみると、女の武
闘里震がスピ二ングバードキックの修行をし
ているところを見学できる。

月のティアラ入手法 ます、ゲームスター卜直
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後、自分の家に入り、ベッドの脇にある机を

謁べて、スタンプ力一ドを手に入れよう。そ
して、レートの町、テムの村、王都トリスタ
ンの東と西、港町ライナのすべての宿屋に
行って、地図を見てスタンプを押す。ただ

し、テムの村のスタンプは、 イベントクリア
後にしか押すととができない。 すべてのス
タンブを集めたら、王都トリスタンの棄の

宿に行こう。宿屋の人に話かけると、景品と
して月のティアラがもうえる。このアイテ
ムは、防御力が10、抗魔力が16のすぐれ
物で、マイのみが装備できる。

コズミック・ファンタジ－4銀河

少年伝説灘聞編
ファイル名いろいろ 下の表にあるパスワード

を入力すると、テストモード芯どいろいろ
できる。

コズミック・ファンタジー4銀河

少年伝説突入編
武器・防具でお金を漕やす だれでもいいから

増やしたい武器か防具を装備し、そのほか
に武器や防臭を29個持ち、あと 1つで武
器防臭欄がいっぱいになる状態にする。次

に「そうび」を選び、増やしたい武器か防具
をはずす。そのままカーソルを動かさすに

①を押すと 「整頓してくださいJとメッセ
ージが出るので、⑨を押してキャンセルす
る。再び「そうびjを選1）＼と、はずしたはず
のものが装備品の欄に残っていて、さらに
武器防具欄のほうにもあり、 2つに培えて

ファイル名 効果

ニャンのふろしき テストモード

サヤのプレゼン卜 A Dテスト

ビデオをかったよ 野球拳

レーザーソフト アドベンチャーパートカット

サヤだいすを ニャンが注意

リムだいすを ニャンが注意

マイだいすを ニャンが注意

ニャンだいすを ニャンが注意

LASER ニャンがj主憲

にくきゅう ニャンが注意

ニャンのしっぽ ニャンが注意

ニャンたたき ニャンが注意



いる。武器防具欄にあるほうを売って、また
空欄が 1つある状態にすれば同じ手順で僧
やせるので、これを繰り返すと楽にお金を
淘やすことができる。

ネグリジ工が消える サヤがサリア姫のネグリ
ジェを着るシーンで、アップに芯ったとき
にセレクトを押す。するとネグリジ工が消

えてしまう。
ライアの下着姿を見る アドベンチャーjてー卜

で、ライアのいる秘書室に行く。そこでライ
アに話しかけてから、 5回ライアを調べ
る。すると、ライアの服が透けて、下着姿が
見られる。

デJ¥＇：）グモード パスワード入力画面で「二ヤ
ンのしっぽ」と入力する。すると、ビジュア
ル、音楽、効果音が楽しめるデバッグモード
薗面が出現する。

いきなりRPGパート パスワード入力画面で
「LASERJと入力する。すると、アドベンチ
ヤー｝＼ー卜をとばして、すぐRPGIてートか
らゲームを始められる。

ミニゲームができる パスワード入力画面で
「二ャンたたき」と入力する。すると、ミ二
ゲームの「爆裂ニャンたたき」をプレイする
ことができる。

警告画面を見る パスワード入力画面で「~E
円l」と入力すると、システムカードのパー
ジョン遣いの蓄告画面が見られる。

コットン
シークレットボーナス ステージクリア後の、

ボーナスアイテムが降ってくるときに、 1
個もボーナスアイテムを取らないと、シー
クレットボーナスが20000点入る。

ステージセレクト オプシヨン画面でE×ITに
カーソルを合わせて、下、 ⑨、⑨、左、①、
右、セレク卜の順に押す。すると、ステージ
とクレジットの項目が追加される。ステー
ジにカーソルを合わせ、左右でステージ数
をl～4のあいだで選択する。ζのとき通常
3のクレジッ卜が、設定したステージによ
って、ステージlなら9、ステージ2なう
8、ステジ3芯ら 7、ステ ジ41CI:う6
にそれぞれ増える。

.告画面 旧システムカードでこのゲームを起
動させると、 泣いているコットンの隠しビ
ジュアルが見うれる。

コブラ黒竜王の伝説
デバッグルーム ゲーム冒頭のデモが終わる

コットン～コリューン

と、中年女の自の前から本編が始まる。ここ
でこの中年女を16回調べると、デバッグル
ームに行ける。ここには、グラフィックが観
られる美術室、ゲーム中の音楽が聴ける音
楽室、コブラのイキな会話が楽しめる談話
室がある。

クイックスター卜 電源を入れ、 CD-ROMを
セットしたあと、 ①ボタンを押しながらラ
ンボタンを仰す。すると、いきなりゲームを
スター卜することができる。

ジャンプとワープ デバッグルームに来たら、
美術室、音楽室、談話室の順に、入った直後
に出る、という動作を行う。更にもう一度同
じ動作を繰り返すとジャンプとワープとい
う2つのコマンドが新たに加わり、ゲーム
中の好き芯ところから始めることができる
ように怠る。

コラムス
1粒で2度おいしい魔法石 魔法石が出現し
たら、魔法石が 1ブロック分画面外にはみ
出るように降らせる。すると、はみ出ている
部分だけが残るので、その上に乗った宝石
と同じ色の宝石をすべて消すことができ
る。

隠しボーナス 魔法石を宝石のないところに落
とすと、 1万点のボーナスが入る。

GT専用画面が出る マルチタップを接続し
て、タイトル画面で上とセレク卜を押しな
がらランを押すと、 GT専用のvsモードに
怠るが、遊べ芯い。

コリユーン
サウンドテストの隠しコマンド サウンドテス

トの画面を出し、やりたい項目の曲順で曲
を聴く。ただい曲を最後まで聴く必要は芯
い。すべて聴き終え、スター卜画面にしてか
らランを押せば選んだ項目の状態に芯る。
幽順と各項目内容は次の通り。「00、03、
05、10、00、03、05、10」の順に聴く
と、ゲーム中にフルーツが出芯くなる。
「02、04、05、02、09、04JのJi慎に際、
くと、スタッフロ ルが見られる。「00、
01, 02、03、04、05、15、03、01、
04、02、04、02、05Jの順に聴くと、
5分間モードしか選べ忽く怠る。

サウンドテストでいろいろできる サウンドテ
ストの画面を出し、やりたい項目の闘順で
簡を聴く。ただし、曲を最後まで聴く必要は
ない。すべて、聞き終えスター卜画面にして
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これがプロ野球’89～これがプロ野球’90

幽 l園

02、04、05、02、09‘04

03、07、03、05、01、08、08、01.01、04

08、04、01.03、07、05、06、04

08、08、01、01、08、02、04、07

01、04、05、06、05、06、05、06、05、06、05、06

06、04、08、06、04、08、06、04、08

01、01、07、06、08、00、00、00

00、00、00、00、00、00、00、00

からランを押せば選んだ項目の状態とな
る。効果と曲順は上の表の通り。

『コリユーンjデータ初期化 セレクト、スタ
ート、 ①、① を押し芯がらm源を入れる
と、パックアップユニット内の 『コリユ
ンjのデータが初期化される。

ボーナスキャラ 2分モード、 5分モードで、
緑色のあまり攻撃してこないキャラを倒す
と、 2万点、入る。また、合体するクモのよう
な敵を、合体前に中に入り込んで2匹岡崎
に倒すと 10万点入る。

タイムアタックボーナス 2分モードか5分
モードで、「マーヒン」という得みたいな厳
を2匹向時に倒すと、 10万点のボーナスが
入る。

とれがプロ野球’89
ドラゴンズオール1 ペナン トレースのパスワ
ード画面で「あいあいあい」と最後まで入
力すると、打力と守備力がすべて 1のドラ
ゴンズでプレイできる。

先攻・後攻を選べる オープン戦を選択してチ
ーム選択後、 vs表示画面で左か右を押す
と、先攻・後攻を選べる。

いき怒りエンディング ペナン卜 130試合モ
ドを選び、自分が優勝シーンを見たいチ

ームを選13i。そのあと、勝敗表の画面になっ
たら、方向キーの左を10回押してかうセレ
クト、ラン、⑨を同時に押す。すると、エ
ンデインクが始まる。

サウンドテスト ペナント 130試合モードを
選択する。そして、大洋ホ工ールズを選ん
で、ペナントレース表の画面にする。そこ
で、方向キーの左を10回押したあとに、セ
レクト、ラン、 ⑨を同時に押す。するとサ
ウンドテストになり、自由に曲を選んで聴
ける。
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効果

エンデイングが始まる

銭絡が2aに怒る
ショットが最強に怠る

ウォーターとサンダーが貫通するように怒る

白黒薗薗に在よる

4分割画面に1;f.る

白黒の4分割画面になる

上の各モードを解除する

幻の慢強チーム vsモードを選び、自分で操
作するチームをコンテイニューにする。そ
して、パスワードの 110文字までを「OJ
か「G」と入力し、残りの 10文字を「あJ
と入力する。すると、最強チームのインテッ
ク モンスターズが登場する。

AUTOモード ペナントレース中のオーダー
提出のときに監管、選手全員を COMにす
る。そして、 EXITするときに②ボタンを

i 押しながら ① ボタンを押す。すると、

AUTOモードに主主り、コンピュータが代わ
りにプレイしてくれる。

これがプロ野疎’90
いきなりヱンデイング ペナント 130試合モ

ードを選び、自分が優勝シーンを見たいチ
ームを選13¥oそのあと、勝敗表の画面に芯っ
たら、方向キーの左を10回押してから、セ
レクト、ラン、③を同時に押す。すると、
エンディングが始まる。

AUTOモード ペナントレース中のオーダー
提出のときに監督、選手全員を COMにす
る。 EXITするときに⑨ボタンを押しなが
ら①ボタンを押す。すると、 AUTOモード
になり、コンビュータが代わりにプレイし
てくれる。

サウンドテスト rB9Jと同擦に 『90Jにも
サウンドテストはあった。やり方も向じ
で、ペナント 130試合モードを選択する。
そして、大洋ホエールズを選んで、ペナント
レース表の画面にする。そこで、方向キーの
左を 10回押したあとに、セレクト、ラン、
⑨を同時に押す。

モンスターズ出現 vsモードかペナントモー
ドを選び、コンテイニューにする。そして、
パスワードの110文字までを「0」か「GJ
と入力し、残りの10文字を「あJと入力す



る。すると、モンスターズが登場する。

紺暑の艦隊
グラフィック操作 戦略モードの兵器情報か戦

術モードの兵器一覧で、新しく開発された
兵器のグラフィックが表示されているとき
に①を押すと、兵器のグラフィツクを自由
に操作できる。

音楽演奏 タイトル画面でセレクトを押しなが
らランを押す。するとメニュー画面に切り
替わり、音楽演奏の項目が追加される。これ
を選んで①で決定すれば、ゲーム中の音楽
や効果音を聞くことができる。方向キーの
上下で曲目を選択。①で演奏開始、 ⑤で
演奏停止ができる。

女、圃
ザーカスライド
いきなりボス パスワード画面で「ZYMAJと

入力すると、ボスと戦える。

サーク I• D 
アイテムをタダでも5う 『サーク Ijで森の精

を鎮めるイベントをクリアして、フェアレ
スの町の病院にいるフレアに会いに行く
と、プロテクシヨンリングがもらえる。ま
た、モルムの砦にいる男の頼みを4回断る
と、ガントレッドがもらえる。

思わぬところでお金をもらう 『サークリでネ
ムヌの町にいるユーグに、ゼグラートの提言
の5階で死霊に芯ってしまった兄のメッセ
ージを伝え、さらに2回ユーグに話しかけ
ると、 1万GOLDがもらえる。

ライフマントと耐火マントを装嫡 『サーク IJ 
の炎の砦にある炎の扉の前で、ます’ライフ
マントを装備して、サブウインドウを閉じ
る。次に、再びサブウインドウを出し、アイ
テムで耐火マントを選択する。そして画面
を切り替えすにセーブし、そのデータをロ
ードする。すると、2つを同時に装備した状
態に怠る。ただし、またサブウインドウを出
すと、耐火マントのみに砿ってしまう。

ゼム・パドゥーを動かす オープニング画面
で、方向キでゼム・パドゥ を動力、ぜる。

敵に楽勝 敵が出現したう、貸lを出したままジ
ャンブして敵と霊主主ると、すぐに倒すこと
ができる。

紺碧の艦隊～サイコチエイザー

サイキック・ディテクティヴ・シ

リーズVol.3AVA 
ビジュアJl.t&BGMテスト タイ トル画面で、

右、下、 ①、⑨、上、⑨の順に押す。す

ると、ビジュアル＆ BGMテストができる
ようになる。ビジュアルはシーンl～16、
BGMは1～20まである。

サイキック・ディテクティヴ・シ

リーズVol.4オルコール
BGMモード タイトル画面で、右、下、下、

①、右、 ①の順に押す。すると、ゲーム中
に流れる 14種類の音楽が聴ける BGMモ

ドが現れる。聴きたい曲を選んだら、 ①
でスタ ト、 ①か⑨でストップする。

ザイキック・ストーム
オプション機能 ます、タイトル画面で力一ソ

ルを一番下に合わせ、セレクト、 ①とセレ
クト、 ⑥とセレク卜、 ①と⑨とセレクト、
⑥とセレクト、 ①とセレク卜、セレク卜の
順に押す。この基本コマンドを入力する
と、ラウンドセレク卜芯ど3種類の機能が
録作できる。このとき表示されるヒットモ
ードにカーソルを合わせ、 ① と③とセレ
クト、 ③ とセレクト、 ① とセレク 卜、セ
レクト、 ① とセレク 卜、 ②とセレクト、
①と③とセレクトの順に押すと、方向キー
の左右で無敵の設定ができる。また、基本コ
マンド入力後にゲームを始め、ラン、下を押
し芯がうランのl煩に押すと自機力 1段階す
っパワーアップし、 ラン、 ①、ランの順に
押すとボンパーが満タンに芯る。

2機同時に操作 マルチタップを簸続して、
2P側でスター卜してからパッドをひとつに
接続し直すと、 2機同時に操作できる。

サイコチヱイサー
サウンドテスト タイトル薗面で35回リセッ

卜する。そしてタイトル画面に戻ったら、セ
レクトボタンを7固とランボタンを押せ
ば、サウンドテストになる。

面セレクト サウンドセレクトにしてlFの曲
を選び、ランボタンを8回押すと面セレク
トになり、自由に面を選ぶことができる。

無敵になる 面セレク トにして函を選んだら、
①、ランボタンを同時に押すと無敵状態に
怒る。

いきなり工ンデイング 薗セレク卜の画面にし
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最後の忍道～サイバーコア

て①、⑨、セレクトボタンの順に押してか
らランボタンを押すと、いきなりエンデイ
ンクを見ることができる。

4分割画面になる タイトル画面で35回リセ
ットする。そして①、⑨、ランボタンを順
に抑し砿がうセレクトボタンを押すと、画
面が4分割された状態に広る。

フルパワーアップ タイトル画面で35回リセ
ッ卜して、セルフモニター画面でセレク
ト、ラン、⑥ボタンを同時に押すと、いき
主主り最強状態でプレイできる。

置後の忍道
薗セレクト タイトル画面で③、①、②、

⑨、①、⑨、セレクトボタンをl煩に押して
からランボタンを押すと、 3面まで選べる
面セレクトの画面が出てくる。さらにこの
画面で、セレクトボタンを押しながらラン
ボタンを押すと、 6画までを自由に選ぶζ

とができるようになる。
爆弾が地雷に 武器を爆弾にし、自キャラをし

やがませて、⑨を押す。すると爆弾力t土に
埋まってしまい、一定時闘がたつと爆発す
る。また、敵が爆弾に近づくと爆発する。

スタッフメッセージ タイトル画面！で、 ①、
②、（［、 ①、セレクト、ランと入力すると、
サウンドテストの場所にスタッフからのメ
ツセ ジが表示される。また、⑨、 ①、①、
⑨、セレクト、ランと入力しても、日IJのメッ
セジ力表示される。

地面に埋まる 1面の崩れかけた塀の右端ギり
ギリから、下を押し主主がら ① で塀を降り
て、右下を押し芯がら①を押すと、自キャ
ラが地面に埋まってハマってしまう。

サイドアーム
聖書すり抜け 画面が強制スクロール中で、障害

物に挟まれそうなときにスクロールと反対
側に方向キーを押すと、障害物をすり抜け
る。

白黒Sコマ送りモード タイトル画面で上、
①、⑨を押したEがら、ランを押すと目黒画
面でプレイできる。タイトル画面で、下、
①、⑨、を押し主主がら、ランを押すとコマ
送りモードでプレイできる。さらに、白黒モ

ドでプレイして、 度ゲームオーバーに
してから、タイトル画面でコマ送りモ ド
のコマンドを入力すると、白黒画面でコマ
送りの状態でプレイできる。

アイテムが残る やられた瞬間に、ランでポ
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ズをかけて武器チェンジすると、やられた
時点で使っていた武器を残せる。

音楽がなくなる ゲーム中にポーズをかけて、
方向キーのどれかとランを押し続けてセレ
クトを押すと、ポーズ画面になるので方向
キーを放す。そしてセレクトを押すとリセ
ッ卜され、曲の広いオープニングになる。

曲t:Ji変わる オープニングの地球が破壊されて
いるシーンでランを2回すばやく押す。す
ると、ゲームが始まってすぐにポ ズがか
かり、オープニングの曲が続く。

なぜかポーズ マルチタップを接続して、ゲー
ム中に2Pの①か⑨を押すとポズがかか
る。連打するとスロ に怠る。

左右同時攻撃 連射パッドで、 ① を連射速度
を中に、⑨を連射速度を最大にして押し続
けると、左右同時に攻撃できる。

ザイパークロス
コンテイニュー2回 ゲムオパーになっ

たら、 jてッドの①、③、方向キーの下を押
し芯がうランボタンを押すと、体力ゲージ
は指えたままで、やられた面の最初から 2
固までコンテイニューできる。

隠しステージ 1画で、中に赤い鉄骨のある壁
の上から、右下にジャンプして鉄骨の中に
入る。とこで左に移動して下にジャンブす
ると地下面へ。

デモを操作 デモ中で、 jtンチやキックを出す
ときに方向キーの左右を押すと、キャラの
向きが変わる。

ザイバーコア
パスワードモード タイトル画面で方向キーの
~を押し広がらセレクトボタンを押すと、
パスワードモードになる。ここで、次ページ
の表から好きなモ ドのパスワ ドを選ん
で入力し、 ①ボタンを押してからランボタ
ンを押してスタートさせる。すると、さまざ
まなモ ドが楽しめる。

愚強コア アイテムキャリを攻撃して、八
イパーインセクトの卵を緑緑黄赤の順
に取っていく。そして、敵の出す弾に4、5
発当たる。すると、強力な攻撃力を持つ最強

コアができあがる。
音のパスワード パスワードモードのウル技を

使って「OTOON」と入力するとサウンド
ONに、「OTOOFF」でサウンドOFFにな
る。

エンディングをまた見る エンデイング後のタ



CYBER CITY OEDO 808獣の属性～ THE功夫

YANDI ゃぎしいモードになる

HIGH PIN 難しいモードになる

SCSI 音楽と鈎果音のテストモードになる

Ml KARIN 無敵になる

IRO カラーパーを表示する

MAI ステージ1からスタート

EMI ステージ2からスタート

YUUMI ステージ3からスタート

p E円SIA ステージ4からスタート

YU  ステージ5からスタート

MAMI ステージ6からスタート

MIHO ステージアからスタート

LALAMOTO 五査終面からスタート

SARA エンデインクが見られる

MAKIRIN 縦長画面になる

EIKOCHAN 績長画面に戻す

AMI スウォローテイルが最強装備

円IE ビートルが震強装備

NAOMI マンテイスが最強装備

MIDORI ホーネットが最強装備

イトル画面でコンテイニューを選ぶと、ま
た、エンデイングが始まる。

CYBER CITY OEDO 808猷

の属性
隠しメッセージ ゲームをクリアしたら 1分

間なにもしないで待つと、隠しメッセージ
が始まる。

タイムマシン ミッション0のエレベーター
入口にいる、 「頭の悪そう芯女」のところ
で、「見る」 「辺り」を10回繰り返す。する
とミッション 1から8までの面セレクトが
できる「タイムマシン」というアイテムが見
つかる。

サイバードッジ
思初に必す攻撃できる コンピュータとの対戦

のときに、試合開始のジャンブボールで、上
を押し続けるだけ。すると、いったん敵の選
手がボールを取ってしまうが、なぜか昧方
の外野にボールを投げてくれる。これで最
初に攻撃を仕掛けられる。ただし、このウル
テクは、最強チームのダークメンズには通

用したよい。

サイバーナイト
シューティング 最後の決戦で、マザーシッブ

に向かう途中にシユーティングができる。
方向キーで自機をコントロールし、 ①ボタ
ンか⑥ボタンでミサイルを発射。

サイレントデパッカース．
面セレクト＆無敵 パスワード入力画面で 「ワ

タつイシ」と入力すると酉セレクトができ
る。さらに、「ササつモト」と入力すると、
面セレクトができるうえに無敵状態でゲ
ムを始めることができる。

ショージでスター卜 名前入力画面で伺も登録
しないでゲームを始めると、ショージとい
う名前に芯る。

THE功夫

デバッグモード タイトル画面でセレクトボタ
ンを押しながら上を 1回押す。次にセレク
トボタンを離して、方向キーの上3回、右
6回、下2回、左3回の順に押すと、自分
を無敵にしたり、薗を選んだりすることが
できるように芯る。ただし、初期パジョン
のみ。

コンテイニュー ゲームオー）＼ーに芯り、タイ
トル画面に戻ったときに、方向キーの上下
左右のいすれかを押し広がらランボタンを
押すと、ミスしてしまったステージの最初
から始めることができる。

トレースモード ゲームを始めて、好きなよう
にプレイし、ゲームオーバーにする。そし
て、タイトル画面のあとのデモ画面になる
まで待つ。するとゲームオーバーになった
ときのプレイがデモになる。

3周目をクリアすると 3周目をクリアすると
「GIVEUPリというメッセージが画面に表
示される。

2周目ができる どのステージでもいいからー
度ゲムオパになって、タイトル画面
にする。そして、タイトル画面で上、 ①、
①を押しながら、ランを押してゲームを始
めると、 2周回をプレイすることができ
る。

必殺銭の出るi胡Hボスキャラとの戦いで、敵
かう連続2回パンチをくらったあとに、自
キャラのパンチが敵に当たると「デ力パン
チ」に芯る。敵から 3固くらったあとに、
自キャラのパンチが敵に当たると「あたた
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3X3EYES三只眼嬰成～ザ・プロ野球SUPER’94

パンチ」になる。 面が現れる。各項目を選んで①を押し、方

防御ができる ボスキャラとの戦いで、敵がパ 向キーの上下で聴きたい鴎などの番号を設

ンチをしてきたら①を押し、キックをして 定して①を押すと、演奏が始まる。CD-DA

きたら⑨を押すと防御ができる。 ではエンデインクでしか聴くことのでき忽

3X3EYES三只眼聾成
いCD音源の球団歌芯ど、 26の曲が聴け
る。Ps G では 26種の曲と効果音、

部屋をのぞける スキー場のログハウスへ行 AD PCMでは 17種の声と効果音を聴くこ

き、夜になったら大学生の部屋の前に行 とができる。また、一番下のつつつつに力一

く。まわりを見ているうちに「耳を澄ます」 ソルを合わせて① を押すと、隠しゲーム

という行動コマンドが出てくるので実行す 「TamaTama」をプレイすることができ

ると、今度は「のぞく」という行動コマンド る。乙のゲームは対戦専用で、 5人同時プレ

が出る。この「のぞく」を8回実行すると、 イが可能。①でポールを按げ、相手にぶつ

大学生の部屋をのぞける。 けて倒すのが目的。さらに、つつつつに力一

定吉七醤秀吉の黄金
ソルを合わせてセレクトを押し芯がら①を
押すと、いきなり工ンデイングを観ること

全.パスワード 各章ごとのパスワードは下の ができる。

表の通り。 カーソルが怒る モードセレクト画面で何もし

ザ・二ユージーランドストーリー
広いで待つと、カーソルのキャラが怒り始
める。

面白を突き~とす 風船を持った敵の下で、下を
ザ・ブロ野誠SUPER'94押しながら①を連打すると、敵は逆立ちし

1;s..がら風船から突き落とされてしまう。 隠しチームでプレイ ゲームモ ド選択画面で

ザ・プロ野球
エキジビシヨンマッチを選び、チーム選択
画面でセレク卜を押し花王がら①を押す。す

いきなりエンデイング ます、ペナントモード ると、オールセントラルチームでプレイで

の130試合を選び、チーム選択画面で大洋 きるように怠る。問機に、チーム選択画面で

ホエールズを選ぶ。そして、対戦力一ド画面 ランを押しながら①を押すと、オールパシ

で、右、左、右、左、右、左、右、左の順に フィックチームでプレイできる。
押してから、セレク卜、ラン、⑨を同時に サウンドセレクトとおまけ ゲームモード選択

押しながら①を押す。するといきなり工ン 画薗で工キジビションマッチを選び、チ
デイングが始まる。 ムは適当に選ぶ。そして球場選択画面で

フェンスを宣る 所沢球場と甲子園球場の外野 「つ」にカーソルをあわせて、ランを押し忽
フェンスは、上と⑨を押して登れる。この がら①を押す。するとサウンドセレクト画

妓を使ってホームランコースの打球もキャ 画が出現する。ここで「つつつつjというI員

ッチできる。 目を選13＼と、おまけゲームの「ソフトクリー

ザ・プロ野球SUPER
ムのゲーム」ができるようになる。

隠し磁場 球場選択画面の「つ」にカーソルを

サウンドルーム オープニングモードかvsモ 合わせ、右か左か下のどれかひとつとセレ
ードの球場選択画面で、セレク卜を押し芯 クトを押しながら①で、 3つの隠し球場を
がら①を押す。すると、サウンドルーム画 選べる。

2章 つなへけくひはぬふすきぬてあ｜まうおたっけけはつあ

3章 こなひけえひぬとえのけまlまたとえせせかをくけこませへ

4章 とあこけにきさみたすああえくおそみちふおおすふあねふとふさかかそ

5章 こおすのすさをえ也えをちたひはそちをちをねのひえとはち

6章 ねぬつまそののにふつけまみえくなせすほてさそしぜてまぬすし

7章 とぬにそそのあせちさくとほうね忽ぜすいなさてしすひまぬすたとぬ

8章 ちすうへさてきえさあねちてかたにへすlまひしつてのえかふちけへすふしけけ

40 



ザマーカーニバル’93ネクスザールスペシャル～ザンダープレード

エンデイングを見られる 好き芯チームを選択
した後、 サウンドセレクトのウル技を使
う。ここで、「つつつつjにカーソルを合わ
せ、セレクトと①を押す。すると、選んだ

チームが優勝したときの工ンデイングが始
まる。

ザマーカー＝パ＇＂＇・ 93ネクスザー
ルスペシャル
オプシヨンの機能がパワーアップ ゲーム起動

中に、セレク卜を押しながらランを押し続
ける。ボタンは「SummerCarnival' 93」
の表示が出るまで押し続けること。すると
オプションモードで、最大9機までプレイ
ヤー数が摺やせるように忽り、ゲームレベ
ルが 1つ追加される。さらに、クリアして
い芯いステ ジでも自由にステージセレク
トができるように芯る。

沙躍畳蛇
残尊重のストックをもらう ます、 2Pでゲーム

を始める。片方がゲームオーバーに忽った
ときに、ミスしたプレイヤーが①、③を岡
崎に押す。するとミスし芯かったプレイヤ
ーの残機が 1つ減る代わりに、ミスしたプ
レイヤーの自機が復活する。

デモで2Pの自機の操作ができる ますマルチ
タップにパッドを2つつなげて、タイトル
画面で 2Pにカーソルを合わせデモ画面ま
で待つ。デモが始まったら2Pパッドの①、
③を同時に押そう。すると、ロードブリテ
ィッシュ号が突然出現して、自由に操るこ
とができるようになる。

2徳間時に操作 マルチタップを接続して、
2Pでスター卜してから、 j＼＇.：.！ ドを1つに接
続し直すと、 2機同時に操作できる。

斬陽炎の時代
敵の有力大名が消える ます難易度を適当に決

め、どのシナリオでもいいから人数選択の
画面にする。そして、 ②、セレク卜、上を
同時に押そう。あとは適当に人数と大名を
選ぶ。するとプレイヤーが選ばなかった有
力大名がその領土から消えてしまう。

戦国自衛隊宣揚 ま昔、、 難易度を適当に決め、
シナリオ7若選13＼。そして、足利義輝以外
の大名を選13＼。ゲームが始まったら、武将調
略で足利義輝配下の足利義昭にカーソルを
合わせる。ここで下を押し広がら 1を押し
て調略するロ調略に成功すると足利義昭で

はなく、戦闘力15の戦国自衛隊という武将
を配下にできる。武将が調路できない場合
でも、何度も試せば必す配下にできる。

総資産矯殖j去 ゲーム中、情報収集にきっかり
198金を投資する。すると総資産が
10000金分も抱えてしまう。このウルテ
クは7本あるすべてのシナリオで何回でも
利用することができる。

三園恵E
隠しイベント「江東のこ彊J シナリオ 2の

孫策でプレイして、 196年 1月まで第36
国のiI江のみを領土にしておく。すると、朱
治が玉璽を質にして衰術から兵を借りるよ
うに勧めてくる。承知すると兵と軍馬が手
に入る。また、周耳誌が江東の二張と呼ばれる
2人を陣営に招くように勧めてくる。乙の
とき白う訪ねていくと、張昭と張紘が配下
に加わる。

隠しイベント「三顧の礼J シナリオ 3の劉
備でプレイして、 207年 1月まで第23国
の新野のみを領土にする。すると司馬徽が
訪ねてきて、臥竜と呼ばれる大賢人がいる
ことを教えてくれる。自ら訪ねていくと、そ
のときは留守で会えないが、 次の月に主主る
と再び訪ねるひというメ ッセージが現れ
る。このときも留守で、 3月にもう一度訪ね
るかというメッセージが現れる。このとき
に訪ねると、三顧の礼のイベントが起きて
諸葛亮を配下にできる。

間容をひと月で愚前線に配置 移動させたい武
将が敵国と隣接しているときに、計略の埋
伏で、武将を敵国に潜入させる。そして移動
させたい国の順番が回ってきたら、撤退を
選んでその武将を引き揚げさゼる。する
と、その武将は自動的に移動させたい国へ
行く。

.告画面 目システムカードでこのゲームを起
動すると、泣いている軍師の姿を見ること
かできる。

三国憲英傑天下に臨む

隠しオープニング オープニングが終わったあ
と、しばらく待つと登場する武将の違うオ
ブ二ングが始まる。

ザンダープレード
ステージセレクト タイトル画薗でランを押し

て、モード選択画面を出す。ζこで 1とセ
レクトを押し主主がら、方向キーの左下を押
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THE ATLASルネッサンスポイジ’ャー ～ 忍（SHINOBI)

す。すると1～4までのステージを、自由に
選ぶことができる。

カラーテストモード セレク卜とランを押し広
がら電源を入れると、力ラテストモ ド
に芯る。ここで①を押すと方眼紙面画に、
さらに① を押すと白黒テストモ ドにな
る。

し
THE ATLAS ルネッサンスポイ

ジャー
提督情報を変えうれる 提督情報画面の上に、

矢印を重ねると色が変わる部分がある。そ
こで決定ボタンを押すたびに、提督情報の
内容を変えることができる。変えられるの
は顔、姓名、年齢、プロフィール （l行目～
5行自）となっている。

高い船でスタート ます、ある程度時間の経過
した、高い船が手に入るセーブデータを用
意する。そして次に、ゲムを普通にスタ
トしてすぐにセ ブし、用意したデタを
ロード。そのあと船舶購入で高い船を選択
した状態でスタート直後のデータをロード
すると、時間が経つてないのに高い船を買
える。

CD電人ロカビリー天国
デバックモード タイトル画面で①、⑤、

上、右、下、左、上、セレクトの順に押す。
すると、デパッグモード商函が現れる。ここ
では、ステージセレク卜や、難易度の変更、
無敵の設定などができたり、ゲムオパ
ーや工ンデイングのビジュアルを見たり、
ゲム中の音楽や効果音を聴いたりするこ
とができる。

CDバトル光の勇者たち
サウンドテスト タイトル画面で、上とセレク

トと①と⑨を同時に押す。すると、 10種
類の由と 32種類の効果音が楽しめるサウ
ンドテストモード画面が現れる。上下で音
楽の種類、左右で曲の番号を設定したら、
①でスタート、 ⑨でストップする。

J.B.ハロルド績人倶楽部
ミュージックテスト ゲームをクリアして、

ENDの文字が出てBGMが終わったら、ラ
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ンを押す。すると 3曲の渋いジャズミュー
ジックが聴ける。

Jリーク．ダレイテストイレブン

同チーム対戦 モードセレク卜画面で 「エキジ
ピションJにカーソルをあわせて、右と⑤
を押しながらランを押す。すると、同 チー
ムに lP側も 2P側もカーソルがあわせら
れるように芯り、同チーム対戦ができるよ
うに芯る。

ジzノザイド
ステージセレクト ゲーム起動後の、メッセー

ジが流れているときに、左とランを押し続
ける。すると、画面が切り替わり、ステージ
1～20までのステ ジセレクトができる。
方向キーの上下で選択し、 ①で決定する。

地獄めぐり
最強コマンド タイトル画面で方向キーの左

下、 ①、⑨ ボタンを押しながらセレクト
ボタンを16回押して音が鳴れば成功。これ
で、最初からスペシャル珠の飛炎魔破が4
つストックでき、さらにゲームの難易度が
下がる。

ボーナス面 1面の御堂の下にある墓石を30
発以上攻撃すると、地下への入口が出現す
る。そこからお守りやアイテムがたくさん
ある隠し薗に行ける。

忍（SHINOBI)
1、2で忍術が使える タイトル画面で、セレ

クトボタンを押しながらランボタンを押
す。次にゲームを始めるときには、セレクト
ボタンで使えるはずの忍術が、 ①、⑨ ボ
タンを同時に押しても使える。

面セレクト ゲムスタ 卜後のミッションと
指令が出ている画面で、セレクトを押し続
けると、黒い画面になる。そこで、下の表か
ら自分の行きたい画面を選び、入力する。

＼＼  M I M. 2 M 3 M 4 

S: I 
普通l』

①をl回 ①をE回 ①を3回始める

s 2 ①をl回 8をl回
を1回

gをi回
をE回

gをl回
を3回

S.3 ①を1回 ①⑪ をE回
をl回

gをE回
をE回

gをE回
を3回

s:4 gを3回
を1回

8を3回
をE回

gを3回
を3固



シムアース～雀偵物語2宇宙探偵ディパン／出動編

サウンドテスト タイトル薗酉で忍者の顔が出
たう、セレクトボタンを連打すると、忍の文
字だけが残り、 MUSICMONITOR MODE 

になる。これでゲーム中の音楽を自由に聴
けるようになる。方向キの上下で曲を選
択して、 ① でスタ ト、 ⑥でス トップす
る。

コンテイニュー ゲームオーバーになり、
「GAMEOVER」と画面に出たら、 ①また
は②ボタンを連打。すると、ゲームが終わ
ったステージからコンティ二ュ できる。
ただし 5固まで。

25000点ボーナス 手裏剣を使わずにステ
ージをクリアすると、 20000点のボーナ
スがもらえる。さらに、手裏剣と忍j去を使わ
すにクリアすると 25000点のボーナスが
もらえる。

大顔面でハマる 2面ボスのマンダラ群を倒し
たら、しゃがみ歩きで大顔面のアゴの下に
入る。そのまま立ち上がるとしゃがんだま
まピョンヒョン跳ね続ける。

シムアース
ガイアくんいじめ ガイアくんの出ている画面

で、カーソルをガイアくんに合わせて①を
押すと、ガイアくんがいやがる。

ジム・パワー
全レベルパスワード パスワード入力画面で、

下の表の中から自分のスター卜したいレベ
ルのパスワードを選び、入力する。

邪聖剣ネクロマンザー
鎗てても取れる アイテムを鎗てた場合その場

を動かすに、すぐに 「さがす」のコマンドを
実行すると、捨てたアイテムを見つけるこ
とができる。

覚醒のことばで安上がり ／てーティのだれかが
死んで、生き返らせようとしてもお金がた
りないときは、ます、宿屋に泊まろう。苦し
て、覚醒のことばを聞いてからリセット
し、聞いたばかりの覚醒のことばを入力す
ると、お金をかけずに仲間を生き返らせる

レベル

レベルε
レベル3

レベル4

レベル5

パスワード

WELLDONE 

BRAVO.JIM 

SMARTBMB 

LAST ONE 

ことができる。
セルスで敵を出さない 戦闘中にセルスの魔法

を使うと、敵に戦いを放棄さttる効果があ
る。移動中にセルスを使うと、敵が出なくな
る。しかし、レベルの高い敵には効かない。

おもしろパスワード 「はどそんがつくたね
くろまんさわおもしろいたかはし
めいじんしまだめいじんがわだめい
じん」か、すべて「あJのパスワードを入

力すると、キャラのレベルが高い状態でプ
レイできる。

ジャッキーチエン
ステージセレクト タイトル画面で、上、下、

左、右、⑨の順に押し、鈴の音が鳴ったら
セレクトを押しながらランを押し続ける。
すると、ステージセレク卜画面になる。

急梅下 ジャンブ中に下を押すと、急降下する
ことができる。

すぐにスタート 電源を入れてすぐリセット
し、ランを押すとオープニングを飛ばして
ゲームが始まる。

4分割画面 タイトル画面で、上、セレクト、
①、⑨を押しながらランを押し、ジャッキ
ーが登場するまですべてのボタンを押し続
ける。掛け軸のよう広道中画面が出たよけれ
ば成功で、ゲームを続けると4分割画面に
是正るなどしてパグる。

シャドー・オブ・ザ・ピースト魔

性の提
無面白になる 主人公が走っているタイトル画面

で、⑨、 ①、①、⑨と入力すると、画面
左上の数字が99に芯り、ゲームを始めると
無敵になっている。

雀神伝説

愚初からアイテムあり セブデータがある場
合に、タイトル画面で「VSMODEJを選
び、敵キャラ選択画面でキャンセルしてタ
イトル画面に戻す。そして「NEWGAME」
でゲームを始めると、セーブデータ中にあ
るアイテムを持ったまま最初かう始められ
る。

雀偵物語2宇宙探偵ディパン／出

動編
対戦相手の牌が見える 対戦相手との麻雀シー

ンになったら、ツミコミ技の設定を適当に
決め、一樹支の選択が終わったあと、セレク
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雀偵物語3セイパーエンジ、エル～シンドパッド地底の大魔宮

トを押し続ける。すると相手の牌が丸見え
に主主る。

雀偵物語3セイHーエンジ:cJll
ステージセレク卜 左上と①を押し広がら、

ランを押し続けてゲームを起動する。する
と、タイトル画面にストーリーモードの項
目が6つ追加され、好きtr-ステージからゲ
ームをスター卜できるようになる。このウ
ルテクで、エンデイングやスタッフロール
を見ることもできる。

相手の牌が見える 技セレクト画面のときに、
①か⑨を押したあと、すぐに右とセレク 卜
と①と⑨を押し続ける。すると、相手の牌
が丸見えになる。この技は、ゲーム中何回で
も使うことができる。

麻雀をせすに勝負が決まる サイコロシーン、
妓セレクトシーン、麻雀シーンのいす、れか
で、ランを押しながら①を押す。すると、
セーブ画面に切り替わる。ことで、セーブす
ると麻雀に勝ったことになっている。同僚
に、ランを押しながら⑨を押すと、麻雀に
負けたときのビジュアルが現れ、負けたこ
とになる。

ビジュアルシーンでポーズ ビジュアルシーン
の好き主主ところでセレクトを押す。する
と、押しているあいだ、そのシーンにポーズ
がかかる。

上海Eドラコンズアイ
トーナメントモードで HELP ノ マルモ

ドからトーナメントモードに切り替わるあ
いだの、画面が真っ暗なときに、よとセレク
トと①と⑨を同時に4回押してランを押
す。すると、通常トーナメントモードでは使
えないHELPを使える。

獣王記（Hu)
ポスが変身しない どの面のボスでもいいか

う、ザコキャラを 1匹だけ残し、ボスのい
る場所へ行く。ザコキャラが画面上にいる
間は、ボスが変身しない。

2人同時に動かす マルチタップを銭続して
2Pでスタートしてから、パッドをひとつに
媛続し直すと、 2人を同時に操作できる。

将槙初段一直線
きびだんごコマンド きびだんごを集めると

「さるにきく」、「まった」芯どのコマンドが
使えるようになる。
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会話を飛ばす 会話やストーリーの説明のとき
に、ランを押すと飛ばせる。

死霊戦線
アイテムが使えない ゲームを進ませて、自キ

ャラのアイテム欄がいっぱいになっている
ときに、詮かかうアイテムをもらおう。する
と、アイテムが全部なくなり、武器まで使え
tr-く主主ってしまう。

経験値がOに このゲームでの経験値の上限
は9999だ。敵を倒して、これを越えてし
まうと表示がおかしく芯る。さらに、PF値
もOにZよってしまい、敵に触れただけで、
ゲームオーjfーに芯る。

『あ」でピックリ パスワ ド入力画面で
「あjを53文字目まで入力し、 54文字自
を「リと入力すると、か左より強力主主キャラ
で遊べる。

MF値を回復する アイテムストックを0にし
て、カーソルを 「ITEM」に合わせて①を2
回押すと、 MF値が回復する。

ナイフを出し続ける ナイフを装備してバトル
モードで⑨を押し続けると、ナイフが出し
っぱ芯しに怒り、戦いやすくなる。

陸でポート ボートに乗ったう、 1歩すっ動力、
して陸地に向かうと、ボートで陸地を移動
できる。ただい建物に入るとボートに乗れ
主主く主主る。

しゃがんでスケート バトルモードでな広め下
を押しながら①を押すと、自キャラが画面
の端から端へ何度もすべり続ける。敵が残
っている場合は見え是正い敵にやられる。

シルフィア
ステージセレクト タイトル画面でオプション

を選び、コンフィグレーション画面になっ
たら上、上、下、下、 左、右、左、右、①、
⑨の順に押す。すると、ステージセレクト
画面が現れる。これで全8ステージを自由
に選ぶことができる。

シンドパッド地底の大魔宮
憲強パスワード メーカー名のアイジーエス

(IGS）を60文字分入力すると、 HP200か
う始まり、い芯いはすのシ工ラーザドやケ
ルビムもいる状態でゲームが始められる。

アイテムが纏える パーティのうち2人を気
絶させ、気絶している人b、らもう 1人の気
絶している人にアイテムを渡そう。する
と、渡そうとしたアイテムが2つに芯る。



真・女神転生～スーHーシユヴァJI.Iツシjレ卜2

治てても姶える アイテムがいっぱいのとき、
伺かアイテムを鎗ててから、捨てた場所に
行って探すと、捨てたアイテムが手に入

る。
無限アイテム 骸骨やツボの宝を取ったあとに

パスワードを取り、いったんゲームをやめ
て、パスワードで再スター卜する。すると、
前に取った宝が復活している。これを繰り
返ぜぱ、無限にアイテムが取れる。

アイテムの説明 好き芯アイテムにカーソルを
合わせてセレク卜を押すと、そのアイテム
の効果の説明が見られる。

アリパパの宿屋 宿屋に泊まった翌日、宿屋の
入口にアリパパがいるうちに振り返って話
しかけると、アりパパが宿屋の主人と同じ
ことを話す。

真・女神転生
悪魔の合体後がわかる 仲魔が2体以上に主主

ったら邪教の館へ行き、 2身合体力、3身合
体を選13＼。2身合体なら 1体目、 3身合体
なら2体自の悪魔にカーソルをあわせる。
そしてセレク 卜と右を押しながら①を押す
と合体後の悪魔名が、セレク卜と左を押し
ながら①を押すと種族名が表示される。

アタックナイフで大金持ち ます、主主んでもい
いのでアイテムを購入しておく。そして店
で「うるJにカーソルをあわせて、 ①を押
し続ける。アイテム名が出たら、 ①を押し
たまま⑨を押す。すると、持っていないは
ずのアタックナイフを買い取ってもらえ
る。2回目からは「ほかになにかひきと
ろうかつ」のメッセージで、「はいJに力一
ソルをあわせ、 ① を押したまま③を押す
だけで売り続けられる。

在庫にtcI,いものを買える 店で「かうjに力一
ソルをあわせて①を押し続ける。商晶名が
出たら、 ① を押したまま⑨を押す。する
と、通常その店では売られてい広いアイテ
ムを購入することができるように忽る。こ
のウルテクで購入できるアイテムは、店に
よって変わる。

す
SUPERアルパトロス
ビジュアルデバッガー タイトル画面で①、
③、セレクトボタンをすべて押しながらラ

ンボタンを押すと、「VISUALDEBUGGE 

刊になり、すべての画面が見られる。
優子がキャディに ます、トレーニングモード

を選ぶ。次にコースを選び、その後にキャデ
ィが選べるが、このときに⑤ボタンで何回
もキャンセルすると、 『ヴァリスjの優子が
現れる。

女の子がキャディに メニュー画面でセレク
ト、ランボタンを押し芯がら①、⑤ボタン
を押すと、女の子がキャディになる。

必す優子がキャディに メニュー画面でセレク
卜、ランを押し砿がら、⑨を押すと、必ず
『ヴァリスjに出てくる優子をキャデイに選
べる。

変なキャラでプレイ メニュー画面でセレク
卜、ランを押し主主がう①を押す。さらに、
①を押してプレイヤー登録画面にすると、
いつも出てくるのとは違ったキャラが選べ
る。

セリフが入れ笛わる キャディーを優子にして
キャンセルすると、優子とパイザーをかぶ
った黒髪のキヤディのセリフが入れ替わ
る。

スーパーシユヴァルツシルト
スタッフ紹介 ますゲームをスター卜させよ

う。そして、画面に「KOGADOJのロゴマ
ークが出たときに、 ①、⑨、セレクトを同
時に押し続けよう。すると、猫を抱いた女の
子と、スタッフリストの画面が現れる。ま
た、エンデイングの口ゴマークで同じコマ
ンドを入力すると、別パ ジョンのスタッ
フ紹介画面が出てくる。

スーパーシユヴァルツシルト2
サブシナリオ タイトル画面でコンテイニュー

にカーソルを合わせ、右上と⑨を同時に押
し続ける。すると、通常のコンテイニュー画
面に「おまけ Jという項目が追加される。
これを選ぶと、星暦がパグっている「まんな
か」と、 4陣営による模凝戦闘の「演習J、
オープニングを再現した「緒戦」の3本の
サブシナリオがプレイできる。

起動後の隠し爾面 ゲーム起動後、メーカの
口ゴが消えるまで、セレクトと①と⑥を押
し続ける。すると、隠し薗薗が現れる。 さら
にボタンを押し続けると、旧システムカー
ドを使ったときの画面が現れる。

エンディング後の隠し画面 ゲームをクリアし
たらエンデイングを最後まで見て、メーカ
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スーパースターソルジャー～スーH-Jtレーボール

ーのロゴが表示されたう、セレクトと①と
⑥を押す。すると隠し画面が現れる。

ステルス戦艦攻撃法 昧方の戦艦の移動可能範
囲内に、移動できない場所があったら、そこ
にステルス戦艦がいる。そこをねらって攻
撃すれば、レーダーが開発されてい忽くて
も、ステルス戦艦を攻撃できる。

スーJEースターソルジヤー
サウンドテスト まず、タイトル画面のとき

に、方向キーの左、⑨、上、 ⑨、石、⑨、
下、 ⑨、左、 ①、上、 ①、右、 ①、下、 ①
ボタンを押す。次に①、⑨ボタンを同時に
8回、セレクト、 ①ボタンを同時に8回押
すと、サウンドテストとゲ ムレベルの画
面になる。これで、 56曲のサウンドが聴け
て、 4段階の難易度設定もできるようにな
っている。

8万点ボーナス 2分、 5分モードで、4つの
部分が合体する「ラザ口」という敵の中に入
り込んで倒すと8万点、のボーナスが入る。
また、地上の横に2つ並んだ大きな目玉「テ
ライラ」を2つ同時に倒すと、 8万点のボ
ーナスが入る。

スーパー大戦略
エンディングが見られる ゲームが始まってす

ぐのマップ画面で、コマンドを全軍とも
「USERJを選び、「決問とする。乙れをす
かさず繰り返すと、エンデイングが見られ
る。

127のユニット紹介モード タイトル画面で
ランボタンを押すと、オープニングのコマ
ンドの画面に芯る。ことでカーソルを開始
に合わせて、方向キーの右、セレク卜、ラ
ン、⑨ボタンを押し芯がら①ボタンを押
すと、ユニット紹介モードが始まる。ユニッ
トの見方は⑨ボタンで番号を進めて、①ボ
タンで決定する。

未来の兵器を生産 生産タイプをへイセイ 2
ネンにして、方向キーの左、セレクトボタン
を押し広がら①ボタンを押すと、 未来の兵
器を生産できる「FutureJになる。

2ヵ国連合軍 ます、初期設定と遣う生産タイ
プを選んでスタ 卜する。次に、ユニットを
生産してゲームをセーブしてリセットし、
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「続き」を選択してロードする。ここで 「生
産Jにカーソルを合わせて 1を押すと、す
べての国の生産タイプが初期設定状態に芯
る。これでゲームを再開すると、前の生産ユ

ニットを合わせた2力国連合軍を作れるc

スーパーダライアス
ランク設定できる タイトル画面でセレクf

タンを押し芯がら、ランボタンを押す。ご
でゲームのランクをイージー、ノーマル、
ード、プロフ工ツショナルの中から選ぶ
とができるようになる。

ボスキャラのみと戦う との妓にはマルチタロ
ブと2つのパット：b＇必要。マルチタップの
1番目と2番目に、それぞれパッドをつ芯
ぎ、 2番目側のパッドの方向キーの上、
①、ランボタン、 1番目倶ljのパッドの下、セ
レクトボタンをすべて押しながら l番目側
のランボタンを押す。これでA～Zソーンの
ボスキャラだけが次々と登場するように怠
る。

ボスが弱くなる 度ゲームオーj¥-1こ左よって
からリセットしたりせすにゲームを再び始
めると、ボスの耐久力が下がっている。

カプセル郷尋 カプセルが出るi也形に衝突し芯
い程度に自機を重ねると、カプセルを取れ
る。

スーパータライアスE
スローモーション機能 コンフィグレーション

画面で rJOYPADAUTO REPEAT」を
ONに設定する。そしてゲムを始めたらポ
ーズをかけて、 ① か① を押し続ける。す
ると、 ① か⑨ を押しているあいだは、三
口ーモーションでプレイできる。

ゾーンセレクトと自機数無限 コンフィグレー
ション画面で 「SILVERHAWKLEFT Jに
カ ソルをあわせ、右を 15回押す。次に
「PLAYERJにカーソルをあわせ、右を15
回押す。すると、ゲームを始めるときに、プ
レイしたいゾーンを自由に選べるようにな
る。さらに、自機数がミスをしても減ら芯く
忽る。

スーJ~－I tレーポール
フラッシュスパイク ますが、敵のサーブを、方

向キーの上を押しながら①、⑥ボタンを同
時に押してレシ ブする。次にそのボール
を、下を押しながら①、⑨ボタンを押して
トスを上げる。この 連の操作を行った
後、スパイクを打つ選手が光れば成功。この
スパイクは、レシーブした相手を必すふっ
とばす磁壕力を持つ。

いなすまサーブ ます、自分のチームがサーブ



スーパーメタルクラッシャー～ SUPER桃太郎電鉄

のときに、方向キーの上、 ①、⑨ ボタン
を同時に押してボールを上げる。；欠にその
ボールを、下、 ①、⑨ボタンを同時に押
して打つと、相手コ トにいた正すまのよう
に落ちるサーブに芯る。
タッフ紹介画面 設定薗面にして、サウンド
6ストの表示の下の黒いところにカーソル
を合わせ、方向キの右、セレクト、 ①、
． ボタンを同時に押すと、このゲームを作
ったスタッフの名前が見うれる。

ブルースカイサーブ ます、サーブのときに、
方向キーの上、 ①、⑨ボタンを同時に押
してボールを上げる。次にそのボールを打
っときも同じ操作で行うと、ポールが天井
を突き抜けるようなサ ブになる。

サーブをミスる コンピュータとの対戦で、コ
ンビュータチームにサーブ権が移ったら、
サーブ開始のホイッスルが鳴ると同時にセ
レクトを押す。するとサ ブを打つ選手
が、必すサーブをミスする。

空娠り時間差攻撃 時間差攻撃をするときに、
下、 ①、⑨を同時に押して、レシーブと
トスをしてみよう。すると、おとりが打つふ
りをする空振り時間差攻撃ができる。

真っ暗になら1J.い 普通、ポーズをかけると画
面が真っ暗になる。しかし、 5人用マルチタ
ップの5番目のコネクタにパッドを付けて
ポ ズをかけると、画面が真っ暗に芯らず
にポーズがかかる。

こらまれる 自チムのサブのときに、ワザ
とサーブをミスしよう。すると、チームメイ
トがサ ブに失敗した選手をにらむ。

3被ブロック 相手のスパイクを防ぐとき、普
通だと 2枚ブロックしかできないが、ブロ
ックする際に③を連打すると、 3枚ブロッ
クができる。

音楽が消える 得点したときやセット終了時に
ポーズをかけて解除すると、音楽が消え
る。ただし、ホイッスル｜ま鳴る。

スーパーメタルクラッシャー
能力ポイント置高 パスワード入力画面で、パ

スワードの最後の2文字を E6にして入力
すると、自機の能力ポイントがすべて最高
値になる。

ロボットを操作 試合開始前の選択画面で
「START」にカーソルを合わせ、左を押し
広がら①を押すと自分のロボットを操作で
きるように芯る。ロボットの操作法は、方向
キーで移動、 ①で攻撃、⑥でバリア。

モードが繕える 11台に勝ち抜いたパスワ
ドを入力すると、 2対2の「SUPER 
BATTLE MODEJと「2×2PRACTICE 
MODE」の2つのモードが増える。

SUPER桃太郎電鉄
モモタロウ美術室S音楽室 ます、プレイヤー

登録でプレイヤー3人、コンピュータなし
にする。次に 1人目の名前を「モモタ口」、
2人目を「びじゅつj、3人目を「しつ」に
すると美術室が始まり、 1人目と 3人目の
名前を同じにして、 2人目を「おんがく」に
すると音楽室が始まる。

温泉に行ける デビルカードを売り払ったり、
クレジット力一ドを使って衝動買いなどを
行い、借金を100億にすると、温泉に行け
る。

モモタロウ図書室 人間3人とコンピュータ
なしを選び、名前入力の時、 1人目を「モモ
タロ」にして、 2人目の名前を「としょj、
3人目を「しつ」とする。これらでゲームを
始めると、セりフだけの表示が出て、このゲ
ームに登場するすべての文字が見られるよ
うに芯る。

スタッフロールが見られる ます、 15年間以
上でゲームを始める。ゲームが終了して結
果が表示されるエンデイングのようなもの
が始まったら、そこで⑨ボタンを押すと、
スタッフロールが見られる。

カーソルが速く動く サイコロをふるとき 「へ
ルプ」を選んで、「ちいきデータ」にする。
ζのとき方向キーでマップを見ることがで
きるが、マップを見るときに①か⑨を押し
ながら方向キーを動かすと、力 ソルが速
く動く。

字体を変えよう 月の変わる画面になるとき
に、 ①、⑤、セレク卜をすっと押したまま
にすると、丸い字体になる。元に戻すとき
は、同じコマンドをもう一度やろう。

野球がすぐに終わる ある都市に止まると、ブ
口野球球団を貰うととができる。球団を持
っていると、毎年10月に日本シりーズがで
きる。日本シリーズでは、 1イニングごとに
①で点数を止め、それを9回繰り返す。そ
のときに①を押すと、すぐに試合が終わり
結果が表示される。

パンツを売るつもり 力一ド売り場で、カード
を1枚も持たない状態でカードを売ろうと
する。すると 「カードのかわりにあなたが今
はいているパンツを売るつもりじゃないで
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SUPER桃太郎電鉄E～スーパーリアル麻雀PIVカスタム

しょうね」といわれてしまう。
テレホンカードを没収される ますテレホン力

ードを手に入れ、この力一ドを使う。すると
「物件を買うか」と聞いてくるので 「いい
えJを選ぶ。すると仙人が出てきて、 「ゲー
ムのテンポをさまたげるやっちゃ芯」と説
教し、テレホンカードを没収してしまう。

貧乏神をつけ忽い 貧乏神がとりついているブ
レイヤーの上を何度も行ったり来たりして
通り過ぎると、貧乏神をつけずに通過でき
る。

SUPER桃太部電鉄E
美術室S音楽室 ます、 「いつもの」を選び、

ゲム参加人数を 「ふたり」にする。そし
て、名前の入力画面で 1人目の名前を 「び
じゅつ」と入力し、 2人目を 「しつJと入力
すると美術室になる。同様に名前入力画面
で、 1人目を 「おんがく」、2人目を 「しつ」
と入力すると音楽室になる。

女風呂を見る ゲーム中に、北海道のニセコの
下の温泉を、地域データのカーソルで調べ
るだけ。すると、女の子のあられもない姿が
見られる。

簡単にスタッフロールが見られる ます「いつ
もの」を選んでプレイヤーの人数を 「ふた
りJにする。そしてプレイヤーの名前を 「す
たつふ」と 「ろーる」にしてゲームを始めれ
ば簡単に見られる。

16.ぞの役職「ドゥーリ 「いつもの」を選びゲ
ムを始める。そして、名前の入力画面で

「えのつぴ」と入力する。すると普段芯ら
「社長」の役職が、 「ドゥーリという役職に
忽る。

組高速モード ゲーム中、ランを押しながら
①と⑨を同時に押すと「ほんきモード」よ
りさらに速いモードで遊べる。もう 1度同
じコマンドを入力すると、元の速さに戻
る。

SUPER雷電

ステージセレクト タイトル画面で①、⑨、
セレクト、上、右、下、左、左、下、右、セ
レクト、 ①、①、上、ランの順に押す。す
ると、画面が切り醤わってステージセレク
トの表示が現れる。ステージ数は ① で増
え、⑨で減るので、全 10ステージの中か
ら好き芯ステージを選んで、ゲ ムをスタ
ー卜することが可能に芯る。

クレジット噌加 コンティ二ュ画面で①、
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⑨、セレクトを同時に押す。するとクレジッ
ト数が通常の3かう9に摺加する。

クレジット増加その2 コンテイニュー画面で
①と⑨を同時に押す。するとクレジット数
が通常の3かう 6に僧加する。

いきなりアイテム コンテイニュー画面で力ウ
ントが0に芯ったときにランを押して温ー
ムを始めると、最初からアイテムがいぐっ
か出現している。

スーパーリアル麻雀PD•m カス

タム
直前から始まる p EかPEモードにアーケ

ードランクでゲームを始める。そして、負け
たときにコンテイニューをぜす、一度それ
ぞれのタイトル画面に戻す。そして PEモ
ード忽ら、左、右、左、右、 ⑨、①、上、
上、下、下、左、右、 ①、①、⑨ の順に
押す。同じく PEモードなら、 ⑨、①、
①、右、左、下、下、上、上、 ①、⑨、右、
左、右、左の順に押す。すると、それぞれ負
けるまでに脱がしていた状態で、ゲームを
再スター卜できる。

ミニドラマ パックアップがほかのゲームのテ”
ータでいっぱいの状態で、このゲームを起
動するとミニドラマが始まる。

スーパーリアル麻雀 PlVカスタ

ム
スタッフロール ゲームを起動させたらすぐ

に、下とセレクトと①と⑨を押し続ける。
すると、スタッフロールが始まる。

隠れキャラと勝負 モードセレク卜画面でフリ
一対局モードlこカーソルをあわせ、上と①
と⑨を同時に押しながらランを押す。ここ
でカーソルがアーケードモードに行けば成
功で、画面が切り替わるまでラン以外を押
し続ける。すると麻雀が始まって、こちらが
1回あがるたびに、隠れキャラの未来、香
澄、ショウ子のうちの 1人が登場して脱い
でいく。これは、 1回でも相手にあがられる
とゲームオーバーに芯りコンティ二ュ で
きない。

ピジ‘ユアルシーンだけを見る タイトル画面で
①を12回押してから②を7回押し、右上
を押しながらセレク卜を46回押す。すると
コンティ二ユ 画面になり、セレクトを押
すたびにビジュアルシーンが流れる。（ζの
ウルテクは、初期出荷のソフトでしかでき
ません）。



スーパーリアル麻雀PVカスタム～凄ノ王伝説

パスワード 効果

もおあおのめあああふぐなく 霞初かう瓜生、雪代が仲間に

もおあおのもおああ1まじなく 隠しキャラのみどう、ごうだが仲間に

もおあおるぎへああとをなく 飛行機2絡が仲間に

も怠あおだがだああみだはく ホパークラフトとタグボートが仲間に

も育おあおけ がへああねゆ忽 く 9J.）羊船2隻が仲間に

もおあおるぎへあびしだいき どこにでもテレポートできる

もおあおだ うむああぬをだきへゆちのちえ 変なアイテムを持っている

患後の文字だけ「うj、あとは全部 fぁJと入力 朱紗が3人で始まる

※E x P、GOL 口、しょくりょう、て忽げだん、くすりは宣言後のパスワードのみすべてOに、
その他はそれぞれ65535、65535、255、15、15と入力。

スーパーリアル麻雀PVカスタム
牌を自由に変えられる タイトル画面でセレク

トを押し、成績画面にする。そして、上、
下、左‘右、上、下、左、右、 ①、①、ラ
ンの順に押し、ゲームを始めると、対局中に
方向キーの左右で変えたい牌を選ぴ、上下
で牌の種類を変えられる。さらに相手の鎗
て牌も変えることができる。

進めた濁所から再開 ゲームを起動させた直後
に出るゲームの注意画面で、文章が3行表
示されたら左と⑨を押し続ける。すると、
これまでに一番ゲームを進めていたところ
から再開できる。

背景が白黒に ゲームを起動させた直後に出る
ゲームの注意画面で、文章が3行表示され
たら右と⑤を押し続ける。すると、ビジュ
アルシーンの背景が白黒に主主る。

隠しグラフィック 牌を自由に変えられるウル
テクを使い、みづきとの対戦で、すべての対
局を5倍役満であがっていく。すると、 5回
目に勝ったときに自分の点数が 90万点を
超えて6回目の対局が始まる。それに勝て
ば隠しグラフィックが見られる。あとは90
万点を維持してゲームを進めれば良い。

ビジュアルテスト ゲーム起動時に表示される
「との商品は～Jという文章が、 3行表示さ
れるのを待つ。そして、文字が消えないうち
に、上、下、左、右、 ⑨、⑨、① のJI慎に
ボタンを押す。成功すると、音が鳴ってヒ、ジ
ユアルテスト画面になる。方向キーの上下
で、見たいビジュアルの数字を選び、ランで
決定すると、それに対応したグラフィック

が見うれる。

凄ノ王伝説
いき怒り軍強パーティ エンデイングが終わっ

てからランを押すと美剣老人が現れて、 E
XP65535、GOLD65535、食料255、
手投弾15、薬15、「もおあおだ らむああ
なだ芯 くJとパスワードを教えてくれ
る。とれをコンテイニュー画面で入力する
と、全員アーマードスーツを着用して、美貴1IJ

干草と美剣 12神の 1人八イタが仲間にな
る。

戦闘をスムーズに まず、セレクトを押して、
メッセージ速度を1にし、 HP表示を左にし
てからセレクトと⑥を押す。すると「j【ト
ルメッセージ」が出る。このコマンドから
「表示しない」を選ぶと、メッセ ジが消え
て戦闘がスムーズになる。

ひまつぶしのゲーム ます、「海の凄ノ王」を
倍jし、南のみなと町の家の中にいる少年に
Huカードをもらう。そして、 Huカードを
持って、宿屋へ行きひまつぶしをすると、
『キャノンボールjというゲームができる。
お金を払わ芯いととのゲームはできない
が、勝ち進むと賞金がもらえる。

飛行織で旅をする 魔獣の沼までは、飛行機で
旅をするζとができる。そして、魔獣の沼で
目的を果たすと飛行機に乗れ芯く怠る。し
かし、魔獣の沼を抜け出したときに、その場
かう飛行機にテレポ 卜すれば、飛行機で
の旅が続けられる。

特殊1J.パスワード 上に示した表のパスワード
を入力して始めると、特殊忽状態でゲーム
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スタートリング・才デッセイ～ストリートファイタ－IIダッシュ

が始まる。
磁力t消える マップ上で主人公たちの近くに敵

がい芯いとき、キャンプをするとマップ上
の敵が消えてしまう。ただし、夜は失敗する
こともある。

スタートリング・オデッセイ
ビジュアル見学 エンディングが終わったあと

に、なにかボタンを押す。すると、ゲーム中

に流れるビジュアルを続けて見ることがで
きる。

巌強の武器・防具 魔界にある、生物兵器廃棄
場という 2つの洞くつへ行く。これらの洞
くつには、それぞれガイアゴッズとバイオ
ドラゴンというモンスターがいて、ガイア
ゴッズを倒すと最強の武器の「アポカリフ
スJが入手でき、バイオドラゴンを倒すと最
強の防具の「聖忽る劃を入手することがで
きる。

高速移動 ゲーム中にランを押すと、通常、高
速と押すたびに移動速度を切り替えられ
る。

嘗告画面 旧システムカードでこのゲームを起
動すると、「わしの勘」で注意される。

スタートリング・オデッセイE魔

竜戦争
ピシ‘ュアルセレクト ゲームを起動させてRay

Forceのロゴが出ているあいだ｜こ、上、下、
上、下、 ①、①、⑨、右、友、ランの順に
押す。すると、ビジュアルセレクトモードに
なる。

嘗告画面を見られる パジョン 3.0以上の
システムカードかDUOで、起動画薗でラン
を押したうすぐに上とセレクトと①と①を
同時に押し続ける。すると、パージョンが違
うと笹告される。

STARパロジャー
1函ボスのサービス ます、ノーマルモードで

ゲムを始める。そして、 1酉のボスのとこ
ろまで行く前に、ボムの数を 1個にしてお
き、ボスと出会ったら、使いきってしまう。
そのあとにボスが撃ってくる 1発目のミサ
イルカプセルを壊すと、敵弾の代わりに
l upアイテムが3つ出現する。

「超～すげえぜjモード ます始めに、 OP-

TION蘭面で、 SOUNDをOAに合わせる。
それから、難易度セレク卜をすると、「すげ
えぜJの次に、「超～すげえぜ」の表示が現
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れる。
1000点ボーナスがたくさん 3面のボスに
ボンパーで4回ダメージを与える。する
と、ボスの弾が 1000点ボーナスの金色の
玉に変わる。だが、時闘がたつと元に戻って
しまう。

極太レーザー装備 ボン｝＼ーを使いきった状態
で、スカを連続して10個取る。すると、通
常は装備でき芯い、極太のレーザーが袋備
できる。

ボーナスステージ 7画のボスの両腕を磁壊し
たら、しばらく攻撃をよけていよう。すると
ボスの腹部から、ボーナスステージと、英語
で書かれた文字が出てくる。これを取って
からボスを倒すと、ボーナスステージに行
ける。

8方向ショッ卜装備 ある程度目機をパワーア
ツプしておいてから、持っているボンパー
を全部使い切ってしまう。そして、 1000
点ボーナスの金色の玉を、連続して30個取
ろう。すると、自機が強力芯8方向ショッ
トを撃てるように忽る。

スタープレイ力一
アニメセレクト ゲームを起動させ、 RayFo

rceのロゴが表示されたら、 上、 ①、下、
③、右、左、ランのJI［買にすばやく押す。する
と、アニメセレクト画面が出現する。

ストリートファイターEダッシユ
デモ画面でパグる ます、マルチタップを付け

て、 3PIこパッドをつ芯いでおき、デモ画面
で戦いが始まるのを待つ。そして、タイムが
85～60のときに 3P/Uノドのランを押し
て、デモ画面にポーズをかける。ポーズを解
除してみると、画面や音声がパグって、ベガ
がタルシムや春麗の声で戦ったり、画面上
に光線のようなものが現れたり、キャラの
体にモザイクのよう芯ものがかかったりす
る。

1人で対戦プレイ ます、スローの機能がつい
たパッ ドを用意して、 本体につないでお
く。次に、電源を入れたらすぐスローをか
け、タイトル画面になったら解除する。する
と、キャラ選択画面で、2人同時に選べるよ
うに芯る。ゲムを始めてみると、ひとつの
jてッ ドで2人とも操作できる。

簡単必殺銭 ノーマルパッドで、ランと①と
⑥を押しながらセレクトを連打すると、ザ
ンギ工フのダブルラリアッ卜を簡単に出せ



SNATCHER～SNATCHER Pilot Disk 

ビデオファン番号一覧

調べかた

力 人名検索でコジマヒデオ
ウ

人名検索でヨシオカサトシデ
イ 人名倹索でイノウエシンヤで
調 人名検索でシノハラケンジ
べ
る 人名倹索でマッハナヨシカズ

ジャン力ーの本部データを調べる

ま日る条件

アルタミラのスクリーンを見る
そ アルタミラ前でティッシユをもらう

クイズ02をクリアする

イザベラにしつこく醤号を聞く

の E吉岡さんにビデオフォンをかける

イワン家のそばにいるフυーマンと話す

早娠さんに何度もビデオフォンをかける

｛也

る。 Mパイソンのターンパンチもタメは必
要だが簡単に出せる。

BGMが消える マルチタップを接続して、デ
モ画面で3Pパッドのランを押し、 lPl¥ツ
ドか2PJてッ ドのランを押す。この後ゲーム
をスター卜すると BGMが流れない。

空飛ぶザンギエフ 量初のボーナスステージ
で、ザンギエフで車の上に立ち、ダブルラリ
アットを出して織に移動すると、ダブルラ
リアッ 卜中は空中に浮いている。

2人で逃避行 ダメージをくらって吹っ飛んだ
ダルシムに、春麗の鷹爪脚を連続で当てる
と、 2人とも上昇して画面外まで行ってし
まう。

ガード不可必殺筏 プラン力で相手に密着して
ロ リングアタックを出すと、相手はガー
ドできずにくらってしまう。

キーコンフィクに ゲーム中、飛行機で移動す
る画面でセレクトを押すと、キーコンフィ
グ画面になる。

SNATCHER 
ガウディの活用法 ガウディの人名検索で、マ

二ユアルに書いてあるゲームのスタッフの

醤号 内 宅自三宮

77-7605 力ンチとリカの会話

25-0717 吉岡さんとべんてんの会話

96-7715 井上さんの奥さんの不満話

77-5014 新車に関する話

58-2809 交通事政の話

256-128 スナッチャー110醤

醤号 内 ・f可~

30-1234 コナミの早頒さんにか力、る

55-6666 クイズ02が楽しめる

0990-932510 !J.102が楽しめる

39-6004 リカちゃん電話にかかる

54-8418 ヒロモト森情報が聞ける

30 2510 老人を助ける話力、聞ける

078 DOD〔l573 コナミの情報力、聞ける

110 霊祭にかかる

119 消防局にかかる

177 天気予報

名前を入力すると、いろいろ情報が聞け
る。

サウンドテスト マルチタップを付けて、 lP
と2P／こパッドをつないでおく。そして、
lPパッドの上と 2Pパッドの下 （逆でも
可） を押しながら、ゲームを起動する。する
と、 サウンドテスト画面が現れる。左右で各
項目の番号を設定して、 ①を押すとスター
トする。ただし、 ADLOAD-NOは、 先に
TABLE-NO (lと2力tACTl、3と4力t

ACT2、5と6がACT3）を設定して①を
押し、そのあと番号を設定して①を押すこ
とで、各ACTの声が聴けるようになる。

おまけビデオフォン番号 上に示した表の番号
にビデオフ才ンをかけると、ゲ ムスタッ
フの話など、いろいろな情報を聞くことが
できる。

SNATCHER Pilot Disk 
秘密データSグラフイツク 「設定集」内の 「キ

ャラクター」の項目を選ぶとき、「力トリー
ヌ」を度選んだあとでもう一度選ぶと、 l
回目にはなかったスリーサイズのデータが
現れる。同様に、「イザベラ」を一度選んだ
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スパイラルウェーブ～スプリガンmark2リ・テラフォーム・プロジ、エクト

あとでもう一度選ぶと、新しく彼女の水着
姿のグラフィックが登場するように芯って
いる。

隠れセリフで遊lまう ソフト内に収められてい
る「早坂のCDルーム」で、会話中に⑨を
押しながら方向キーの上下左右を押すと、
いろいろな隠れセリフを聞くことができ
る。上を押すと「何のことですっ」、下を押
すと「わかってますj、左を押すと「な～ま
たそんな～」、右を押すと 「なるほど」とそれ
ぞれセリフが入る。

スパイラルウエーフ‘
コマンドいろいろ タイトル画面で；欠の各コマ

ンドを入力すると、 5つのウルテクが楽し
める。①、⑨、 ①、⑨、ランの順に押す
と、 BGMや効果音を聴くことができる。
上、上、下、下、左、右、左、右、 ⑨、①、
⑨、①、ランのJI債に押すと、好き1;J,シユー
テイングステージを選ぶことができる。
①、⑨、上、下、左、右、 ①、ランのJI慎に
押すと、 5種類の戦闘機の中から好きなも
のを選べるように芯る。上、左、下、右、
⑨、①、①、①の順に押して、 UNDEAD 
の表示をONにすると、自機が無敵状態に
1;J,る。

スピンペア
パーツセレクト ノーマルモードかバトルモー

ドの全体マップ画面で、方向キーの右か左
を押す。すると、タウンステージからシティ
ステージまでのパーツを自由に選べるよう
に芯る。

スプラッシユレイク
タイムアップでクリア ます、普通にゲームを

始める。そして、 ダメージを受けすにタイム
がOになるまでねばり、タイムアップの時
点、で自キャラが柱の上にいるようにする。
すると、橋が敵キャラごとすべり落ちて、ス
テージクリアと芯る。ただし、タイムアップ
ですべり落ちた敵キャラはスコアには加算
されない。

スプラッターハウス
ラウンドセレクトSサウンドテスト タイトル

画面でランボ、タンを 1回押して、セレクト
ボタンを3回押す。そして、方向キーの左
を押しながらランボタンを押すとラウンド
セレクトになり、さらにそこでセレクトボ
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タンを押すと、サウンドテストに芯る。
I tードモード 一番震初のデモ画面で、ランボ

タン以外のボタンをしばらく押し続ける
と、敵の生命力が2f；舌に主主る。

スブリガンmark2リ・テラフォ

ーム・プロジヱクト
ラウンドセレクト タイトル画面で「PUSH

RUN BUTTONJの表示が出ている聞に、
上を2回、下を5回、 ①を2回押したあ
とランを押す。そのあと 「OPTIONJを選
び、左を押したままランを押す。すると、
「ROUND」の表示が現れ、 1～8ラウンド
の好きな薗から始めることができる。

昧方絡を操作できる マルチタップを付けて、
ゲーム中に自機以外の昧方機が現れたら、
2P ！＼~ノドのランとセレクトを同時に押す。
すると、 2Pパッドで昧方機を傑作できるよ
うになる。ただし、ストーリー上の都合で操
作できない昧方機もある。

強制ラウンドクリア ゲーム中にポーズをかけ
て、右、左、右、左、右、左、右、左、 ①、
①、①、①、①、③ の順に押す。ポーズ
を解除したあと、 ①、①、左、セレク卜を
同時に押す。すると、しばらく真っ暗芯画面
が続いたあとに次にあるラウンドがスター
卜する。SUPERHARDモードでやると、
8面の；欠のスペシャルラウンドまで行くこ
とができる。

高速スクロールモード ゲーム中ポーズをかけ
て、 ①を 15回押したあと⑨を押す。そ
してポズを解除すると、 ①を押している
あいだは薗面の動きが速く芯る。マルチタ
ップを付けてプレイしているときは、 lPパ
ッドではなく2P/b ドの方の① を押す
と、ゲームが高速スクロールになる。

シールド回復 ゲーム中にポーズをかけて、
⑨、セレク卜、右、セレクト、下、セレク卜、
①、①の順に押す。ポズを解除すると、
シールドが全回復する。ただし、このウルテ
クはゲーム中に 1回しか使うことができ忽
し1。

2分割画面モード ゲーム中ポースーをかけて、
①を3問、上を3回、 セレクトを3回のJI慣
に押す。すると、 2分割画面モードに切り替
わり、いつもの画面の上半分に、縮小された
サイズの画面が2つ現れる。また、ポーズ
を解除すれば通常通りにプレイすることが
できる。

重量易度鋭明 オプションモードで、ゲームレベ



スペースインベーダーズ復活の日～精霊戦士スブリガン

ルにカーソルを合わせて、 ① ボタンを押
す。すると‘イージー、ノーマル、ハード、
ス－）＼ーjlードの、それぞれの難易度での
内容を、声で説明してくれる。

スペースインベーダーズ復活の日
連射に怒る 分家の方のタイトル画面を出し

て、そのときに①ボタンを押し広がらラン
ボタンを押してゲームを始めると、 ①ボタ
ンを押すだけで連射できる。

白黒モード 本家モードで始めて、デモが流れ
ている時に方向キーの上、上、下、下、左、
右、左、石、⑨、①、⑨、①、セレクトボ
タンの順に押すと、白黒モードでプレイで
きる。

名古屋穆ち インベーダーが最下段に降りてき
てビーム砲と接触した状態のとき、インベ
ーダーのミサイルはビーム砲に当たう芯く
なる。

スペースハリアー
コンテイニュー ます、 40万点以上を取りハ

イスコアのベストアに入るようにする。そ
して名前を登録する時に、 CNTと入力して
スター卜すると、ボーナスステージごとに
コンテイニューできる。

MDモード ハイスコアのベスト 7に入った
ら、名前を登録の時にMDと入力してEND
にする。そして、タイトル画面でモードを選
ぶと、いろんな設定ができるようになる。

4分割モード 電源を入れてタイトル画面が出
たら、スイッチを切りすばやく電源を入れ
る。とれを何回も繰り返すと、 4分割モード
になる。そして、 4分割に怠るだけで芯く、
白黒画面で4分割モードになることもあ
る。

暗やみに 1人 ゲームをスター卜するとき
に、ランをすばやく2回連打する。すると、
暗やみにただ l人、ポツンと立っている八
リアーの姿を見ることができる。

幽が消える ボーナスステジでポズをかけ
てしばらく待ち、音楽が終わってからポー
ズを解除すると、ボーナスステージの音楽
が忽く砿っている。

スライムワールド
無敵コマンド ゲーム中に、①と⑨とセレク

トを同時に押しながら下を押す。すると、主
人公が無敵になる。

ビジュアルストップ ビジュアルシーンで①

を押すと、押している間だけビジュアルを

止めておくことができる。
自爆する ゲーム中に、セレクトを押し芯がら

上を押すと、自爆する。

スロット勝負師
写真が見られる タイトル画面でスト リモ

ードにカーソルを合わせ、ランを押したら
すぐに上とセレクトと①を押し続ける。こ
れで 16枚の女の子の写真を見られる。ま
た、タイトル画面でストーリーモードにカ
ーソルを合わせ、ランを押したらすぐに上
とセレクトと⑨を押し続ける。今度は別の
種類の26枚の写真を見ることができる。

せ
聖戦士伝承雀卓の騎士
モード設定 モードセレクト画面で、⑨を押

しながら左を 20回押すと難易度の低いイ
ージーモード、 ⑨を押しながら右を20回
押すと難易度の高いハードモードで遊べ
る。

国士無双13面待ち 自己牌が終わってツモった
ら、上、セレクト、 ⑨の順にすべて押し続
けてステ八イすると、国士無双13酉待ちに
なる。

力，i重宝燈をあがうれる 配牌が終わってツモつ
たら、下、セレク卜、⑨の順にすべて押し
続けてステハイすると、敵が必す九連宝燈
であがる。

聖電伝説モンビ．ツト
卵で回復 ドラゴンの卵を戦闘中に道具として

使うと、 HPが5回復する。

精霊戦士スプリガン
レベルの解説が聞ける オプションモードにし

て、ゲームレベルにカーソルを合わせて①
を押す。すると、主人公の2人の声優さん
たちが肉声で、ゲームレベルごとに難易度
の解説をしてくれる。

残絡が 10構える ゲーム中にポーズをかけ
て、①、セレク卜、 ⑨、セレク ト、 ①、セ
レク 卜、 ⑨、セレクトと押す。すると残機
が 10機纏える。

ラウンドセレクト タイトル画面でOPTION

にカーソルを合わせて上、セレクト、ラン、
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関ヶ原～ゼロヨンチャンプ

①を同時に抑す。すると、オプション画面
に切り替わり、サウンドセレク卜の項目が
ラウンドセレクトに変わる。

ラウンド飛ばし プレイ中どこでも橋わないの
で、ポーズをかける。そして、右、左、右、
左、右、左、右、左、⑨、①、⑨、①、

⑨、⑥の順に押して左、 ①、⑨を押し忽
がらポーズを解除する。すると、クリアデモ
が始まり、次のラウンドに進める。とれを何
度も繰り返せば、簡単にエンディングを見
ることができる。

隊方機を操作 マルチタップを接続して、ゲー
ム中に昧方機が現れたら、プレイしたいパ
ッドのセレクトとランを同時に押す。する
と昧方機をそのパッドで操作できる。

W シールドだけ残る スコアアタックモード
で、自機が3つの水の精霊球を持っている
ときにポスを倒さすにタイムアップになる
と、Wシールドだけが画面内に残る。

分割モード ゲーム中にポーズをかけて、下、
下、下、セレクト、セレク卜、セレク卜、
①、①、①、上、上、上の順に押してポー
ズを解除すると、画商が分割される。

関ヶ原
全画面が見られる ゲームをスタートさせて、

メーカー名（トンキンハウス）のロゴマーク
が出たら、 ①、⑨ボタンを押し続けると
マップ画面になる。そこで①または⑨ボタ
ンを押していくと、次々に画面が変わって
いく。これで、ゲムの全画面が見られる。

セクシーアイドル麻雀野球拳の詩
オートモード モード選択画面で野球拳以外の

モードを選び、セレク卜を押しながら①を
押す。すると、コンピュータが自動的に麻雀
をする。

ビジュアルが見5れる ます勝ち抜き野球拳で
16人全員に勝つ。次にフリー対戦で「続き
から」を選び、 16人に2回すつ勝つ。する
と、全員の名前の横にマクが3個すっ
出るので、フリー対戦で差し馬にした相手
に勝つ。これでゲームクリアに広るので、方
向キーで女の子を選び、①を押すとビジュ
アルが出る。さらに①か⑨でビジュアルが
替わる。

ゼロヨンチャンプ
おもしろパスワード パスワード入力画面で以

下の言葉を入力すると、ゲームを楽に進め
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ることができる。「はやそうなくるまがひと
つほしいけどばいとするのがめんどうだな
あ」と入力すると、最初から GT-Rに乗れ
る。「いいおんなくるまにのせてみたいけど
かねがないから芯にもでき芯い」と入力す
ると、最初から1000万円持っている。「へ
たくそでどじでのろまでどんくさいとんな
わたしににとろください」と入力すると、ニ
トロジェッ卜が使える。「もういちどさいと
がみたいそん砿ひとこれをいれればはいこ
のとおり」と入力すると、エンデインクが見
られる。さらに、名前入力画面で「みかのへ
そ」と入力すると、サウンドモードに芯る。

麻美が脱ぐ 松永麻美とのレースで、麻美より
も2秒遅れでスター卜して勝つロすると麻
美が主人公の家にきて、服を脱ぐ。

パンティ発見 ゲームセンターにあるUFOピ
ッチャーでクマのぬいぐるみを3回連続で
取ると、ぬいぐるみがパンティに芯る。

ガンさんかうの贈り物 ガンさんのショッブに
入って、すぐギアを 1速から5速にシフト
アップすると、スパチヤジャーかニ
トロエンジンを車に付けてもうえる。ただ
し、このウルテクをやると名前が「へたく
そ」に変わる。

名前ti変わる ストーリーモードで名前の入力
画面のとき「SE×」と入力すると、名前が
rx x×x」に変わる。また、ゲーム中のイ
ベントでおこる免許更新試験でO点を取る
と、名前が「おまぬけ」に変わる。

パスワードで変な車に乗る ますモードをvs
マンか、 vsコンピュータにしてデータロー
ドを選ぶ。そこでパスワードを「らたのの
ま」と入力すると、トヨタ2000GTに乗る
ことができる。「KEROK」と入力すると、
ソアラ3000GTに乗ることができる。「が
すけっと」と入力すると、スカイラインRS

タ ボに乗るととができる。「ぜろよんだ」
と入力すると、トヨタスポ ツ800に乗る
ことができる。そして 「MR24」と入力す
ると、画面がパグってメチャクチャ速い姿
の見えない車に乗ることができる。

変な車その2 ますモードをvsマンか、 vs
コンビュータにしてデータロードを選び、
次ページの表のパスワードを入力すると変
な車に乗れる。

スタートと同時に発進 スタ ト前に①を押
しながら⑨を押してギアを 1速に入れ、ス
ター卜と同時に③を離すとすぐ発進する。

「ものぐさ」な名前 ストーυーモードの名前



乗れる車 パスワード

スカイライン よたはちぞ

2 4 0 z めでいあて

ソアラ SEX Yた

マーチ lz らいでんつ

スープラ あああああ

フェアレディ Z つぜRzg 

トヨタスポーツ SOFJJ 

黒いパクマシーン ももほぼ｜ま

透明パクマシーン MARCI 

登録画面で伺も入力せすにランを押すと、
名前が「ものぐさ」に怠る。

2台同時に操作 jてッドをひとつだけ接続し
て、 vsマンモードを2Pで始めると、 2台
同時に操作できる。

ゼロヨンチャンプE
VS.MANモードのサービス VS.MANモー

ドで、プレイ人数を 2Pに設定する。そし
て、 2台ともCPUのチューンだけすると、
両端2車線でのレースに芯り、ゴール直前
に女の子のグラフィックが登場する。この
とき、 2台いっしょに時速75キロ以下で走
ると、車のスピード｜こよって、女の子の服が
いろんなふうに脱げてしまう。

カジノで遊びほうだい マイアミのカジノに行
って、紹介者の名前を「力ミナガ」と入力す
る。すると、負けてしまっても「神長様のお
知り合いの方からお金はいただけません」
と、全額返してもらえる。

いきなりエンデイング ゲーム開始時に名前を
「すたつ，3，」と入力する。すると、いきなり
エンデイングを見ることができる。

BGMライブラリー ゲームを始めるとき、キ
ャラの名前を「まめまあし」と入力する。す
ると、 BGMライブラリ 画面が現れる。こ
こでは、旧システムカードでゲームを起動
したときのメ ッセージと、ゲーム中の
BGM36曲が聴ける。

ニトロが安く買える ショッブに入ったら、方
向キーだけで liまから6速まで順番にギア
チェンジの操作をする。このとき、この操作
はニュートラルの位置から始める。そのあ
と「jてーツを買うjのコマンドを選択する
と、通常75万ドルのニトロを、 5000ド

ゼロヨンチャンプE～倉庫番WORLD

ルで購入できる。
蹟初から大金持ち ゲームスター卜時に名前を

「へたつぴ」と入力する。すると、通常
35000ドルで始まる所符金力、 100万ド
ルで始まる。

すごい草を購入する ます、ロサンゼルスのシ
ヨツプで売られている車25台を、すべて購
入する。さらに車を買おうとすると、「今車
が品切れ中なんだよ」と言われる。 度ショ
ップを出て、再びこのショッブに戻ってみ
ると、 Flエンジンi苔載の、コモという車が 量掴凪

購入可能になる。 11111・h
宅配ゲームのおまけ ロサンゼルスでアルパイ 産者司町

卜の宅配ゲームをやる。そのときに、荷物を
届ける家以外に、 1力所だけ入ることので
きる家がある。そこに入ると、ハダカの女の
子のグラフィックが現れる。ただし荷物を
届ける家の場所によって、入れる家の場所
が変わる。

キーウエストのギャルが脱ぐ キーウエストに
行って「話す」のコマンドを選ぶ。すると水
着の女の子が登場して、レ スに関する情
報を教えてくれる。そ¢後、ほかの都市と往
復しながら 「話す」のコマンドを選ぶと、 3
回目に女の子のメッセージが変わり、メッ
セージのとおりに操作をしていくと、水着
を脱いでくれる。

あまいぞ 名前を「みかのへそ」と入力する
と、名前が「あまいぞー」になる。

下ネタ禁止 名前に「おっぱし＼j1;Jどの下ネタ
の言葉を入力すると、名前の 2文字目が
rx」に主主る。

fものぐさJな名前 ストーリーモードの名前
登録画面で伺も入力せすにランを押すと、
名前が「ものぐさ」に芯る。

戦国麻雀

同じ人物3人と戦う ノ マルモードでスタ
一卜し相手を3人選131。それから、 2人目
に選んだ人物をキャンセルすると、 3人目
と同じ人物を選べるように芯るロ同じよう
に1人目もキャンセルすれば、対戦相手を
3人とも同人物にできる。

そ
窟庫番WORLD
面を作り笛える ます、スタートボタンを押し
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ソーサリアン～ソルジ‘ャーフ1レイド

て好き主主蘭を選び、セレクトボタンを押し
てタイトル画面に戻る。次にコンストラク
ションにカーソルを合わせて、①ボタンを
押し拡がらランボタンを押すと、その蘭を
作り替えることができる。

250薗パスワード パスワードを「MICKY」
と入力すると、超難解の250画からゲーム
を始めることができるように芯る。

2 0 l箇パスワード パスワードを
「MACKY」と入力し、ゲームをスター卜す
る。そしてデモ画面が終わると、 201面か
ら始められる。さらに201面までの全面を
プレイできる。

会社名パスワード このソフトの会社名である
「MEDIARINGSJ。これを前後2つに分け
てパスワードで入力する。「MEDIA」の場合
は150画から始まり、「RINGS」の場合は
151薗から始めることができる。また、タ
イトルも「HARD倉庫番WORLD」に変わ
る。

ソーザリアン
不老不死のキャラを作る 不老不死にしたいキ

ャラの年齢を「時聞を進める」で、ファイタ
一、ウィザードなら60歳以上、ドワーフな
ら100歳以上、エルフなら200歳以上ま
で成長させる。そして、そのキャラを冒険に
出し、わざと死芯せてしまい、再び「時間を
進めるJを使って、キャラの死後20～29
年を経過させてセーブする。このときキャ
ラの復活に必要芯210GOLD以上のお金
を用意しておこう。次に、ほかのキャラを魔
法使いの家に行かせ、死んでいるキャラを
生き返らせてもらう。復活の成功率は10%
しか広いので失敗したら、さっきセーブし
たデータをロードして、何回もやり直そ
う。復活に成功すると、復活作業の副作用で
寿命が250歳に芯って生き返る。次に、そ
のキャラをもう一度死なせて、同じ手順を
繰り返す。 2回目の復活に成功すると、副作
用で不老不死に主主る。このあと、 RESUR-
RECTの魔法でこのキャラを若返ら廿て道
場で修行をしよう。最後にレベルを上げれ
ば、スーパーキャラを作れる。

事業グラデユエーション
ダメ人間高減 ネームエントリー画面で 「）」

を入力し続けると、 7文字以上入れること
ができるので、画面がパクるまで入力し続
ける。そしてゲームを始めると、高城のパラ
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メータが体力と人気以外すべてOになって
いる。

生徒たちのメッセージ 月曜日から土曜日まで
の聞に、高城は加藤に、加藤は中本に、中本
は志村に、志村は新井に、新井は高域に便業

内容を合わせると、その日のj受業のメッセ
ージウインドウに生徒たちのメッセージが
表示される。ただし、 「休み」以外で合わぜ
ること。

デモ飛ばし ゲームを起動させたら、ランか
①を押し続ける。すると、オープニングデ
モを飛ばしてゲームを始められる。

嘗告扇面 旧システムカードでこのゲームを起
動すると、カードが違うと生徒遥から注意
されてしまう。

事業EFX 
金パラメータ表示 個人情報を見たい生徒に力

ーソルを合わせて、 jUノドのモード1がB
の状態でランを押しながら①を押すと、そ
の生徒の全パラメータを見られる。ただ
し、パグることもあるので、試すまえにセー
ブしておくこと。

病気が治らない 個人面談で体力を誉め続けて
体力のパラメータを10以下に下げる。ここ
ですぐに病気の表示が出ると休み続けると
とになり、退学かそのまま卒業になってし
まう。

セリフが変わる ゲームを起動させて、 「ロー
ドしています」と表示されたら、ランを押し
続ける。すると、リバーヒルソフトのロゴ画
面で、通常は5人がゲームタイトルを言う
はすなのに、校長が 「リバーヒルソフトjと
言う。

卒業写真／襲姫
スペシャルモード ます、 『卒業写真jでゲー

ムを始める。；欠に「続きからJを選んだ後、
「キャンセル」を選ぶという動作を 10回繰
り返す。そして、「最初かう」を選んでゲ
ムを始めると、音楽やヒ”ジュアル、開発後記
が楽しめるスペシャルモード画面になる。

ソJレジャープレイド
ステージセレクト タイトル画箇で、上を押し

ながらセレクト、下を押しながらセレク
ト、左を押しながらセレクト、右を押しなが
らセレクトの順に押す。すると、画面下のモ
ードセレクトのところに、ステージ数の表
示が加わっている。セレクトボタンで切り



替え、ランボタンでスター卜できる。
8万点ボーナス キャラバンモードで、敵をl

つも/illii褒せすにボスまで行く。ボスにも攻
撃せすに逃げ回っていると、ボスが自爆し
て8万点ボーナスが入る。

ソル・ピアンカ
アニメとシナリオ選択 ゲームをスター卜し

て、「MASIYAJの文字が現れたら、方向キ
ーの上、 ①、⑨、セレクト、ランボタンを
同時に押し続けたまま10秒待ち、方向キー
の上、ランボタンの順に厳す。すると、アニ
メとシナリオの選択画面になる。

ハイスピードで動く ゲーム中キャラを動かす
ときに、③を押しながら移動するとキャラ
が速く動く。これは海の上でもできる。

ソル：モナージユ
おまけモード タイ トル画面で、上、左、下、

右、⑨、 ①、⑤、 ①の順に押す。すると、
ビジュアルセレク卜、サウンドセレクト、お
まけビジュアルの3つが楽しめるおまけモ
ード画面が出現する。

SON SON II 
いき忽りゲームオーバー デモ画面からタイト

ル画面になる瞬間にランを押すと、ゲーム
オー）＼一画面に芯る。

白黒モード タイトル画面のときに上、①、
⑥ボタンを押したままランボタンを押して
ゲームを開始すると白黒モードになる。

如意俸を貨え1;r.い ステージ 1の途中にいる
八戒に話しかけてから、ステージ2に行
く。そして、壁をi裏した先にいる八戒に話し
かけると、レベル2の如意俸を売ってくれ
る。ととろが、ステージ1の八戒に話しか
けないでステージ2の八戒に話しかける
と、レベル2の如意棒を売ってくれずに、
スイカをくれる。

キャラクタf)l変身 タイトル画面で方向キの
上、下、右、左、 ①、①、ランボタンの順
に押すとキャラがいろいろ入れ替わる。

アイテム付きで始まる タイトル画面で上、セ
レク卜、 ①を押し主主がうランを押すと、 ラ
イフ回復アイテムの 「ひょうたん」を持った
状態でゲムが始まる。 また、タイト）~画面
で上、セレクト、⑥を押しながらランを押
すと、コンテイニューアイテムの「ランプj
を持った状態で始められる。

,3；たまんが60%0FF 2画で沙悟浄に会って

ソル・ビアンカ～ TITAN

から、 3面の；少悟浄に会うと500ゼ二ーで
「13＼たまん」が買える。しかし、 2薗の沙悟
浄に会わすに、 3面の沙悟j争に会うと200
ゼ二で買うことができる。

デモのジャマをする デモ画面で①を押した
ままにしていると、孫悟空がジャンプでき
なく芯る。また⑨を押したままにしている
と、攻撃でき芯く芯る。① と⑥を押した
ままにしていると、ジャンプと攻撃ができ
なくなる。

た
大旋風
タテ長画面モード ①を押しながら電源を入

れる。すると、画面がタテ長になる。ただ
し、リセットすると普通の画面に戻ってし
まう。

大旋風カスタム
タテ長画面モード 電源を入れてランを押し、
coのアクセス中に①とランを同時に押し
続けると、タテ長画面でプレイできる。

TITAN 
全ステージlfスワード 下の表のパスワードを

入力すると、好きなステ ジから始められ

2菌 NATURAL 

3菌 PROTECT 

4函 PROBE 

5菌 MACHINE 

6面 AROUND 

7面 STAR123 

8面 MASTER 

9菌 COMPUTER 

10面 COMMAND 

11函 PLAYER 

12面 SHATTER 

13菌 BUGS 

14函 COMPLETE 

15面 MISSION 

16函 VICTORY 
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大地君クライシス～太平記

る。
マップ全体を見られる ゲーム中にポーズをか

けて、方向キ でマップ全体を見ることが
できる。

大地君クライシス
変なパスワード パスワードを「たたた」と

いうふうにすべて「た」にする。すると、い
きなりおっ島から始まるが、お金はまった
く芯い。

ステージパスワード 下の表のパスワ ドを入
力すると、好きな島から始められる。

自キャラが消える 連射パッドを媛続してガイ
ガー号に乗り、連射速度最大で⑨を押し続
けたまま、画面をスクロールさせると、自キ
ャラがスクロールについていけずに、画面
の外へ消える。消えたときと逆方向の方向
キーを押すと、自キャラが出現する。ただ
し、完全に消えてしまうこともある。

デモ飛ばし 電源を入れて、ランを押し広がら
①を押すと、デモシーンを飛ばすことがで
きる。

タイトーチzイスH.Q.
サウンドテスト タイトル画面で少し待つとピ

ンと音が鳴る。そこで、左、右、 ①、①、
下、セレクト、上、セレクトの順に押す。そ
して、上か下を押すと画面に数字が出て、サ
ウンドを選べる。

コマンドで逮鋪 タイトル画面で右、 ①、左、
①、上、セレクト、下、セレクト、の順に押
してスター卜する。そして、ゲーム中に方向
キーの右上と①、③を押しながらセレクト
を押すと、犯人を逮捕している。

隠しステージ ステージ5をクリアしたと
き、スコアが500万点を越えていると、真
の最終面が始まる。

コマ送り スタ ト時にギアをロにして①
と⑨を押し続けると、少し進んでは止ま
る、という動作を繰り返す。

画面がパクる サウンドテストのウル技を使

い、「02」、「OBJ,「OA」、「10」を連射パ
ッドの連射速度を愚大にした①で選13＼と、

画面がパグる。
近道の法則 ステージ最初のナンシーの連絡が

あったときに、画面左上の3ケタの数字の
真ん中の数字が奇数のときは右、偶数のと
きは左の道が、別れ道の近道になってい
る。

タイ・ハード
無限コンテイニュー タイトル画面で①ボタ

ンを押しながらランボタンを押すと、コン
ティ二ュフリになる。

デバッグモード タイトル画面のときに、方向
キーを上2回、左3回、下 1回のJI慎に押し
てからランボタンを押す。するとデバッグ
モードに広る。これで、ステ ジセレクト、
サウンドテスト、ヒ、ジュアルシーン、難易度

設定の4つが選べるロ

太平記

設定が変えうれる 自軍や敵軍の設定を変える
ことができるウルテクだ。やり方は、ます将
軍を決める。将軍ごとのデモが始まった
ら、やりたい設定のコマンドを、マップ画面
が出るまで押し続ける。選べる設定とコマ
ンドは次の4つ。「1344年からゲームスタ
ート」は上、 ランを同時に押し続ける。「自
軍の将軍の統率力が50Jは左、ランを同時
に押しつづける。「敵の将軍の統率力がリ
は下、ランを同時に押し続ける。「全国の兵
士数が減る」は右、ランを同時に押し続け
る。

いきなりエンディング ゲムが始まったう将
軍忽どを適当に決めて、お姫擦が出てくる
画面で上を押し続けると、いき主主りエンデ
イングが見られるように芯る。

サウン刊v-ム ゲームが始まったら将軍を決
める画面で、右、 ①、ランを同時に押す。
すると、画面が切り替わってサウンドルー
ムになる。

さやえん島 れほれしlま lまたたくさけかいあこえよ えあてわお

おめで島 れたきふlまわはろまよふみっそはゆも こえひふめ

し島 れにちぜたいせつみみふんいいこさつゆまりんの

おっ島 けねたとそえけねてもわきまみさあねるねむりけ

ぼつかい島 ぬたろふむふんまにまにわれさものと なるきこて
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タイムクルーズE
ボーナスステージの練習ができる ます、ブラ

クティスモードの画面を出し、上を2回、
下を2回、⑨を2回の順に押す、そのあ
と右を押しながらセレクトを押すと、ボ
ナスステージの練習をすることができるよ
うに芯る。

9000万点スタート オプション画面で、
上、右、 下、左、上、右、下、左、 ⑨、③、
③‘⑨、セレクト、セレクトと入力すると、
スイッチが出現するので①でONにしてゲ
ームを始めると、スコアが9000万点、で始
まる。

ダウンタウン熱血行進曲それゆけ

大運動会
アイテムでポイントを稼ぐ ゲーム中に登場す

るアイテムを拾っては投げる動作を繰り返
すと、 1種目につき最高635点までスコア
を稼げる。

夫婦の表情fJ＼変わる 夢見町クロスカントリー
コースの途中の家に、夫婦がいる。ここを通
り過ぎるとき、との2人の頭に乗ると2人
の表情が変わる。

ダウンロード
各薗憲強パスワード このゲームにおける各面

の霞強のパスワードは、下に示した表にあ
るとおり。これらのパスワードを入力する
と、最強装備でプレイをするととができ
る。

ダウンロード2
残機無限噌殖 残機が1の状態で、ステージ2

のボスジャンフロイドまで行く。ここでボ
スを倒し、爆発が終わる瞬間に壁などに当
たって自爆する。失敗するとゲームオーバ
ーに怠るが、成功すると；欠のステ ジが始
まり残機が無限に芯る。

1 面 OE F臼フ LF0FB 

2 函 OEF05LF EフB

3 面 O E F 0KL F0VB 

4 面 OEF0HLF05 B  

5 函 OEF09LF0 HB 

6 菌 OEF0CLF0PB 

愈終面 OEF0QLF09日

タイムクルーズE～武田信玄

ボスをパスする ステージ4と8でボスまで
行ったら、 CDのアクセス中にセレク卜を押
す。すると、ボスを倒していないのにヒ”ジユ
アルシ ンが始まり、次のステージに行く
ことができる。

コンフィグレーションモード タイトル画面で
セレクト、 ①、⑨、①、⑨、 ①、⑨、①、
⑨、①、⑥、 セレクトの順に押す。すると
コンフィグレーションモードに芯り、 ステ
ージセレクト、 BGMテスト、デモ画面、残
機数設定、ゲームモードセレクトなどを選
ぶことができる。

敵キャラfJ＼変わる ます、コンフィグレーシヨ
ンモードを出す。そこで DEM09を選び、
エンデインクを見る。エンデイングが終わ
ったら、その最後の画面で上、 ⑨、セレク
卜を押したよがうランを押す。すると、もう一
度コンフィグレーションモードに芯るの
で、好きなステージを選んでゲームを始め
る。すると、敵のザコキャラや背景の 部
が、マンガやアニメのキャラに変わってい
る。

高橋名人の新冒院島

ステージセレクト タイトル画面で左、左、
①、右、石、 ⑨、上、下、上、下の順に押
す。すると、コンティ二ユ 画面に切り替わ
り、画面の左下に数字が現れる。方向キーの
上下で数字を変えると好きな面を選べる。

雪崩式クリア 6ボタンパッドを接続して6
ボタンにスイッチを切り換えて、ゲームを
スター卜する。すると自動的にステ ジク
リアしてしまい、 エンデイングまで到達し
てしまう。

武田信玄
ボスに対して無敵 各ステージのボスのいると

ころで、ランを押してポーズをかける。そこ
で①、⑥を押し芯がら左上を7回押して
ポーズを解除する。すると、当たり判定がな
くなり無敵になる。ただし、変身後の上杉謙
信には通用し主主い。

風林火山をすぐ覚える ゲーム中、いつでもい
いからポ ズをかける。そこでセレク トを
32回押し、刀が光り出したらポーズを解除
する。すると、風林火山の授をすべて覚えて
いる。

いきなり量終ステージ ゲム中、いつでもい
いからポーズをかける。そとで左下を20回
押し、ポーズを解除する。すると画面が切り
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ただいま勇者募集中 ～ 双裁龍ETHE REVENGE 

替わり、最終ステージの上杉謙信のところ
に出る。

簡単に体力回復 ゲーム中、いつでもいいから
ポーズをかける。そこでセレク卜を何十回
も押して解除する。すると体力が回復して
いる。

1J.ぜかリセット 何面のボスでも構わ忽いの
で、とにかく倒す。ボスを倒したら、すぐに
ポーズをかけて左下を20回押す。すると、
上杉謙信のところに出るはずが、なぜかい
き芯りタイトル画面に戻ってしまう。

コンテイニュー ゲームオーjf一後のタイトル
画面で、下と①を同時に押すとコンティ二
ユできる。

パグってしまう 連射パッドを接続して、タイ
トル画面で連射速度を最大にして①を押し
ながらランを押すと、ゲームの最初に自キ
ャラが消えてパグるロ

死んでハマる 自キャラがやられた瞬間に、ポ
ーズをかけてセレクトを 32回押してポー
ズを解除する。すると、死に主主がう技を覚え
たうえに八マってしまう。

変1J.キャラで愚終面 白キャラがやられたとき
に、ポーズをかけて左下を20回押してポ
ズを解除すると、自キャラが変に怠って上
杉謙信との対決に芯る。さらに、剣を振ると
パグる。

1薗ボス楽勝法 1面ボスの諏訪頼重が出現し
たら、動かずに刀を娠っているだけでほぼ
勝てる。

商人湖i'I:姫霊濁 湖衣自臣が話しているところ
で、セリフを；欠に進めるときに①と⑨を岡
崎に押すと、メッセージが商人のものにな
る。

ただいま勇者募集中
アートギャラυー ます、自キャラや遊1:l＼マッ

プを設定したあと、勇者が城の広聞を歩き
始めてから止まるまでに、上、右、左、 ①、
⑨のII慎にすばやく押す。すると、主僚の話
が終わってから画面が切り替わるときにア
ートギャラりー画面になる。ここでは、キャ
ラのアップ砿どのグラフィックを見るとと
ができる。

TATSUJIN 
2つのオプションモード タイトル画面でセレ

クトを押し芯がうランを押す。すると、 3項
目のオプションモードになる。さらに、ゲー
ムを始め、スコアが7100点のときにリセ
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ットをしてから、同じコマンドでオプショ
ンモードを出すと、項目数が 9項目にな
る。内容は、難易度設定、自機数設定、ボム
数の設定、クレジッ卜数の認定、工クステン
ドの点数の設定、 BGMセレクト、サウンド
セレクト、連射のON、OFF、縦長画面切り
笛えの ON、OFF。

ノーミスで2UPカプセル獲得 ラウンド1の
ボス、 J タンクの前には、グリーンのカプ
セルが登場する。このカプセルを達人ビー
ムで~療すると通常は lUPが現れる。 とこ
ろが、スタート時からノ ミスでゲムを
進めていってカプセルを破壊すると、 2UP
が現れる。

いきなりエンデインク ゲームをスター卜し、
スコアが7100点のときにりセットする。
そして、タイトル画面で左を押しながらラ
ンを押すと、エンデイングが始まる。

電の子ファイター
ライフゲージを猶やす 1面を始めて、 Pのア

イテムを取る。取ったらわざとゲームオ－
J¥ーにして、コンテイニューする。すると、
ライフゲージが初めから上がっている。

ダブルダンジョン
宝箱が復活する 宝箱を開けたうパスワードを

取り、リセットする。そのあとパスワードを
入力してゲームを再開すると、消えてしま
った宝箱が復活している。

敵をすりま置ける 敵キャラが現れたら、方向キ
ーを何回もでたらめに押す。そして前に進
むと敵キャラの脇をすり叛けることができ
る。

パグ 1面 パスワード入力画面で「EヌAHE
はAウAAARXOaAAAAHA4Jと入力す
る。するとパグった 1面を遊べる。

.初が肝心 敵に出会って最初に攻撃したあ
と、与えたダメージ量が少なかったら、すぐ
後ろに下がって逃げ、もう一度接近して攻
撃できる。これを大ダメージを与えられる
まで繰り返すといい。

現鶴寵ETHE REVENGE 
ステージセレクト タイトル画面で①、⑨、

①、⑨、ランの順に押す。すると、ステ
ジセレクト画面が現れる。

ビジュアルテスト タイトル画面でセレクトと
①と⑤を押し続けて、画面が陪く主主った瞬
間にさらにランを押す。すると、ビジュアル
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テストのメニュー画面が現れる。
クリアコマンド ゲム中にポズをかけ、
①と⑥とセレクトを押しながらポーズを解
除する。すると、プレイ中のエリアをクリア
することができる。

キャラ鼓定モード タイトル画面で⑨、①、
⑨、①と入力するか、ゲームオーバー後の
タイトル画面で①、⑤、①、②、ランと
入力すると、キャラを見たり、キャラの色を
変えたりできるモードになる。

ダブルリンク．
スタッフ紹介 電源を入れてすぐ、ナグザッ卜

の文字が画面下に止まる。このときに右、
左、 ①、⑨、上、下、 ②、① の順に押す
とスタッフ紹介が見られる。

武器フル装備 カプセルを取ったらポーズをか
ける。そして、 ①、⑨、①、②、①、①、
⑨、⑨の順に押す。ここで音が鳴れば成
功。ポーズを解除してセレクトボタンを押
せば、そのたびに武器が変わる。

武器パワーアップ カプセルを取ったらポーズ
をかける。そして、方向キーを左、右、左、
右、上、上、下、下、上、下、上、下の順に
押す。こ乙で音が鳴れば成功。ポーズを解除
してセレクトボタンを押せば、そのたびに
武器がパワーアップしていく。

ステージ飛ばし ゲーム中にポーズをかけ上、
上、右、右、下、下、左、左、上、下、⑨、

⑨の順に押す。音が鳴れば成功で、セレク
トを押すたびにステージが変わっていく。

自動スクロール ゲーム中にポーズをかけ下、
①、上、 ①、右、 ⑥、左、⑨、 ①、①の
順に押す。音が鳴れば成功で、セレクトを押
すたびに画面がスクロールしていく。

合体武器装備コマンド ゲーム中にパワーアッ
ブカプセルを取り、ポーズをかける。そこで
⑨、①、⑨、①、上、左、下、石、①、
①、①、⑨、⑨、②の順に押すと、レー
ザーとミサイルが同時に装備される。同じ
ようにポーズをかけて①、①、①、⑥、
③、⑥、右、左、右、左、左、左、上、下、
⑨、①のJI慣に押すと、ツインレーザーとジ
ャイロシールドが同時に装備される。ま
た、ポーズをかけて⑨、左、⑨、左、 ①、
石、 ①、右、下、下、 ①、⑨、上、上、
⑨、①の順に抑すとリングレーザーとジャ
イロシールドが同時に装備される。

ミュージックの隠しコマンド オプション画面
のミュージックで、 0、3、8、3、9、O、

O、8、0の順に曲を聴いてゲームを始め
る。すると低速スクロールでゲームをプレ
イできる。また7、9、3、10の順に曲を
聴いてからゲームを始めると、自機を守る
リングがつく。

ステージX とのゲームでステージ6をクリ
アするとエンデイングになる。だが、難易度
をノ マル以上にしてステージ6をクリア
すると、ステージ×という隠れステージに
行くことができるようになる。

ステージセレクト オプシヨン画面のミユージ
ックで、 1、1、9、2、2、9、6の順に曲
を聴く。するとステージセレク卜ができる
ように芯る。

難易度額定 オプシヨン画面のミュージック
で、 7、5、8、4,10、8、9、9、8、5、
1〔〕の順に聴く。すると、難易度設定がi5
段階に左よる。また、 2、10、3、8のJI慎に瞭
くと、重量易度が下がる。

高速スクロール オプション画面のミユ ジッ
クで、 3、1、4、1、5、9、2、6、5、3、
5、8、9、7、9、3、2、3、8、4、6、
2、6の順に聴くと、高速スクロールでゲー
ムが始まる。

ブザーが鳴る オプション画面のミュージック
で、 5、7、3、または、 7、6、5の順に聴
くと、ブザーが鳴る。また、ゲーム中にポー
ズをかけて、上、上、下、下、左、右、左、
右、⑨、① の順にコマンドを入力しても
ブザーが鳴る。

寵生デビュー
レコーデイング風祭 アーケードカードでこの
ゲームを起動すると、 3人のキャラのレコ
ーデインク風景のビジュアルを見ることが
できる。

ダンジョンエクスフローラー
スーJI.ーキャラ パスワードで「DEBOE

DEB DA」と入力し、ランボタンを押しなが
ら①ボタンを押す。すると、パスワードエ
ラーと表示が出るが、そのまま③ボタンを
押し、キャラクタセレクト画面にして好き
なキャラを選ぶ。これで、めったに死なない
スー）＼ーキャラができる。

キャラとアイテム紹介 タイトル画面で①ボ
タンを押すとキャラの紹介が出る。⑨ボタ
ンを押すとアイテムの紹介が出る。

便利芯パスワード パスワードを「JBBNJ 
HOCOG」と入力すると、最初からプリン
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セスを使うことができ、「IMGAJMDPAI」
と入力すると、最初から八一ミットを使う
ことができる。またスーパーキャラを作っ
てから、これらのパスワードを入力する
と、同じようにほとんど無敵キャラを作れ
る。

5人分同時に操作 ます「何人でプレイします
か」と聞かれる画面を出す。そこで①を押
し芯がうランを連打する。かなり時聞がか
かるが、しばらくすると「l五たり、さんにん
」という表示が出て、最高5人まで操作

できるようになる。
ホーミングナイフ パスワ ド入力画面で

「HOMINGAAAA」と入力する。このあと、
パスワードエラーと表示されるが、⑨を押
してゲームを普通にスター卜させると、投
げたナイフを方向キ で自由に操作できる
ように芯る。

ステージセレクト スーHーキャラのウル技を
使い、アルデ城の植え込みを通過するとワ
ープできる。入口とワープ先は下に示した
表の通り。

NECの館 パスワード入力画面で「NEC」と
入力し、 ①を押すとパスワード工ラ と出

入口

左かSl番目の植え込み

左から 2番目の抱え込み

左かS3香自の植え込み

左かう 4番目の植え込み

左から5番目の憶え込み

左から 6番目の纏え込み

左かS7番目の纏え込み

左かSB番目の植え込み

右から 1番目の償え込み

右から 2番目の値え込み

右かう3香自の植え込み

右かS4番目の樋え込み

右かう5番目の植え込み

右から B番目の値え込み

右かう7番目の繕え込み

右から8番目の抱え込み
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るが、⑨を押してそのままゲームを始め
る。そして、 jLーミットの館に行くと、 NEC

の館と名前が変わっていて、 CMが見られ
る。

キャラ名を変える パスワードを入力する画箇
で「CHECKNAME」と入力して①を押
す。すると、キャラの名前を自由に変えるこ
とができる。

キラータイガーでハマる スー）＼ーキャラのウ
ルf支を使い、キラータイガーの後ろに回り
込んで画面上へ歩き続けると、八マる。

I fッドエンド スーパーキャラのウル妓を使
い、王僚に体当たりしてむりやり重怠る。す
ると、通常のエンデイングとは違うパッド
エンデイングが始まる。

タンジョンエクスプローラーE
マヌケ1;J.普告 旧システムカードでゲームを起

動すると、敵キャラのドラマ仕立ての醤告
が出現する。

多人数を向時操作 本体に 1つだけパッドを
つなぎ、人数選択箇薗で2～5人を選131。す
ると、 lPHッドで全員同時に動かすことが
できる。

行き先

直前に外に出た場所

14菌、魔主プレード

14面、パラムースの答

13菌、ロードロード

12面、地下道ミストス

11菌、ラトニア

10面、レアボート

9菌、ラリーメイスの出口近く

B面、カメハメ城

7菌、ストーンフィールド

6 面、シエリーの~の近く

5菌、ウォーターキャッスル

4菌、地下道ノスタルジア

3菌、パラン械の近く

2菌、ミーパの村

1菌、ボスのブラックスタール



ダンジョン・マスターセロンズ・クエス卜～超時空要塞マクロス2036

ダンジョン・マスターセロンズ．

クエスト
セロンが墜をすり銭ける ます仲間を 1人だ

け連れて冒険に出る。；欠に、隊列メニューで
セロンを後列に配置して、わざと壁にぶつ
かり仲間を死なせよう。そして、隊列メニュ
ーの死んだ仲間がいた場所にセロンを移動
する。するとセロンが壁をすり抜けられる
ようになり、敵も攻撃をしてこなくなるの
だ。ピッ ト以外のトラップはクリアし芯く
ても先に進める。

ち
チャンピオンシップラリー
パジエロSシトロエンが選べる マシン選択の

ときに、セレクトを押し広がらマシンを選
択する。

チャンピオンレスラー
パワーメーターがフルに ます、 lp vs 

COMモードでゲームを始める。試合が始ま
ったう、セレクトを連打する。すると、パワ
ーメーターがフルになっていく。ただし、こ
のウルテクは第3試合までしか通用しな
い。また、 lPVSCOMモード以外では使

うことができない。
スーlfー必草銭宣 試合中にセレク卜を押しなが

ら、パイルドライパーかジャイアントスイ
ングをかける。タイミングが合うと、技の威
力がものすごくなる。

サウンドテスト タイトル画面で、左、 ①、
右、⑥、セレクトの順に入力すると、サウ
ンドテストができる。

見え芯い凶器 対COM戦で相手がコブラ ジ
ヨーのときに場外に出て、右側の上かう 3
番目にある十字型のマットのシワの辺りを
調べると、透明な凶器を姶える。

超兄貴
まつするな嘗告 旧システムカードでこのゲー

ムを起動すると、 ミヨーな男に嘗告され
る。

オプション録作 マルチタップを使って2P側
のパッドを用意し、プレイ中に2P側のパッ
ドの2を押していればオプシヨンを操作で
きる。

超時空要塞マクロス永遠のラヴソ

ンダ
ステージセレクト ます、タイトル画面でコン

テイニューを選ぶ。そしてファイル選択画
面で、好きなファイルデータを選び、セレク
トを押しながら①を押す。

いつも自ターン 自タンに、自分のユニット
が行動を終えたらメモリーセーブする。そ
して、そのシナりオでわざと負け、ゲームオ
ーバー画面が表示されたらメモリーロード
を選ぶ。すると、前にセーブしたととろから
始まるが、行動を終えたユニットをまた動
かすことができる。

ステージクリアコマンド 作戦開始時の勝利条
件が消えたら、下とセレクトを押し続けな
がら、 ①力、⑥ を連打すると、そのステー
ジをクリアしたことになり、；欠のステージ
がはじまる。

趨時空要書マクロス2036
ステージセレクト タイトル画面で①、セレ

クト、右上を押しながら、 ①を選びたいス
テジの数だけ押す。そのあと、オプション
画面で好みの設定にして、ゲ ムを始める
と、全6ステージ中の好き主主ステージから
始めることができる。ただし、 7回押した場
合は、ステ ジ6の後半からのスタートと
なり、 8回押すとステージセレクトし芯い
状態に戻る。9回以降はループしている。

無敵S残機数設定 オプション画面で①、
右、左、 ⑪、上、下、⑨、 ①、⑨、①の
l順に押す。すると今までは表示されていた
だけで、選択でき芯かった項目にカーソル
が移動し、設定を変更することができるよ
うに芯る。

ビジュアルオンリーモード 連射パッドを用意
して、 CD-ROM2システムの起動時に①を
押しながらランを押す。ここで画面が止ま
っていれば成功。次に①の連射を最大にし
て、 ⑨ を押しながら① を押す。するとビ
ジュアルシーンだけを連続して見ることが
できるようになる。

デモをとばす 電源を入れて、 起動画面でラン
を押してからセレク トを押し続けると、デ
モ画面をとばしていきなりタイトル画面に
行ける。ちなみに③を押し続けると、①を
押すまで 「JUST A MOMENT」の表
示が出続ける。

主人公のおしゃべり CDを普通に再生して閏
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くと、主人公2人のドラマ風醤告が出る。

超絶傭人ベラポーマン
無限コンテイニューゲームを始めたら、ちょ

うど 1万点、でゲームオー｝＼ーにする。そし
て、タイトル画面で上、右、下、左、 ⑨、
セレクト、⑨、セレクトと押して音が鳴れ
ば成功。ただし、 lUPを取ると無限コンテ
イニューは芯く怠る。

ボスとだけ戦える タイトル画面で③ボタン
とセレクトボタンを交互に連打すると、爆
田博士以外のボスキャラと戦える。

デモ画面でプレイ ゲームを始めたう、すぐり
セットする。そこでセレク卜を放して、ラン
を押し続ける。そのままデモ画面まで待っ
と、ベラボーマンを操作できる。ただし、ラ
ンを放すと操作はできなくなる。

その場コンテイニュー ベラボーマンがやられ
て、「あついた リと言ったときにランを押
すと、その場からコンテイニューできる。

つ
つっぱり大相模平成版
いきなり機綱 力士を作るときに、 自は左から

2番目、鼻は右から2番目、口は左かう4
番目を選んで、しこ名を 「七九三十」にして
ゲームをスター卜する。すると、いきなり横
綱でプレイすることができる。

思強の前頭13枚目 力士を作るときに、目は
右かう li番目、鼻は左から2番目、口は右
から2番目を選んで、しこ名を 「光満山」
にしてゲームをスター卜する。すると、番付
では前頭13枚目だが、すべてのパラメータ
が最高値の力士ができる。

裕吉の「練習jができる タイトル画面で上、
上、下、右、下、左、ランの順に押す。する
と、稽古部屋¢画面が登場して、好きな稽古
の 「練習」を何回でもできるように芯る。

て
TECMO WORLD CUPスーパ
ーザッカー
サウンドテストとオマケ メーカーロゴの表示

中に、上、左、下、右、①、①、①、①、
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ランのJI慎に押す。すると、ゲーム中の音楽や
効果音が聴けるサウンドテスト薗酉が現れ
る。さらに、この状態のままで一度リセット
してゲームをスター卜し、オールクリアす
る。すると、工ンデイング後に水着姿の女の
子のビジュアルシ ンが現れる。

デコポコ伝説走るワガマンマー
デバッグモード タイトル画面で①、 ①、

⑨、⑥、①、⑨、①、⑨、⑨、⑨、①、
①、⑨、①、①、①、① のJI慎に押す。す
ると、デバッグのメニューが現れる。

デジタルチャンブ
ラウンドセレクト モード選択画面で上、左、

下、右、ランと押すと、ラウンドセレクトが
できる。

サウンドテスト モード選択画面で①、セレ
クト、 上、ランと押すと、サウンドテストが
できる。

いき怒りエンディング モ ド選択画薗で、方
向キーを上、上、下、下、左、石、左の順に
押してからランボタンを押す。すると、いき
なり工ンデインクが見られる。

4分割モード モード選択画面で、上、右、
下、左、 ランの傾に押す。すると画面が4分
割になり、パンチのスピードが通常の4倍
に芯る。

ダイナマイトアッJfー フルJ＼ワーJ＼ンチを敵
にヒットさせて、 ① か⑥ を押してパンチ
メーターが点滅するようにする。その状態
で下を押しながら①か⑤を放し、またすぐ
に押す。するとダイナマイ トアッパーが打
てる。

ザンダープロー ①ひ⑨を押してパンチメー
ターを点滅＜！せ、 その状態で右下か左下を
押し忽がら①か⑨を放し、またすぐ押す。
するとサンダーブローが打てる。

スクリューパンチ ①か⑨を押してパンチメ
タ を点滅させ、その状態で上を押しな

がら①か⑨を政し、またすぐ押す。すると
スクリユーパンチが打てる。

必殺パンチがすぐ打てる ニューゲームとコン
テイニューを選ぶ画面で上、上、下、下、
右、左、 右、左、ランの順に押す。すると、
必殺パンチをいつでも打つことができる。

敵の動きが2倍 ディフェンス11でMr.Xに
2回負け、コンティ二ユーを3回にする。
ここでリセットすると画面に「LEVEL2J
と表示される。ゲームを始めると敵の動き



が2倍速い、上級者用のモードに芯ってい
る。

パンチを連打 連射パッドの①を速度中に、
⑨を速度愚大にして、両方とも押し続ける
と、左右交互にパンチを連打する。

デス・プリンガー
透明人間b唄れる 街の人がいる場所は決まつ

ているが、夜になって人がい忽く芯ってか
う同じ場所に行き、⑨を押すと誰もい広い
場所から返事が返ってくる。

値切りまくる 武器や防具を修理してもらうと
きには、値段が表示される。その後で「よろ
しいですかっ」と聞いてくるので「NO」を
選ぶ。何度も「NO」を選んでいると、表示
される値段が安くなっていく。

出た恕！！ツインピー
クレジット漕加 タイトル画面で、上、上、

下、下、左、右、左、石、③、 ① のJI慣に
押す。そのあと、オプションモードを選びク
レジット数を変えれば、愚大9まで溜やす
ことができる。

プレイヤー数増加 マルチタップを付けて、タ
イトル画面のときに2Pパッドで、上、上、
下、下、石、左、右、左、 ①、⑨の順に
押す。そのあと、オプションモードを選びプ
レイヤー数を変えれば、最大10まで増やす
ことができる。

縦長画面モード マルチタップを付けて、タイ
トル画面のときに 3Pパッドで、 ①、⑨、
右、左、右、左、下、下、上、上のJI慎に押す。
そのあと、オプションモードを選1:liとHモ
ードという項目が現れる。これにカーソル
を合わせ、方向キーで左右いずれかに動か
すと、 Vモードに芯る。この状態でゲムを
スター卜すれば、縦長画面で遊べる。

ステージセレクト マルチタップを付けて、夕
イトル画面のときに4Pパッドで、上、右、
下、左、下、右、 ①、⑨、左の順に押す。
乙ζでチャイムが鳴れば成功だ。そしてゲ
ームをスター卜すると、ステ ジセレク卜
の項目が現れる。ここでステージ数を選ん
でスター卜すれば好きなステージから始め
ることができる。

ビジュアルテストモード マルチタップを付け
て、タイトル画面のときに 5Pパッドで、
上、 ①、右、⑨、下、 ①、左、②、上、セ
レクトの順に押す。するとビジュアルセレ
クトの項目が現れる。ただしエンデイング

デス・プリンガー～デビルクラッシユ

は、八イスコア、 lPスコア、 2Pスコア全
てが57300点ちょうどになっていないと
選択でき広い。

ガッチンコを連発する ます、 2P倶IJでスタ
卜する。そして、画面の一番上でガッチンコ
攻墜をすると、ガッチンコが連発になる。

DEAD MOON月世界の恵’
オプションモード タイトル画面で左下、 ①、

⑥を押しながらランを押す。すると画面に
「STAGE」、 「BGM」、 「LEVEL」の文字が
出て、ステージセレクト芯どができるよう
になる。

無敵コマンド ゲームを始めるとすぐに出る
「SCENEl」芯どと表示される画面で、下と
セレクトを押し続ける。するとそのシーン
では無敵になる。ただし、各シーンごとにコ
マンドを実行しなければ、無効に怠ってし
まう。

自由にデモ画面を見る タイトル画薗でセレク
卜を押すと、シーン lのデモが始まる。デ
モ中にランを押すと、またタイトル画面に
戻る。ζζでセレクトを押すと、今度はシー
ン2のデモが始まる。これを繰り返せば、
シーン 1～4までのデモを自由に見ること
ができる。ただし、シーン5と6はデモ画
面に出てこ広い。

パワーアッブランク表示 タイトル画面で①
を押し芯がらランを押してゲ ムを始め
る。すると画面左下に、自機のパワーアップ
ランクを示す数字が表示される。

限石で lUP 2函に登場する慣石を破壊する
と、 lUPする。この関石はリングの武器だ
と壊しやすい。

デビルクラッシユ
サウンドテスト ゲームを始め、「TheBest 

FiveJの画面で方向キーの上下左右を順番
に関係なく押してから①ボタンを押す。こ
れで、 NumberOlのところにサウンドテス
トが出れば成功。

お得主主パスワード パスワードを「NAXATS
OFTl」と入力すると、スコア2億点、ボー
ルを140個持った状態でゲームを始められ
るようになる。また「FFFFFFFFFEEE」と
入力すると、工ンデイングを見ることがで
きる。

持ち玉を無限にする パスワード画面で、
「JOKMEJMFOHJと入力する。すると、
持ち玉が無限に主主る。
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持ち玉を失わtJ.い ボールを落としてしまいそ
うになったら、落ちる前にセーブしてリセ
ッ卜する。そしてロードしてゲ ムを再開
すると、ボールを打ち出す前の状態から始
まる。

テラクレスタE
Fカプセルのストック鍛変更 ゲーム中に①

と⑨を押しながらランを押し、そのままの
状態で方向キーの右を押す。そのあとで方
向キの右だけを離す。すると、 Fカプセル
のストック数が、右を押すごとに摺え、左を
押すごとに減っていく。

パワーアップコマンド ゲーム中にポーズをか
けて、上、下、左、右、上、下、左、右、上、
下、左、右、 ⑤、① の順に押す。画面の
下に、赤く点滅する Fカプセルが出現すれ
ば成功。自機が火の鳥に変身してパワーア
ップする。火の鳥が消えても自機は5機合
体の状態になっている。ただし、この妓は各
面 1回すつしか使えない。

残機数アップ ゲーム中にポーズをかけ、上を
押しながら ①、⑨、 ⑨、① の順に押し、
；欠に下を押し広がう②、①、①、⑥の順
に押す。すると、通常は2機の残機数が9
機に唱える。ただし、この技は電源を入れて
から 1回しか実行できない。

全ステージセレクト ステ ジセレク卜画面で
⑨を押しながらランを 10回押す。する
と、左右でステージを選べるように砿り、ま
だ進んでいないステージから、ゲームを始
めることができるようになる。

テラフォーミンダ
ステージセレクト タイトル画薗のときに、力

ーソルをコンフィグに合わせ、セレクトを
7回押したあとに、ランを押す。そうする
と、通常はコンフィグモードには存在しな
い、ステージセレクトの項目が一番下に表
示される。

無敵コマンド タイトル画面でカーソルをコン
フィグに合わせ、セレクトを7回押したあ
とに、 ① を押す。ゲムをスタ トする
と、自機がノーダメージにはる。

TVスポーツアイスホッケー
同時に録作 ます、本体に 1つだけパッドを

つなぎ、選手全員をパッド操作に設定する
と、 1つのパッドで全員を同時に操作する
ことができる。
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TVスポーツバスケットポール
同時に操作 1つだけパッドをつ芯ぎ、ジョイ

｝＼ッドセレク卜画面で選手全員をパッド
操作に設定すると、全員を同時に操作でき
る。

天外魔境 ZIRIA
オマケの紙芝居 マルチタップの3にパッド

をつ芯ぎ、タイトル画面でランボタンを押
す。すると、 「ヤッター」という声が聞こえ
て、「名作昔話じういあ」が始まる。

工ンディングのおまけ 工ンデイングの最後で
「完」の文字が出てきたら、ランを押してみ
よう。すると「おまけ」が始まり、ゲーム中
の回想シーン芯どを見ることができる。

オートモード 戦闘画面でセレクトを押すと、
全キャラに敵を倒すまで「たたかう」の指令
を出す、オートコマンドになる。解除するに
は①を押す。戦闘画面からフィールドが面
に戻ると、効果がなく怠る。

簡単にレベルアップ ます富士見神社に行くと
最強の剣が手に入り、 15808ポイントの
経験値を得ることができる。その場でその
剣を鎗て、再び剣を手に入れると経験値が
またもらえる。これを何度も繰り返せば、簡
単にレベルアップしていく。

速く歩ける ②を押し芯がら移動すると、速
く歩ける。

敵が強く怒る 戦闘中にジライアの「ぬすむ」
が失敗すると、敵の攻撃力が上がる。

名シーンダイジェスト タイトル画菌でしばら
く待っていると、ダイジ工ストのようなビ
ジュアルを見られる。デモは全部で5種類

ある。

天舛魔境Dfl:! MARU 
31噂士の注意 起動時に、ランをl回押したあ

とセレクトとランを押し続けると、パージ
ョン 3.0のシステムカードを使っていて
も、 3博士のビジュアルが現れて、スー｝＼－

CD-ROM2を使うようにいってくる。
黄金虫の卵で大金持ち ます、越中の宇奈月洞

に入る。そして、地下2階にある宝箱から
黄金虫の卵を取ったら、道具や巻物を使っ
て、京都の住宅区へ行こう。そこには、黄金
虫の卵を 1万両で買い取ってくれるおじい
さんがいるので、その人に卵を売る。

虎王で絹も攻撃 戦闘中に絹のコマンド入力の
番に怠ったら、虎主の巻物を絹自身にかけ



る。すると、絹が戦闘の問、虎に変身して、

敵を攻撃することができるようになる。虎
の能力は、攻撃力が380、防御力が210、
すばやさが290。ただし、体や、 f玉、レベ
ルは変身前の、絹のものと同じだ。

地獄のタマでレベル上げ 鋼鉄械が手に入った
ら、近江の国の北西にある小島へ行こう。こ

の島の左側の岩を調べると、 fi也獄のタマ」
が見つかる。このアイテムを使うと、敵が必
す現れる上に何度でも使える。

有名人のお墓 浪肇の国の神戸村に入って、す
ぐに左に曲がったところに有名人のお墓が
ある。墓石に向かって①ボタンを押せば、
誰のお墓か分かる。「麻里魚の墓jや「呂戸
の墓j「亜土留の墓」などがある。

百鬼夜行の箱の中身 百鬼夜行の箱を開けると
出てくる100匹の敵をすべて倒すと、徳
8000、金 10000がもらえ、さらに特
殊アイテムが手に入る。箱のある場所、手に
入るアイテムとその効果は次の通り。近江
の西京洞 月の兜が手に入る。疋丸と力ブ
キの最強装備で、守備力＋53、戦闘中に使
うと妓が120ほど回復する効果がある。因
幡の玄武洞夜の沓が手に入る。氾丸の最
強装備で、すばやさ＋66、状態を回復させ

る効果がある。石見の黄昏洞骨の剣が手
に入る。絹の最強装備で、攻撃力＋100、

l体授を回復させる効果がある。浪肇三郎の
足塚影の鎧が手に入る。守備力＋102、
体を回復させる効果がある。

いき怒り記録画面 システム起動画面でランを
押してから、 ①を押し続ける。すると、タ
イトル画薗をとばして、いきなり「歴戦の記
録」画面になる。

SDキャラが見5れる タイトル画面でランを
押して、「起」、「承」の選択画面にする。そ
して、しばらくそのままにしておくと、 SD
化した火の勇者が次 と々出てくる。

宿泊費節約 宿屋でセーブだけしてリセット
し、ゲームを再開すれば体力と技が回復し
ている。

天外魔境風雲カブキ伝
マント一再び ロンドン橋を渡るときクイーン

ズ側から行く。すると、橋の途中にいるマン
トーのビジュアルシーンを見ることができ
る。

あとからでもアイテムがもらえる アイテム欄
がいっぱいの状態で、サーカス団長 （宿屋の
女将ジュリア）を倒す。すると、通常芯うそ

天外魔焼風雲力ブキ伝

の場で入手可能芯アイテムがもらえない。
しかし、手持ちのアイテムを整理してから
ジユリアの宿に行けば、アイテムをちゃん
ともらえる。 、

ジェットモグラの通路に隠し部屋 ジ工ツトモ
グラに乗ってゴート屋敷から脱出すると
き、迷路の奥の皇室にぶつかる。すると、宝箱
がおいである隠し部屋に入ることができ
る。

嵐山温泉誘錫事件 世阿弥を仲間にしたら、嵐
山温泉に行き温凍に入る。そのとき、男湯と

女湯のあいだにある壁の穴から女湯をのぞ
くと、モンスターが現れて、温泉に入ってい
る女の子が誘拐されてしまう。

ホーワースの幻の道具屋 ホーワスの酒場の
隣に、道具屋の看板が掛かっている空き家
がある。ここに何回か出入りしてみると、幻
の道具屋が出現することがある。

カルネの歎が3番まで聴ける 歌い終わった
力ルネが質問してくることに、 「はいJと答
える。すると、歌の続きを聴かせてくれる。

ストーンへンジでヤオイに会える 永遠のサン
グ工を倒したあとに、ストーンへンジへ行
ってみる。すると、ストンへンジの取材に
来たヤオイに会うことができる。

着き猿についての話が聞ける レイナ姫からガ
ータ をもらったら、ネス濁に行ってみ
る。すると、ネッシーから蒼き狼についての
話を聞くことができる。

京スポのネタ矯加 イベントをクリアするごと
に、京スポのネタが増加する。これは、全部
で 12種類まで増える。

手本引きのレートf)＼変わる 嵐山遊園地で足下
兄弟に会ったら、手本引きをやってみる。す
ると、それまでは 1口10両だったレート
が、 1口100両に変わっている。

ピエロの散に伴奏がつく 忍びの里に行ってか
ら、嵐山遊園地のピエロの歓を聴くと、通常
は伴奏が入ってい芯いのに、 1回だけ伴奏
が入った状態で聴くことができる。

地下鉄の幽のオルゴール カンタベリーで、地
下鉄の駅の南東にある家に入る。そして左
側のベッドの枕元を謁べると、地下鉄の闘
が聴けるオルゴールが見つかる。

犬パスの幽のオルゴール ネス湖の小屋に入り
ベッドの枕元を調べると、犬パスの曲が聴
けるオルゴールが見つかる。

ストーンへンジの観明 千里面を入手する前
に、初めてストーンへンジへ行く。すると、
世阿弥のストーンへンジの説明が聞ける。
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何回の声が聞ける 旧システムカードでこのゲ
ームを起動すると、阿国にシステムのパ
ジョンが違っていることを注意される。ま
た、 CDプレーヤーで再生したときも、同じ
ように阿国に注意される。

無料で回復 宿屋に行ったら、記録だけをして
電源を切る。そして、再び起動さぜ続きを始
めると、体力や技が全部回復した状態に芯
っている。

寄付のお干し ドルイド教会で寄付をすると、ま
れに「一角馬の角」がもらえる。

ペガサス競馬に参加する 空中回廊を歩いてい
ると、壁が崩れている場所があるので、そこ
から下に落ちる。すると、ペガサスが出走す
る競馬を見ることができる。乙のとき、所持
金が 1000ポンド以上なら、競馬に参加す
ることもできる。

レイナ姫のビジュアルが2種類 ロンドンで
レイナ姫から依頼を受けるが、そのときの
力ブキの返事しだいで、レイナ姫の表情が
違ってくる。どちらの返事をしても、その後
のスト リーにはまったく影響し広いの
で、 ~g;がお願いをしできたら「いいえ」と答
えてみよう。

lJllの織入りを見る ます、桃山鉱山で硝自主石を
入手したら、世阿弥を仲間にして嵯峨野村
のお稲荷様の願いを間く。次に、念仏寺に入
り土グモを倒して、塩酸石を入手する。する
と、念仏寺から出たときに、狐の嫁入りを見
るととができる。嫁入りのビジュアル終了
後に歩き出すと、力ブキの金子が増え、さら
に、念仏寺の隣にある空き家に宝箱が出現
している。

手本引きで鰻畠をもらう 手本引きでダブルア
ツプを3回繰り返すと、景品としてアイテ
ムがもらえる。ただし、アイテム欄がいっぱ
いだともらえ広い。

ネコダルマの館へ行く ゲームをクリアしたら
工ンディングの最後で、幕が降りたあとに
①を押す。このあとリセットをして、ゲー
ムをクリアしたデータでゲームを再開す
る。すると、終盤のダンジョンの宝箱が3つ
ある部屋に、ネコダルマの館への入口が現
れる。

アイテム楢殖j去 ます、預かり所に行って引き
取る画面にする。このとき、増やしたいアイ
テムのまわりが空欄に怠っていなかった
ら、隣のアイテムを引き取って、空欄を作っ
ておく。そして、その空樹にカ ソルを合わ
せてかう、指やしたいアイテムにすばやく
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カーソルを移し、再び空欄に戻す途中で①
を押す。すると「誰がもちますかっ」と表示
されて、アイテムをキャラに持たゼられ
る。さらに、預かり所にも同じアイテムわt残
っている。とれを繰り返せばアイテムを矯
やすことができる。

会話を阜送り 会話中に⑤を押すと、会話を
早送りできる。

芙舛魔境電脳緒蝿格闘伝
操作がオートに怒る 練習試合か紅白試合のキ

ャラ選択画面で、キャラにカーソルを合わ
せてセレク卜を押すと、 lPや2Pの表示が
COMに変わる。そのまま試合を始めると、
キャラの操作がオートに広る。

天使の詩
裏ストーリー 出し方は、ます、一度ゲームを

クリアする。そして、「Th巴EndJの文字が
画面に表示されたら、⑨を62回以上押し
てから①を押す。すると「天使の詩～番外
編～jが始まる。

速く移動できる 移動するときに⑨を押し砿
がら方向キーを操作すると、 2倍の速度で
移動することができる。

ビジーユアルセレクト ます電源を入れ、タイト
ル画面で右を4回、上を3園、左を6回、
⑨を7回、①を 1回の順に押す。すると
ヒ”ジュアルセレクトになり、ゲーム中のす
べてのビジュアルや音楽が聴けるように怠
る。

ケアルのレベルが99に怒る ますマルチタッ
ブにパッドを2つつなぎ、起動画面で lP
JCッドのランを押す。そして、すぐに2PJ¥
ッドのよ、 ①、⑨を押し続ける。すると、
ケアルのレベルが99でゲームが始まる。

天使の詩E堕天使の選択
レベルアップコマンド マルチタップを付け

て、 3Pにパッドをつ広いでおく。次に町の
出入りや、戦闘開始時芯どのアクセスのと
きに、 3PJてッ ドのセレクトとランを押し続
ける。すると、キャラのレベルは 1のまま
だが、経験値が異様に高い数値に芯ってい
る。との状態で 1回戦闘に勝つと、いき芯
りレベルが99になる。

ビジュアルセレクト メーカーのロゴの表示中
に、⑨、 ①、下、下、上、上の順に押すと
ヒ、ジユアルセレク卜画面が現れる。また、こ
こで登場する 「力一ドゲーム」の項目を選ぶ



天聖穂SAINTDRAGON～トイレキッズ

フォルが3つ並んだ場合
ゲームは続行できる。データle!:本当のエンデイングを見るた
めのデータに変更。エンデインタも見られる

クリア、ベル、りアが3 ゲームle!:続行できる。データはヱンデイングを見るための

つ並んだ場合 データに変更。本当のエンディングは見うれ忽い

メル、ミリが3つ並んだ ゲームlま続行できる。データは変更しはいのでストーリー進

場合 行lま不明。エンデイングは見られたEい。

同じキャラが並ばなかっ
ゲームが続行できす、ゲームオーバーになる

た場合

と、ゲーム中にも登場する力一ドゲームの
みを遊ぶこともできるように忽る。

戦闘で.告 旧システムカードでこのゲームを
起動すると、戦闘シーンのような警告画面
が現れる。

方舟出現 マルチタップの3P倶IJIこjてッドを接
続し、アーウィンの街を出ると同時に3PH
ッドのセレクトとランを押し続ける。とれ
で街の外に方舟が出現する。

実E寵SAINTDRAGON 
書官敵コマンド ます、上を押し花王がら笥源を入

れ、方向キーから手を放さすにゲームを始
める。すると無敵の状態になっている。ただ
し、アイテムが取れなくなってしまう。

天地無用！圏直鬼
タイムが滅5ない 鷲羽の部屋に行くと 「鷲羽

ちゃんのクイズでポンリというクイズゲ
ームで遊べることがある。ここで問題が表
示されたら、セレクトを押し続ける。する
と、セレクトを押しているあいだはタイム
が減ら忽く怒る。

CGも～ど AかCルートまでゲムを進め
て、白亜の登場デモを見る。そして彼女の具
合を見ないで、露天風呂に向かう。ここで
「ボーッとする」を選ぶと、天地の夢の中に
津名魅が現れ、プレゼン卜はいら芯いかと
聞いてくる。ここで 「は、はいJと答えて、
一度セーブしてリセットする。すると、タイ
トル画面に CGも～どが追加むれ、今まで
見た CGを自由に見られる。

デバッグモード タイトル画面で右、下、左、
上の順に11回押す。すると、画面が切り替
わりデパックモードになる。ことでは、自由
にシナリオを選んで始めたり、すべてのCG
が見られる。ただし、とのウルテクを使うと
CGの流れや達成率がおかしくなることが
ある。最悪の場合ゲームが止まってしまう

と
トイショップボーイズ
パワーアップアイテムでダメージ ショットの

パワーが最強の状態でパワーアップアイテ
ムを取ると、画面中の敵全体にダメージを
与える。

トイレキッズ
サウンドセレクト タイトル画面で4回リセ

ットをする。そのあとランを押すとサウン
ドセレクトの表示が現れる。セレクトで選
曲、ランで演奏が始まる。

無限コンテイニュー コンテイニューの残りが
ない状態でゲームオ－｝（ーになったら、タ
イトル画面でリセットをする。すると、コン
テイニューの数が3に復活して、ゲームを
続けうれる。
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ときめきメモリアル～虎への道

縦長画面 セレク卜を押し芯がら電源を入れる
と、縦長画面で遊べる。

ときめきメモリアル
伊集院の隠しイベント 休日ごとに伊集院に電

話をかけると、隠しイベントが発生する。
20回以上芯う廊下で伊集院とぶつかるイベ
ントが発生。 40回以上になると伊集院が誘
拐されるイベントが発生。このとき、必す助
けに行く行動をとること。そして65回以上
に怠ると好雄が何かを伝えようとして襲わ
れるイベン卜が発生する。

おまけゲームでフルパワー ます、 2年の文化
祭に怠ったら、電脳部に行き 『ツインビーり
たんすjをプレイする。そしてプレイ中に
ポーズをかけ、上、上、下、下、左、右、左、
右、 ⑤、① の順に押す。このとき自機の
まわりが臼くなったら成功。フルパワーの
状態でプレイできるように芯る。

怪しいプレゼント ます、詩織の誕生日を8
月 12日から 8月 17日のあいだに設定す
る。そして自分は野球部に入り、練習にはげ
んで甲子園に行く。大会中に詩織の誕生日
がきたら、プレゼントを適当に決める。する
と、メッセ ジの部分がパグってしまい、プ
レゼント名がへン芯ものに芯る。

シャツを取5れてしまう 毎年6月の第 1土
曜日に行われる体育祭に怠ったら、出場種
目で騎馬戦を選択する。そして騎馬戦のル
ール画面で 16分から 18分くらい待って
かう騎馬戦を始めて、わざと負ける。すると
通常ならハチマキを取られるはずなのに、
シャツをはぎ取られて詩織が下着姿に芯
る。

.告画面を見る ①と⑥を押し広がらゲム
を起動させる。すると、システムのパージョ
ン違いの嘗告画面を見ることができる。

美樹原さんがい16.く怒る 美樹原さんと知り合
l,¥Iこなったら、デートの約束をする。そして
そのあとの休日に誰とでもいいので、別の
場所でデートの約束をする。美樹原さんと
のデ トの目、わざと別の場所へ行ってか
ら約束の場所へ行くと、美樹原さんの姿が
消えてしまう。とれは、しばらくゲームを進
めるともとに戻る。

都市転送計画工ターナルシティ

初めから軍強 パスワードの入力画面で、
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「NAXAT SOFTMA×POWER」と入力し
てゲームを始める。すると、いきなり最強の

状態でゲームが始まる。

トップをね5え！ GunBuster 

VOL.l 
オマケ機能 ゲームをクリアしたあとで目次を

見てみると、オマケ機能の項目が3つ追加
されている。1つ目は、没セリフ集。NGに

なったセリフや、少しアブナイセリフを聴
くことができる。2つ目は、オルストリ
ー。ゲーム本編のアニメーシヨンを通して
見ることができる。3つ目は番外編。メイン
キャラが登場する小劇場が見られる。

いきなり目；欠画面 起動画面でランを押してか
ら、 1；を押し続ける。 すると、デモ画面をと
ばして、いきなり目次画面になる。

トップをねSえ！ GunBuster 

VOL.2 
セリフが変わる 目次で人物紹介を選択した

う、 1人の人物の同じ項目について、 4回以
上聞く。するとキャラのセリフが変わる。

科学講座 旧システム力一ドでこのゲームを起
動すると、講座形式で醤告してくれる。

デモ飛ばし 起動画面でランを押してから①
を押しつづけると、デモを飛ばして目次に
行ける。

隠しビジュアル ゲム終盤で 「泣いたまま艦
内待機している」というコマンドを選ぶ。す
るとゲームオーバーに怠ってしまうが、
「TryAgain」と表示されている画面で5分
くらい待つと、隠しビジュアルが出る。この
後も約5分待つごとに次々と隠しビジュア
ルが現れ、全部で9つのビジュアルが見ら
れる。

虎への道
デバッグモード マルチタップの 21こパッド

をつなぎ、方向キーの上と①ボタンを同時
に押すとデバッグモードになり、ステージ
セレクト、サウンドテスト、無敵設定などが
できる。

変形しゃがみ攻撃 ⑨を押し広がら下を押す
と、自キャラがしゃがみ攻撃をする。

会心の一撃 1-5のボス、魚人に2回夕、メー
ジを受けてから攻撃すると、魚人の体力を
半分にできる。

残り数摺やし ステージ3-1で、画面左上と
右下の2つのlUPを取ってから、わざとや
られる。これを繰り返すと、残り人数を9人
にまで増やせる。



ドラえもんのぴ太のドラピアンナイト（CD版）～ドラゴンスレイヤー英雄伝説

ガケに入れる ステージ3-1の左上のlUPの
あるととろから、右へ飛び降り、落下中に左
を押し続けると、ガケの中に入りこむこと
ができる。

ドラえもんのび太のドラビアンナ

イト（CD版）
薗セレクト タイトル画面で、上、 ①、⑨、

下、⑨、 ①、左、右、 ③、①の順に押す。
すると面セレクトができるようになる。画
面左上の数字を方向キーで変えれば好き芯
面が遊べる。

ドラえもんの主題歎tJi聴ける 旧システム力一
ドで起動すると、スーパーシステムカ ド
を使用するようにという注意画面が現れ
る。乙の画面で①を押すと、ドラえもんの
主題歌がフルコーラスで聴ける。

ドラえもん封書殖 ステージ 1-1で、中盤にい
る翼龍の背中に飛び乗る。そして、そこから
右上にジャンプしてタケコプターを取った
ら、入口上空の3UPを取ってわざとやられ
る。これを繰り返していくと、ドラえもんの
残り数がどんどん増えていく。

隠しアイテム ステージ 1-1で、中盤にいる
翼声Eの背中に飛び乗る。そして、そこかう右
上にジャンブしてタケコブターを取った
ら、出口の上空でフルパワーという隠しア
イテムを取ることができる。

ドラえもん迷宮大作戦
ドラえもんがいっぱい パスコードの入力画面
で、入力位置の左から順醤に①を4回、 6
回、 2回、 2固と押す。そしてゲームを始め
ると、画面上にドラえもんがいっぱい登場
する。

II終面Sむすかしいモードパスコード パスコ
ードの入力画面で、入力位置の左から順に
①を3回、 3回、 1回、 4固と押すと、や
さしいモードとふつうモードの60画から
始められる。また、 l回、 2回、 1回、 4固
と押すと、むすかしいモードの 1函から始
められる。さらに、 2回、 2園、 5回、 O固
と押すと、ふつうモードとむずかしいモー
ドの60面かう始められる。

得点が倍に 連続で同じ種類の敵を埋めていく
と、埋めるたびに得点が倍に怒り、最高で
3200点に芯る。

空中歩行 ドラえもんが一度ミスして復活した
ら、点滅しているあいだは無敵芯うえに、穴
や川の上も歩ける。

ドラコンEGG!
面セレクト タイトル画面で下、下、上、上、

友、右、左、右、⑨、①の順に押す。す
ると画面が切り替わり、面セレクトができ
るように怒る。この画面に出る数字は1～4
が 1面、 5～8が2面、 9～11が3菌、
12～ 13が4面、 14～ 15が5菌、 16～
17が6箇というふうになっている。

サウンドテスト タイトル画面で上、上、下、
下、左、右、左、右、⑨、 ①の順に押す。
すると画面が切り醤わり、レベルメーター
っきのサウンドテストができる。

ドラコンスピリット
縦長画面でプレイ 電源を入れてから、セレク

トボタンを押しっぱなしで57回ランボタ
ンを押す。つまり、 57回リセットすると縦
長画面に芯る。

ミュージックモード タイトル画面で左、右、
下、上、セレクト、左と押す。

簡単にコンテイニューモード タイトル画面で
①と⑨を同時押しでコンテイニューを2回
できるように芯るが、 ①を押しながら⑨を
押すか、またはその逆でもコンティニュ
できるように芯る。

隠しアイテム 特定の場所を対地用ファイヤー
で攻撃すると、パワーウイングとワイドと
スモールとスピードアップの効果のあるア
イテムが現れる。このアイテムのある場所
は、 5画のボスの手前にある聞く壁の左側
にある大きな突起の真下、 6面の3番目の
破壊可能芯氷壁左側、 7面のクモが大量に
出現したあとにある四角い壁の後ろ、 8菌
の最後の別れ道にある真ん中の壁が左側に
せり出したところの4ヵ所。

エンデイングが縦長に 工ンデイングが終わっ
てからしばらく待つと、エンデイングが縦
長になって始まる。

ドラコンスレイヤー英雄伝観
おまけモード ます、電源を入れてランを押し

たら、 coのアクセス中に上、①、②、セ
レクトを同時に押し続ける。すると、サウン
ドテストとモンスター図鑑が見られるおま
けモードの画面が出る。このモードは、ス－
）＼ーカードより古いシステム力一ドでゲー
ムを起動し、ランを押しても見ることがで
きる。

3i箱の中身が成長する このゲームでは第 1
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ドラゴンスレイヤー英縫伝説E～ドラゴンナイト血

章をクリアすると、ルディアの減の中にあ
る宝箱を開けられるように芯る。この宝箱
を、第l！章をクリアした時点で開けると「鉄
のヤリ」や「くさりかたびら」が手に入る
が、第2章をクリアした時点で開けると「は
がねの剣」や「はがねのよろい」に成長して
いる。このように章を進ませてから宝箱を
開けると、より成長したアイテムを手に入
れることができる。

目玉のついたクツ 第5章に芯ったらミラル
ダの家に行き、タンスを調べる。すると 「目
玉のついたクツ」というアイテムが手に入
る。乙のクツを装備して街や洞くつを歩く
と、ランダムに50ゴールドすつお金を見つ
けることができる。

やみの商人 ネりアの港の北側には、まともに
アイテムを売らない「やみの商人Jがいる。
しかし、ゲームが第5章まで進むと「幸福
のタロット」と 「不幸のタロットJという、
普通では買えないアイテムを売ってくれる
ようになる。

エンディングのあとのおまけ エンデイングが
終わったあとで、しばらく伺もし芯いでお
くと、おまけの 「どうごんすれいや一一座」
が始まる。

WI)去をすべてそろえる 最終章でドラゴンを手
に入れたあと、ウォンリーク公国の南の、セ
クリウス島のラスタパンに行くと、すべて
の魔法を教えてもらえる。

いき怒りコンテイニュー画面 システム起動画
面でランを押してから、 ①を押し続ける。
すると、タイトル画面をとばして、いき芯り
コンテイニュー画面に怠る。

大積の効果 5章が終わってからコルクスのiii
で買える大根は、装備して攻撃するとパペ
ピアの追加効果がある。

ドラコンスレイヤー英雄伝説E
密島酒をt留やす ます、アネスの洛へ行き、キ

ノコの王様を入手する。次に、それをアフル
の村の老人に渡して密造酒をもらい、ルデ
ィア城の武器庫に預ける。これを繰り返せ
ば、武器庫がいっぱいに芯るまで、密造酒を
矯やすととができる。

タイトル画面を飛ばせる ① を押しながらゲ
ームを起動させると、前回ゲーム中にセー
ブした場所が現れ、すぐにゲームを再開さ
せることができる。また、⑨を押しながら
ゲームを起動させると、すぐにセーブデー
タ選択画面が現れる。
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戦闘回避法 敵に固まれたら、戦闘を始める前
にセーブをして、すぐにそのデータをロー
ドする。すると、まわりを囲んでいた敵がい
芯く芯る。

ttI.ぜか嘗告される パージョン 3.0以降のシ
ステム力一ドかDUOで起動し、「JUSTA 
MOMENT」の表示が出ているあいだ、セ
レクトを押したままランを押し続ける。す
ると、旧システム力一ドで起動したときの
量産告画面を見られる。

ドラコンセイパー
縦薗菌モード タイトル画面で30回リセッ ト

すると、いつもとはー昧違ったスマ ト芯
キャラでプレイができる。

1人で2Pができる lPでも2匹のドラゴン
が操れる。やり方は、タイトル画面でセレク
卜とランを同時に押し、 2PLAYERを選ぶ
だけ。

ドラコンナイトE
塔の外側を歩く 魔女の盗3Fの箔で、ます大

ネズミがいる座標（Xl7、Yl7）に後ろ向
きで入る。すると、大ネズミとの会話が終わ
った時点で、プレイヤーが自動的に搭の壁
から押し出されて外に出てしまう。これ
で、経の外側を自由に歩き回れる。

魔法陣カード怒しでドアを通過 魔女の洛5F
l立、悪魔の薗がいちいち問題を出してき
て、それに答えなければ通過できないよう
に芯っているが、このドアに後ろ向きに近
づいていき、獲したら回れ右をしてドアの
方を向く。すると、普通なら悪魔の面のビジ
ュアル画面に切り替わるはすが、ただのド
アの画面に芯っている。これで、そのままド
アを通過することができる。

隠しビジュアル 旧システム力一ドで起動し
て、注意画面が表示されたら①を押す。す
ると、隠しビジュアルが見られる。

コボルトに注意される ゲムを初めからスタ
一卜するときに、セーブデータがいっぱい
だとコボルトに注意される。

オープニングデモをとばす システム起動画面
でランを押してから、そのままランを押し
たままにする。すると、オープニングデモを
とばして、いきなりタイトル画面になる。

ドラコンナイトE
ラクにお金かせぎ ヌ ディスト村に入った

ら、村の中で八イアの魔法を使って別の場



ドラゴンナイトSグラフィティ～ドンドコドン

所へ行く。すると、ヌーディスト村で門番に
預けたはずの武器や防異があるので、全部
売ってしまう。そして再び八イアの魔法で
ヌーディスト村に戻ってそのまま村から出
ると、最初に預けた武器や防具を返しても
らえる。それらを装備し直して、またヌーデ
ィスト村に入り、同じ動作を繰り返すとラ
クにお金をかせげる。

ドラコンナイト邑グラフィティ
生き返りの.を入手 女神の繕の 6~皆で、イ

工ロードラゴンの部屋かう東に向かつて3
本の柱がある。そこの一番東の柱の東側か
らぶつかると、扉のt;J.い隠し部屋に入り、中
の宝箱に「生き返りの薬Jが入っている。

ドラコンハーフ
お先にエンデイング タイトル薗薗で①、

左、右、左、右、 ①のJI慎に押す。ここで音
がしたら下の表のコマンドを入力すると、
コマンドに応じたキャラのエンデイングに
怒る。

クリア後の才マケ ゲームをクリアして、スタ
ッフロルを最後まで見たら、約3分間そ
のままにしておく。すると「まだ切らない
のつ」とメッセージが表示されて、ゲーム中
の音楽やキャラのセリフが流れる。

TRAVELエフル
縦長画面モード ゲーム中にポーズをかけ、上

を押すと、画面が縦長に怒る。ポーズを解除
すれば、ふつうにゲームができる。再びポー
ズをかけて下を押せば、画面を元に戻せ
る。

ドルアーガの培
サウンドセレク卜 電源投入後の、「namcoJ

の文字の表示中に①と⑥を押し主主がらセレ
クトを押す。すると、文字の上に数字が現れ
る。⑥を押して数字を変えると自動的に砲
がスター卜して、 ①で演奏の停止、開始が
できる。

キャラ名 コマンド

ミンク よとランを縛す

ビーナ 右とランを押す

マナ 下とランを仰す

メラミ 左とランを押す

隠れメッセージ タイトル画面で上を6回、
左を4回、右を3回押す。すると「ウラめ
ん忽んて ありませんよ」とメッセージが
現れる。

楽々アイテム繍殖法 イージーモードかノーマ
ルモードでゲームを始め、宝箱を取り、フロ
アをクリアしたらリセットをする。そし
て、「つづきからスタート」を選び、さっき
クリアしたフロアからゲームを始める。す
ると、宝箱やスペシャル宝箱をまた取るこ
とができるのだ。この方法で、 7つまでアイ
テムを溜やせる。しかし、武器などの lつ
しかないアイテムの宝箱は、 2回以上出せ
ない。

煩初かう勇気の備がいっぱい パスワード入力
画面で「PQ7EPQXA 7Q 7 A5A6」と入
力する。すると勇気の値が99、ギルの装備
が初期状態で、フロア 1からスター卜す
るロ

ドロッフロックlま§ホラ
ラウンドセレクト タイトル画面でセレクトボ

タンを16回押してから、ランボタンでゲー
ムを始めるとラウンドセレク卜ができる。

無限コンティ二ユー タイトル画面で①ボタ
ンとランボタンを同時に押し、続けて⑨ボ
タンとランボタンをすばやく同時に押す。
成功すればクレジッ卜が×になり、無限に
コンテイニューができるようになる。

サウンドテスト タイトル画面で⑨を押しな
がらセレクトを押す。すると画面が切り替
わり、サウンドテストができる。

ドンドコドン
クレジット漕加 ます、 2PLAYERSを選ん

でゲームを始める。次に、最初の画で片方の
プレイヤーが、もう一方を完全にたたきの
めす。いったんゲムオーJ＇（ーになり、タイ
トル画面に切り替わったところでランボタ
ンを押す。するとクレジッ卜が12に増えて
いる。

裏面へ行ける 1薗の一番上の段の真ん中で、
ジャンプしてハンマーを娠ると光る所があ
る。そこを何回も叩くと、鍵が出る。これを
取るとパスワードルームへの扉が現れるの
で、ことに入ってパスワードルームへ行
く。 そして、パスワードを 「φ＜：？＜＞~~¢＜：？
<> Jと入力する。すると裏面へ行けるように
なる。

クレジットが滅51<1:い lP側と2P側両方で
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ナイトライダースペシャル～二ユートピア

ゲームを始め、どちらかがやられてもコン
テイニューせすに、そのラウンドはもう片
方にクリアしてもらう。次のステージに芯
ったら、やられた側が方向キーのどれかを
押すと、クレジッ卜を減らさずにコンティ
ニュできる。

ハンマーを渡す 「2PLAYERSJでゲムを始
め、どちらかが特殊なハンマーを持ってい
るときに、もう片方が特殊忽ハンマーを持
っている方をたたく。すると、たたいた方が
ハンマーを受け取っている。

援をすりぬける 「2PLAYERSJでゲームを始
め、片方がもう一方を薄い壁に押しつける
と、押しつけられた方は壁をすりぬけてし
まう。

2人を同時に操作 ます、マルチタップを接続
しておき、「2PLAYERS」でゲームを始め
る。途中で、マルチタップを外してjtッドひ
とつをつ芯いでゲームを再開すると、 2人
を同時に操作できる。

な
ナイトライダースペシャル
BGMセレクト 著作権表示画面で方向キーの

下とセレクトボタンを同時に押すと、 BGM
セレクト画面になり自由に選べるように芯
る。

強力体当たり ザコの車やトラックは、真横か
ら体当たりすると、 撃で破壊できる。

NAXATOPEN 
女の子でプレイ 名前入力画面のときに、最後

が「こ」で終わる名前を入力する。すると、
プレイキャラクタが女の子のキャラクタに
変わる。

NAXAT STADIUM 
おもしろパスワード ペナントモードを選び、

コンテイニュー画面を出す。そしてこの画
面で「SOUND」と入力してスター卜する
と、サウンドテスト画面に忽る。また「4G
AMENJと入力すると、 4分割jの画面でプレ
イできる。「BOUNDJと入力すると、赤い
土の球場になり、やたらとポールが跳ねる
ようになる。

隠れチーム lP MOD Eで×チームを選
び、 PLPDまたはPLPHのパスワードを入

74 

力する。すると、隠れチームのNチームま
たはAチームと試合ができる。

ウォッチモード ペナントモードの勝敗表の画
簡で⑨を押すとウォッチモ ドになる。ま
た勝敗表の画面で①を押すと結果だけ表示
される。

＇／；；.ぜか四l:J( デッドボールを受けた選手の次の
打席で出る今日の成績を見ると、広ぜひ 「四
球」となっている。

tci5T-もの戦闘部隊 BLOODY

WOLF 
面セレクト タイトル画面で⑨、①、①、

②、①、①、⑥、①と押して下の表のコ
マンドを押しながらランボタンを押す。

無限コンテイニュー タイトル画面で上、
①、下、⑨、左、 ①、右、⑨と押す。

サウンドテスト タイトル画面で方向キーの上
と⑨ボタンを押し広がらセレクトボタンを
押す。

ブラッディウルフ2と3 タイトル画面で上、
下、右、右、 ①、 ①、⑥、セレク トの／I慣に
押すロすると「BLOODYWOLF2」と表示
され、ゲームをスター卜するとスピードが
ものすごく速くなっている。さらにタイト
ル画面で下、上、 左、左、⑨、⑤、①、セ
レク 卜の順に押すと 「BLOODYWOLF3」
と表示され、ゲ ムを始めるとジャンプ力
が強力に怠って空を飛べる。

ナイフで箱を聞ける カギを持っていないとき
に、ナイフで箱を15回突く。すると、箱が
開いてしまう。

躍りトレザ・スコロク・92
いき怒りエンデイング ゲームターン数の決定

画面で、ターン数を0000にしてゲームを
始めると、工ンデイングを見られる。

＝ユートピア
天空の鐘の利用法 ます、天空の鐘を手に入れ

る。この天空の鐘を地上で使うと敵を全滅
させたり、岩を動かして出す扉や階段が出
現したりする。また迷宮の中で使うと、ボス

1面12面13面14面15面Is面｜フ面＼a面
ょ｜右よ｜ ；白｜右下｜下｜左下｜；在｜左上



ニュートピアE～ニンジ白ヤウォーリアーズ

やメダリオンがある部屋以外の扉が開い
て、隠し階段も出現してしまう。

慢強のパスワード パスワ ド入力画面で「す
づよたがひ1:l1づぬめつれ くけもりみだら
らやねおlこ」と入力すると、最強の剣と鎧を
持ってメダリオンを3つ取り返した状態で
最初からゲームが始まる。

爆弾男フレイ パスワード入力画面で 「づゆど
りまあぬごおせじゆ かあふてりづねすね
おあん」と入力すると、爆弾を46個持った
状態でプレイできる。

自由をチ工ンジ 1画面中に敵が2種類以上い
たら、弱いほうの敵を倒し、移動して画面を
切り換え、元の画面に戻ると、残した敵が弱
い敵に変わっている。ただし、組み合わせに
よっては、変化し芯いこともあり、弱い敵が
強く変化することもある。

ニュートピアE
キャラクタテスト タイトル画面でコンティ二

ユーを選び、パスワード入力画面を出す。そ
こで「ざっつえんたていめんとにゅうとぴ
あ」と入力し「おわりJを選ぶ。すると画面
が切り替わり、ザコかうボスまですべての
敵キャラがキャラ名、ゲーム上の動き、攻撃
方法を見せるキャラクタテストに忽る。

サウンドテスト タイトル画面でコンティ二ユ
を選び、パスワード入力画面を出す。そこ

で「みゅうじっくふろむにゅうとぴあ」と入
力して「おわり」を選ぶ。すると、サウンド
テスト画面に切り替わる。

パスワードを入れ笛える パスワードを入れ替
えると、持ち物や装備などを強力にするこ

とができる。ゲームの途中ならどこでもい
いからパスワードを聞く。そ乙でいったん
りセットして、タイトル画面でコンティ二
ユ を選び、パスワード画面を出す。する
と、先程聞いたパスワードが表示されてい
るので、下の表Aに照らし合わせてパスワ
ードの上段を入れ替える。どとを入れ替え
ると伺が変化するのかは、表Bを見ればわ

かるようになっている。
名前がハドソンに怒る 名前入力画面で何も入

力せすに終わると、名前が 「はどそん」に芯
ってしまう。

変な主人公にtI.る パスワード入力画面で、
「せどてすろするむ るまげきけんとへと
すのづらわそしるかわばぬだゆひぞや
ぢんもちりのだもんへざぐどぞ」と入力
すると、変主主主人公になる。

ニンジャウォーリアーズ
コンテイニュー9回 タイトル画面で、ます

①ボタンを押したまま上、右、下、左と押
す。次に①ボタンを離してまた上、右、下、
左と押すと、コンテイニューの回数が9固
になる。

音楽セレクト タイトJG画面でセレクトボタン
を押して「OPTION」の表示を出す。その
ままセレクトボタンから指を離さすにラン
を押して、しばらく両方押したままの状態
にする。そこで、「JUKEBOX」と表示され
れば成功。ランを押すと演奏できる。

4回自殺で面セレクト ます、ゲームをスター
トさせたう、わざとやられる。このとき、忍
者が爆発している聞に、下を押しておく。そ

表A （パスワード上段入替え位置）

。δ屯哲るδ官軍るoδ宮間るo

表B （入れ替えることで変化する部分）

~ ゴールド ① 剣、盾、鎧、ホールドアイテム

① ゴールド、ライフ、セレクトアイテム ① 盾、ホールドアイテム、クソスタル

① コールド、セレクトアイテム ③ ホールドアイテム

① セレクトアイテム ⑬ クリスタル、自キャラの出現地点

⑤ セレクトアイテム ⑪～⑬  自キャラの名前

⑥ 
セレクドアイテム、剣、盾

ホールドアイテム
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忍者穣剣伝～ネクタリス

してゲームオー｝＼ーになったらコンテイニ
ューをする。ここで、またわざとやられてし
まい、今度は爆発中に左を押しておく。もう
一度コンテイニューをして、わざとやら
れ、爆発中に右を押しておく。さらにもう一
度コンテイニューをし、爆発中に上を押し
ていると、面セレクトの画面を出すことが
できる。

スーH-1tードモード どのレベルでもいいの
で、コンテイニューを使わす3面まで進み
ゲムオーI¥ーにする。ここで、コンテイニ
ューをせずに、 fENDJを選んでタイトル画
面を出し、オプシヨン画面を選13＼。そこで、
レベルをハードにしてゲームを始めると、
より難しいス パ一八一ドモードでプレイ
できる。

忍者随剣伝
プレイヤー叡泊加 電源を入れ、 fHUDSON

SOFTJとメーカー名が表示されていると
きに、ランを押してタイトル画面にする。次
に、タイトル画面で下と①を同時に押し続
ける。そうすると、メーカー名の部分が青く
なるので、あとはゲームをスター卜すれ
ば、プレイヤー数が通常の3かう6に憎え
ている。

忍術を 99にする コンテイニュー画面で、
上、 ①、⑨を押し続ける。ここで、音が
したら成功。ゲームを始めると忍術が99に
なっている。

ね
ネオ・ネクタリス
ユニット入れ醤え ゲームモード選択画面で

「VS&PASSWORDJを選ぶ。そして「lP

PASSWORDJにカーソルをあわせて、セ
レクトを押し拡がら①を押し、パスワード
を入力する。すると、自軍と敵軍のユニット
が入れ替わる。

ウォッチモード ゲームモード選択画面で、
「VS&PASSWORDJを選ぶ。そして 「2P
PASSWORDJにカーソルをあわせて、セ
レクトを押しながら①を押し、パスワード
を入力すると、ウォッチモードに怠る。

II菌も含むパスワード パスワード入力画面
で、下の表に示したパスワードを入力す
る。すると、裏面も含むそれぞれの画をプレ
イすることができる。

ステージクリアコマンド 自軍のターンのとき
に、 セレクト、左、 右、左、上、上、下の順
に入力し、 「終了Jにカーソルを合わせて①
を押す。するとステージクリアになる。ただ
し、ゲームモードが 『ネクタリスjの場合は
使用できない。

ネクタリス
IIステージ 1～ 16薗のパスワードを逆から

全面パスワード

面 表 哀 面 表 襲

SHEKEL しEKEHS 13 MARDUK KU DRAM 

日 円UPIAH HAIP E円 14 ARBELA ALE  BRA 

3 DOLL A円 円ALLOD 15 KHUSRO 0円SUHK 

4 PESETA ATESEP 16 SAFFAH HAFF AS  

5 FOR INT TN  l円OF 17 MEDICI ICIDEM 

6 ESCUDO OD  UC  SE  ！日 co円TES  SETROC 

フ AGOROT TOROGA 19 ARMADA ADAM RA  

8 DINARS SRANID 20 MOZALT TしAZOM 

8 SA TANG GNAT AS  21 THIERS SREIHT 

10 HALE RS  SRELAH  22 FUHRER RERHUF 

11 PAI SAS SAS I AP  23 MONROE EORNOM 

GROSZY YZSORG 24 ADVENT TNEVOA 
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ネクロスの要塞～熱血高校ドッジボール部PCザッカー編

ステージ パスワード ステージ パスワード

lilii REVOLT 日面 GALOIS 

2函 ICARUS l 0 ilii DARWIN 

3面 CYRANO l l面 PASCAL 

4面 円AMSEY l 2函 HALLEY 

5面 NEWTON l 3面 BORMAN 

6 ilii SENECA l 4面 APPOLO 

7薗 SABINE l 5面 KAISER 

8 ilii ARATUS l 6面 NEC TOR 

入力すると、裏ステージ （17～32薗）の
パスワードに。

サウンドテスト パスワ ドで 「ONGAKU」
と入力するとサウンドテストができるよう
に芯る。

ウォッチモード タイトル画面で 1人用コン
ティニユ か、 2人用コンテイニューにカ
ーソルを合わせ、セレクトを押しながらラ
ンを押す。そして何面でもいいからパスワ
ードを入力する。1人用でやった場合、自分

がガイチ帝国に芯れる。2入用ならウォッ
チモ ドになる。

しつこく50ターン 戦闘を開始したら、勝ち
そうになっても勝たすに、 50タ ンを越
す。すると、どん芯に有利な展開であっても
必す負けに芯る。

面セレクト／（スワード パスワード入力画面か
う、上の表の各パスワードを入力すると、そ
れぞれの画をプレイできる。

画面が止まる 「サウンドテスト」と 「ウ才ツチ
モードJの妓を同時に使うと、サウンドテス
トの画面が出た状態で止まってしまう。

ネクロスの要書
サウンドSアニメテスト パスワードで 「みえ

おそと とっすねるづづゆきにへ」と入
力する。

無限宝箱僧猫 どの章でもいいから、 宝箱を取
る。そして 「さいPいのうた」を聞いてか
ら、 一度ゲームを終わらせる。次にパスワ
ドを入力して、宝箱のあった場所に行く
と、宝箱が復活する。これを繰り返せば、い
くらでも宝箱が取れる。

ナイトのMPが回復する まず、戦闘中にナイ
トの「ぜんいんぼうぎょ」を、 MPが忽くな
るまで使い続ける。次に MPが足りなくな
ったら、今度l<t攻撃を選ぶ。すると、 MPが

気に500まで渇えて、強力な魔法が使い
放題にZよる。そして戦闘が終了すると、ナイ
トの MPはその時点での最高値まで回復し
ている。

セリフチェックモード パスワード入力画面で
「まあし忽り いないとえるふまあじあま
ぞさむらいどわあふばあさあかあは

はははははははははははははははl<t

は」と入力する。そして魔の森を抜けて、塔
の下の酒場の親父に話しかけると、ゲーム
中のほとんどのセリフを見られる。

いき怒りマリンと会話できる パスワード入力
画面で「ゅうていみやおうきむこう ほ
りいゅう じとりやまあきらべべべべ
べべべべべべべ」と入力する。すると、い
き芯りマリンとの会話から始まる。

パグるパスワード パスワード入力画面で「ま
あしなり いはすごくつよいぞぞぞぞ
ぞぞぞぞぞぞぞぞぞぞぞぞぞぞぞぞぞ
ぞぞぞぞぞ ぞぞぞぞぞぞ」と入力す

る。すると、画面が4分割になる芯ど、い凶馳

ろいろ変芯状態に忽る。 t・g・E長
轍血高綬ドッジポー＇＂＇部 Cロザツ

力一編
自殺点で点獄が取れる 自軍のゴールラインギ

リギリのところまで移動して、ゴールに向
かつてパスをしよう。うまくゴールにボー
ルが入れば、相手の得点にはならず、自軍の
得点になるぞ。しかし、とのウルテクはvs
モードだと lP側でしかでき芯い。

必殺シユー卜の歩数 下の表に示した歩数分移
動してからシユー卜を暖っと、必殺シユー
卜になる。

対戦パスワード パスワード入力画面から、次
ページの上の表のパスワードを入力する
と、好きな対戦相手と闘うことができる。

撤血高校ドッジポール部PCザツ

力一編
サウンドプレイヤー ゲーム中、セレクト、ラ

キャラ名 ~獄 キャラ名 歩数

くにお 4 たかし 2 

とうじ 2 すすむ 4 

ひろし 2 あっし 4 

みつひろ 4 まさ 4 

しんいち 4 げんえい 2 
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熱血高校ドッジボール部PC番外編～信長の野望武将風雲録

高校名 パスワード 高絞名 パスワード

七福学園高校 3 B 9 4 鋸々学園高校 0 9 2 0 

死態魔高絞 4 3 1 9 服部学園高絞 0 3 3 5 

マタギ高校 1 0 0 5 四j筒忠実業高校 5 3 2 1 

吉本工業高絞 7 9 3 1 フランス代表 6 2 1 6 

江戸華高校 6 5 1 2 ブラジル代表 5 B 7 2 

一本釣水産高校 B 9 1 B アルゼンチン代表 3 4 7 9 

恐山商業高校 3 l 6 l イタリア代表 9 2 B 3 

山本興行高絞 6 4 6 4 ドイツ代表 5 0 5 0 

ン、⑨を同時k押す。するとサウンドブレ 14回押せば3分30秒、 15回で3分、 17
イヤーの画面になる。ここで調整できる項 固で2分、 18回で 1分30秒、 19回で 1
目Id:、BGM、EFEC丁、 TEMPO、STEREO 分、 20回で30秒に、ゲーム時聞を設定で
の4つ。ADPCMは、項目として出てはい きる。
るが実際には機能しない。BGMで選曲、 2周回以湾が遊べる タイトル函薗でセレク
EFECTでは闘の合聞に入る効果音を選ぶこ 卜、左、③を 10回、右、セレクトを押す。
とができる。TEMPOで曲の速さが変わ そして「①を押した回数＋l」で、普通にス
り、 STEREOはON/OFFの切り替えがで ター卜すると、 2周目以降が選べるように
きる。さらに、ランで曲の中の各パートの設 なる。
定をすることもできるのだ。 敵に欧つ飛ばされる 世界大会かクエストモー

金高校対戦パスワード このゲームに登場する ドで、試合開始のホイッスルが鳴る前lこ、す
すべての高校との対戦パスワードは下の表 l<fゃく左右にダッシュをすると、 敵に吹っ
の通り。 飛ばされる。

熱血高校ドッジポール 部PC醤舛 県血レジエンドベースポーラー

編 簡単お金もうけ ます、お店でなんでもいいか
タイム無制限 タイトル画面で、パッドのセレ らアイテムを買う。そして、その買ったアイ

クト、 ①、⑨、①、⑨、 ①、①、 ①、①、 テムをすべて売って、アイテム欄に空欄を
②、①、ランの順に入力すると、タイムが 作る。そのあと再び「うる」を選んで、さき
減ら主主い。 ほど作った空欄にカーソルを合わせる。そ

体力が減らない タイトル画面でセレクト、 の状態で①を押すと、主主ぜかアイテムを売
上、下、上、上、右、下、左、左、左、⑨、 ることができる。との操作を繰り返して見
①、ランの順に入力する。すると、体力が減 えないアイテムを売っていけば、所持金を
らなくなる。 好きなだけ泊やせる。

時間設定ができる タイトル画面で、 ① を

の高校名 パスワド 高校名 パスワード

七福学園晶校 7676 恐山商業高綬 5656 

死感応高佼 4649 山本興業高校 5814 信長の野望武将風雲録
マタギ高佼 3614 招々学園高校 3939 桶狭間の戦い シナリオ lの織田信長でプレ
吉本工業高校 7280 服部学園高佼 2414 イして、 1560年まで尾張 1国のみを領土

江戸奪高佼 4154 四漬忠実業高筏 0784 にしておく。すると、今川の軍勢がくる。そ

一本釣水産高授 0141 種子島宇宙高筏 6210 
こで篭城をしないと、桶狭間での奇襲が成
功する。そのあと、松平元康が家康に改名し
て清洲同盟を結びにくる。

78 



No・Ri・Ko

稲葉山を厳阜に改名 織田信長でプレイして美
濃を領土にし、城主を織自信長にして 1月
を迎える。すると、政秀寺関山沢彦が新年の
あいさつにきて、稲葉山を岐阜に改名する
ようにすすめてくる。改名すると、天下布武
の印を使うこともすすめてくる。

安土械築械 織自信長でプレイして、美濃と近
江を含めて5ヵ国以上を領土にする。近江

の城主を織田信長にして、金2000以上を
持って 1月を迎えると、政秀寺開山沢彦が
新年のあいさつにきて、安土城築城をすす
めてくる。

松永久秀が爆死する 松永久秀が謀反を起こし
て大名になったら、大軍で攻め込んで篭城
戦に持ち込むロ兵糧切れにするか、松永久秀
に降伏勧告を受け入れさせると、愛用の茶
器（古天明平蜘妹）とともに爆死してしま

。
～つ

追討令が発せ5れる 足利将軍との友好度が
50以下の大名が、 10国以上を領土にする
と追討令が発せられる。プレイヤー側に追
討令が出ると、追討令を受けたほかの大名

との友好度が下がる。また、コンピュータ側
の大名に追討令が出ると、将軍家の使者が
来る。

家臣が乱心する 大名のいる国で内政のコマン
ドを実行し、極端に忠誠度が低い武将が名
乗りをあげてきたう任せる。すると無礼講
になり、そのスキをついて家臣が斬りかか
ってくる。大名は高い確率で殺されてしま
つ。

征夷対w軍になる 山城を攻めて足利将軍の首
を斬るか、降伏させて領土とする。そして、
25ヵ国以上を領土にすると朝廷かう使者が
きて、征夷大将軍に任命される。羽柴秀吉が
大名のときに任命されると、豊臣に改名す
る。

小田原評定が始まる 実力モードの北条氏康で
プレイし、相模 1国のみを領土にしている
ときに、攻め込まれたら篭城する。そのと
き、 2人以上の家臣を待機させておく。そし
て長期戦に持ち込み、情報のコマンドの領
地を実行すると、小田原評定が始まる。

3本の矢のE置が聞ける 小早川隆景と吉川元春
が配下にいるときに、毛利元就が死亡した
ら、毛利輝元にあとを継がせる。すると毛利
輝元が 1年前の回想を始め、 3本の矢のエ
ピソードが語られる。

大名が九州深題を名乗る 九州にある、豊後、
肥前、肥後、日向、薩摩の5ヵ国すべてを

領土とする。すると、九州を統一したという

メッセージが出て、大名が九州探題を名乗
る。そのあとに軍師がそれに答える形のメ
ッセージが出る。

前回慶次郎利益が霊場する 合戦で捕らえた武
将を斬ったりして、登場する武将の数を減

らしていると、山城かその周辺の国に前回
慶次郎利益が登場する。

好きな大名でゲームを再開 メニュー画面でゲ
ーム終了にして、行方を見守るを選び、月の
変わり目になったらランを押す。すると、

「どの大名でプレイを再開しますか」とメッ
セージが出て、好き広大名でゲームができ
るようになる。

No・Ri•Ko 
デモンストレーション 名前登録画面で「でも

んすとれえしょんJと入力してスター卜す
ると、すべてのビジュアルシーンが見られ

る「VisualJ.すべての歓を聴ける「CD」、
効果音が全部聴ける fPSG」、入力した言葉

をしゃべってくれる 「おしゃべり」の4つ
のモードが選択できる。

デバッグモード 名前室録画薗で「でぱつぐし
なくちゃね」と入力してスター卜すると、画

面が切り替わり好きなシーンを呼び出ぜる
デバッグモードになる。

隠れ画面 ゲーム後半、範子ちゃんの家で流れ
星が流れていくシーンがある。ここで、 ①
ボタンと⑨ボタンを連打すると、 3種類の
隠れ画面が現れる。

ぽん 電源を入れたう、画面が出るまで①と
⑨を押し続ける。するとテストJ¥ターンの
画面が現れ、範子ちゃんの声で「lまん」とい
う音が聞こえる。

アップで写真を掻る 範子ちゃんと軽井沢に行
く。写真をi最って欲しいといって、ポ ズを
つけている範子ちゃんが画面に出たら、⑥
を押す。すると、範子ちゃんの顔がアップに
なり、アップで写真がi最れるように広る。

じゃんけんで勝つ ゲームの後半、範子ちゃん
の家で、あっちむいてほいをしているとき
に、じゃんけんに負けたら⑨を押す。する
と、じゃんけんをやり直す乙とができる。

忽・な・しクン 自分の名前を登録しないで、
ゲ ムを始める。すると、ゲームが終わると
きに範子ちゃんが、プレイヤのごとを「主主
主主しクン」と呼び、登場人物紹介画面では
「あなた」と芯る。

隠れキャラワ デートの当日に、待ちくたびれ
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バイオレントソルジャー～パチ夫くん笑う宇宙

たら帰る。すると、ものすごい 「のりこちゃ
んJが現れる。

lま
バイオレントソjレジャー
オプション画面 タイトル画面でセレクトを押

す。すると画面が切り替わり、オプション画
面に主主る。オプション画面では、 2段階の難
易度設定とミュージックテスト、サウンド
テストができるようになっている。

ハイタレネーダー
エンデイングが見られる タイトル画面で、

fNEWGAME」か 「LOADSTARTJにカ
ーソルを合わせて、上、セレクト、 ①、⑨
を同時に押すと、エンデイングが見られ
る。なお、セレク卜、 ①、⑨を同時に押
すと、ゲームオーバー時のビジュアルが見
られる。

爆実吉本新喜劇今日はこれぐSい
にしといたる！
吉本百連発 CDの30曲目を普通に再生して

聞いてみると、出演者の持ちネタを聴け
る。また、 1曲目でも出演者の警告が聴け
る。

パスティール2
テストルーム タイトル画面で、セレクトと

⑥を押しながらランを押す。すると、ゲー
ム中の音楽や効果音、ヒ柿ジユアルが楽しめ
るテストルーム画面が出現する。上下で項
目、左右で番号を選び、①でスタートだ。

パステッド
おまけのかんづめ タイトル画面で、左、左

下、下、右下、右の順に押したあと①と⑥
を同時に押す。ここで声がしたら、 ①と⑥
とランを同時に押す。するとビジュアルや
ミニゲームが楽しめる 「おまけのわ、んづ
め」に芯る。

パズニツタ
エキスパート面 パスワードで 「NXBT4

PGB UKA AB M36Jと入力すればいい。
ステージセレクト パスワード入力画面で、

「7SPKT WKI 871 4QFUH」と入力す
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る。するとステージセレクト画面に怒っ
て、ノーマルで256面の中からステージを
選べるように芯り、最初からエキスパート
モードも選べるようになる。

ブロックのパターンを選べる 電源を入れた
ら、セレクト、 ①、⑥ を押し続け、その
ままタイトル画面になったらランを押す。
すると、 19種類の中からブロックを選べる
ように芯る。

インベーダーの自縫出現 レベル3の 1-4を
クリアしたあとのパスワード画面（宇宙を
JCックにした女の子の画面）でセレクトを
押すと、 『スペスインベーダーズjの分家
モードの自機が現れる。

パテ実くん幻の伝脱
パチンコ店を自由に選ぶ コントローラを選13i

画面で右、左、セレク卜、右、左、 ①の順
に押してゲームを始める。すると、最初の店
以外の規定台数が 1台になり、自由に店を
選ぶこともできる。

マップ内を自由に動く ゲームを始めてパチ夫
くんが車に乗ったら、車が店の前に止まる
まで①、①を押し続ける。すると、方向キ
ーでマップ内を自由に動き回ることができ
る。ただし、クリアしていない店には入るこ
とができない。

カウンターガールの全身を見る カウンターガ
ールと会話し、セーブするか聞いてきたら
下を押す。すると、画面がスクロールして全
身を見ることができる。ただし、店によって
は画面がスクロールしないとともある。

待ち玉が99999に怒る ます自分の持ち玉
を1にする。次に玉を打ち、持ち玉のカウ
ンターが0になる瞬間にセレクトを押す。
そこでいったん「やめる」を選び、また別の
台で打ち始める。すると持ち玉のカウンタ
ーは Oになっているが、 1発打っと
999991こ怠ってしまう。ただし、持ち玉が
99999を越えるとまたOに戻ってしまう
ので、入賞しZよいように2000～3000発
ぐらい持ち玉を減らしておくといい。

店の.に行く 「愛と青春の旅立ち」店で、入口
の右側にある2階への階段の前を、右に移
動すると、パチンコ店の裏側を歩ける。

パチ夫くん笑う宇宙
ステージセレクト タイトル画面で上、上、

下、下、左、右、左、右、③、 ① のJI頃に
押す。すると、ステージセレクト画面が現れ



パチ夫くん3パチスロSパチンコ～バトルロードランナー

る。さらに、このコマンドを入力した状態で
ゲームを始めると、通常lOOOJENの持ち
金が 1万JENで始まる。

パテ夫くん3パチスロSパチンコ
ステージセレクト タイトル画面で上、上、

下、下、左、右、左、右、 ⑨、① のJI慎に

押す。すると、ステージセレクト画面が出現
する。これは、上下でステージを選び、 ①
でスター卜する。さらにこのウルテクを使
うと、通常は初期状態で所符金が 1000で
アイテム芯し芯のに対し、所持金が lO万、
さらにすべてのアイテムを 50個すつ持っ
た状態で、ゲームをスター卜することがで
きる。

パテ夫くんFX幻の島大決戦
パチ夫とシャリテを使える タイトル画面で

PUSH RUNが表示されたら、⑫を押し忽
がうランを押す。そのあと、フリーバトルで
ゲ ムを始めると、パチ夫とシャリテを使
えるように芯る。

Hックランド
ゲームオプシヨンズ タイトル画面で①ボタ

ンと⑤ボタンを押したままランボタンを押
すと、 スタッフ紹介になり、もう度同じコ
マンドを繰り返すと、自機数設定と面セレ
クトができるゲームオプションズ画面にな
る。また、ここでランボタンを押すとサウン
ドモードに芯る。

裏面にいける やり方は2つ。1つはゲームを
クリアして、工ンデイング画面でスタート
ボタンを押す。もう 1つは前のゲームオプ
ションズ画面で、画セレクトにして方向キ
ーの上を 10回押す。

無敵コマンド 前のゲームオプションズ画面
で、面セレクトにして方向キーの下を100
固持す。「NOMISS」の文字が出たら成功。

空中ジャンプ？ 山で足場に乗ったまま谷底に
落ちるとき、画面から足場が消える瞬間に
ジャンブすると、足場がなくてもジャンブ
する。

隠しキャラ パワーエサを取ってモンスターを
食べるときに5匹目をスーにすると、 ラッ
キー）＼ックマンが出現する。これを取る
と、タイムが回復し、ボーナス点が入る。ま
た、特定の場所をジャンブして踏むと現れ
るフラワーを出現させたあと、小モンスタ
ーを落とす敵がギャラクシアン、プー力、二

ャムコのどれかを落とすことがある。これ
らを取ると 7650点入る。

7650ボーナス パワーエサを取ってモンス
タ を食べ続けると、6匹目で愚高の
7650点になる。またラウンドクリアのと
きの芸術点では、タイミングよくジャンプ
すると、最高で7650点入る。

光る名前 ネームエントリー画面で「KISSI

EJ、「OSUGIJ、「YURI」のいすれかを入
力すると、名前が光る。

帽子力t浮く ラウンドクリアをして、 jれノクマ
ンが帽子を脱いでいるあいだにリセットす
る。そしてゲームを再び始めると、 jてックマ
ンの帽子が宙に浮いたままプレイすること
ができる。

初恋物語
買い物でお金がt曽える ます、アルjIイト主主ど

で所持金をちょうど10万円にする。そして
日曜日か祝日に、店にいって「お楽しみ袋」
を買う。すると、通常は減るはすの所持金
が、 9万円以上摺えてしまう。

途中で宋来がわかる ます、写真を l枚以上
入手するまでゲームを進める。そして、自分
の部屋にいるときに、写真のコマンドを何
回も実行する。すると、その時点でのパラメ
ータに応じた、彼女との未来を見られる。た
だし、そのままエンデイングになるので、セ
ーブしてから試すこと。

ハットリス
践がハゲる ゲムをプレイしていると、ラン

ダムに炎が出てくることがある。 この炎を
帽子をかぶっていない人の頭に落とすと、
髪の毛がチリチりになる。そのチリチリ頭
にまた炎を落とすと、ハゲに主主る。

バトルヒート
帝国軍キャラが使える オープニングデモ画面

中に、⑫、⑬、⑨、 ①、⑨、⑨、⑬、 ⑨、
ランの順に押すと、帝国軍のキャラを使う
ことができる。

隠し必殺妓 自キャラの体力が4分の l以下
の状態で、次ページの上の表のコマンドを
入力すると出せる。

バトルロードランナー
楽にステージをクリアする パズルモードのゲ

ーム中にポーズをかけて、セレク トを24回
押す。そのあとポーズを解除すると、画面に
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はなたーかだか！？～はにいいんざすかい

キャラ 妓名 コマンド（威力大） コマンド（威力小）

反乱軍 連続妓 下、左、下、右＋必殺ボタン 上、左、上、右＋必殺ボタン

超高速妓 左、左、右＋必殺ボタン 右、右＋必殺ボタン

帝国軍 連続妓 下、右、下、左＋必殺ボタン 上、右、上、 左＋必殺ボタン

超高速銭 右、右、左＋必殺ボタン 左、左＋必殺ボタン

fGET OUTIJのメッセ ジが表示されて、
脱出用のハシゴが出現する。

51面までのパスワード パスワ ド入力画面
で、下の表に示したパスワードを入力する
と、それぞれの面をプレイするζとができ
る。

61面のパスワード パスワ ド入力画面で、
「FF9」または 「FFR」と入力すると、 61面
をプレイするととができる。

残り人数71で始める パスワード入力画面
で、 「999BFFWTBC」と入力すると、残り
人数が71の状態で、 1面からプレイする事
ができる。

面 パスワード 薗 パスワード

2 9WGXEHPE 9 9 27 Z683SJ9F9F 

3 FNYMG2U2E8 28 6NL6PRFQLH 

4 3KL4FUPJ32 29 XYSG9VQ8EQ 

5 3DGXUHHEQ9 30 38L4EFHGR2 

6 FKYN9EFJEL 31 VL6SQ29QAV 

7 VXEHTV99V2 32 V3SW2JJFFE 

8 9MK9S3HUJP 33 9AGXVHPPQR 

9 LYCXEUQURJ 34 REHXUH3ERR 

10 VTS7L8LU83 35 VYSG9ELP8G 

11 RY8R5FJU23 36 3NR6ARP29F 

12 RX4U48JRLR 37 U5PWQ2JVVH 

13 9NBEHJ83JU 38 9SGYP2HU9U 

14 L Y自BVU2H23 39 UXEC9U3JH3 

15 LYNXEPRUR3 40 ESWDQJFVPH 

16 EDQ2YFEUA3 41 9S2YH2FAJH 

17 U6SJQRGVEA 42 3NL6P9EQQA 

1日 57XUEAAJG2 43 FCYS2283EF 

19 TWWGRA8P89 44 ESQJWQUFPU 

20 ZTBXVEJPJJ 45 UZESJQ338F 

21 T7YHLPPJ8L 46 UTS7RVQUI(円

22 4XV4VER392 47 U6PJW39FVU 

23 8Z5SJL9LFU 48 円EN3NQGE2H 

24 日目 E8BU3JEG 49 FDQ7RVVEHG 

25 6CLENQEQLH 50 3CR6P9ERRF 

26 YWWGTUVH83 51 FC9SG28LHA 
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はなたーかだか！？
ステージセレクトパスワード パスワード入力

画面で、下の表にあるパスワードを入力す
ると、始めたいステージから好き忽レベル
でプレイできる。

I~にいいんざすかい
コンテイニューが16回 タイトル画面でラン

ボタンを押し、セレクト画面で①、①、
①、①、⑨、⑨、⑥、⑨、右、左、右、
左、右、左、右、左と押し、音が鳴れば成
功。これで、コンテイニューが 16回に芯
る。

いろいろパスワード タイトル画面でモードを
選131画面にして①、⑨、石、左、 ①、⑥、
右、左、 ①、①、左、左、 ⑤、⑥、右、
右、 ①の順に押す。するとパスワード入力
画面に砿る。ここで「おねがいだかみさまお
かねくださいな」と入力すると、霊力が30
万に忽る。「みにくいよいろが芯んだかへん
ですよ」と入力すると、画面の色がメチャク
チャになる。「｜まくんちのてれぴはいまもし
ろくろだ」と入力すると、画面が白黒にな
る。「あかきつねめんもうまいしぐもうま
いJと入力すると、画面が4分割に主主る。
「くさまくらたびにでたくてみことのり」と
入力すると、装備は最低だが好き芯面から
始められる。「これだけはいれてはいけぬみ
ごどのる」と入力すると、アイテムをすべて
持っている状態で好きな面から始めること
ができる。

ステージ イージーモード ノーマルモード ハードモード

1酉 6 1 1 4 3 4 612489 6 1 1 9 6 6 

E面 292155 292494 292568 

3薗 382027 381724 3自 17 4 2 

4面 372578 371844 3 7 1 7 6 1 

5面 521223 521746 522177 

6面 362267 361533 362074 



やられた顔でスタート デモ画面で、はにいが
敵の弾に当たった瞬間にランを押してゲー
ムを始める。すると、ゲームが始まる瞬間、
はにいは弾に当たったときの顔をしてい
る。

.強パスワード パスワード入力のウル技を使
い、 f1:51えいすのはにいいんざすかいは
よい」と入力すると、最強装備でステージ8
からスター卜する。さらにステージl～5に
も空間移動できる。

パ二ラシンドローム
ビジュアルが見られる ますモ ド選択画面

で、アドベンチャーにカーソルを合わせ
る。そこで方向キーの左を押しながう①を
押す。すると、ゲームに登場するギャルのビ
ジュアルが現れる。①を押すたびにビジュ
アルが切り笛わり、工ンデイングも見るこ
とができる。

ラビジーと麻雀をする アドベンチャーモード
である程度ゲームが進むと、目的地の扉が
3つ以上出てくる。このときに本来開ける
べき扉を選ぱすに、メニューの一番上を選
13＼，扉の中の画面に切り替わったら、カーソ
ルを動かさずにそのままの位置を調べる。
するとラビジーが出てきて麻雀ができる。
普通のキャラ砿う、上がった役の数だけ「ニ
ンジン」をもらえるが、ラビジーに勝つと上
がった役＋5本の「ニンジン」をもらうこと
ができる。

EASYモード ます、電源を入れてデモ画面
にし、デモ中にランを押して画面を真っ暗
にする。画面が真っ暗になったら⑨を押し
続ける。すると、タイトル画面に芯るが、⑨
を放さすに左を20白押すと EASYモード
に芯る。

名前が変わる 名前の登録画面で、同じ 4文
字か名前なしで登録すると、「すきやきJId-
どの、あうひじめ用意された8つの名前の
どれかに変更される。また、「ちくびJ忽ど
の工ツチな言葉を登録すると、「まつくろJ
という名前に変更される。

バブルガムクラッシユ
リンナのシャワーシーンが見られる 第二章の

リンナの部屋で、リンナがシャワルム
に入っているときに、シャワールームの扉
にカーソルを合わせて、 LOOKを7回する
と、リンナの下半身だけが見られる。もう一
度同じ手順を繰り返すと、パスタオルで身

バニラシンドローム～パラノイア

を包んだりンナを見ることができる。

BABEL 
デバッグモード タイトル画面で友、⑨、③、

⑨、⑨、右、上、①、①、①、①、 下の順
に押す。すると画面が切り替わり、デバッグ
モードのメニューが表示される。ここで
は、ビジュアルテスト、ミュージックテス
ト、サウンドテスト、トークテストができる
ように芯る。

速く歩ける 移動時に、 ①を押しながら歩く
と速く歩ける。

パックアップ墜理画面 タイトル画面でセレク
トを押すと、パックアップ整理画面が出
る。その画面では、 jトJノクアップデータの消
去などができ、メモリの空き容量も表示さ
れる。

2大特報 タイトル画面で上を押し忽がら①
を押すと rPROJECTFJの特報を見られ
る。また、タイトル画面で上を押し芯がら
⑨を押すと 『コズミック－ファンタジ－3J
の特報を見られる。

パラソルスター
クレジットが99に ます、アイテムでたまに

しか出主主い「虹の首飾りJを取る。次に、そ
のステージをクリアすると、クリアボーナ
スが10万円金貨になる。そしてさらに次の
ステージに進むと、クレジットの数が99に
なっている。

秘密の扉のアイテム 同じ紋章を3つ集めて
からボスを倒すと、隠し扉が出てくる。その
扉に入ると、ヒ、ツグアイテムがもらえる。水
の紋章を集めると、アイテムを出やすくす
るクリスタルが手に入る。雷の紋章を集め
ると、全滅アイテムの出現を知らせるチャ
イムが手に入る。星の紋章を集めると、クレ
ジットを 5つ僧やす 500円玉が手に入
る。火の紋章を集めると、点数を上げるラン
プが手に入る。

サウンドテスト タイトル画面で下、 ①、⑨
を押し広がらランを押すと、サウンドテス
トになる。

隠しフーズ 敵やしすくを役げると隠しフーズ
が出現するととがある。また、隠しフーズの
百円玉を取ると、クレジット数が lUPす
る。

パラノイア
サウンドテスト タイトル画面で①‘⑨、ラ
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パリパリ伝説～パワーイレブン

ンボタンを押し芯がら、セレクトボタンを
押す。

裏面に行く タイトル画面で上、 ①、⑨、ラ
ンを押しながらセレク卜を押すと、雲監易度
の高い裏面に行くととができる。

パリパリ伝説
名前が変わる タイトル画面で左を押し芯がら

①、⑨、 ①、⑨、⑨、 ①、ランのl煩に押
す。そして WGPモードを選び、予選を走
る。結果のところで名前を見ると、 GUN
KOMAではなくて SACHIKOYAMANA 

になっている。
隠しゲーム 電源を入れると出てくるメーカー

名の画面で、方向キーの右上、 ①、セレク
トを押し続ける。すると、隠しゲームが出て
くる。

78パスワード パスワード入力画面で「777
778888888888888」と入力すると、
ラウンド13のスウェーデンからゲームが始
まる。

路肩走行 直線で前方がバイクで道を，3：さがれ
ているときに路肩を走ると、減速せすに抜
くことができる。

ロケットスタート ミッションをハイ、工ンジ
ンをピーキーにセッテイングし、発進する
ときに、 ① と⑨を押しながら 6速にして
①を放す。すると、いきなり 355kmで発
進できる。ただし、とのままではすぐに転倒
するので、減速し忽ければ左よらない。

パルンバ
コンテイニューコマンド ゲームオーJ'i.ーの表

示中に、方向キーの上と①を押しながらラ
ンを押す。するとコンテイニューすること
ができる。

バルカン乱射 バルカンを装備して、ランと
①と⑨を押し続けると、 30度くらいの角
度で乱射する。またレーザーでもできる
が、あまり役に立たたよい。

パロディウスだ！
パワーアップコマンド ゲーム中いつでもいい

からポーズをかけ、上、上、下、下、左、右、
左、右、①、 ① のl煩に押す。ポーズを解
除すると、自機にシ ルドやオプションが
付く。ただし、 ζのコマンドはゲームの難易
度により使える回数が決まっている。
EAS Yモ ドだと無制限に使え、 NOR-
MALモードだとボスを倒すごとに 1回使用
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回数が増え、 HARDモードだと 1回も使え
ない。

コンテイニュー摺加 タイトル画面で①を連
打するだけ。すると10団連打するごとにク
レジットが 1すつ増え、最大9まで増やす
ことができる。

残機が29機になる タイトル薗面で、左を押
しながら⑨を3回押すだけ。あとは普通ど
おりにゲームを始めれば、残機が29機の状
態になっている。

セミオートパワーアップ オート｝＼ワーアップ
のときにも、 ①を押すとパワーアップでき
るので、パワーアップしたい項目をオート
機能が選ばなくても、自分の好きなパワー
アップを選ぶことができる。

スピードダウン スピードが最高の状態で、も
う一度スピードアップを取ると、スピード
が最低の状態に戻る。

障害物のすり銭け ツインビーはフォースフィ
ルド、ペンギンはバリアを装備している

と、壁や地形主主どの障害物に当たってもミ
スにならない。

ステレオモード ①か⑨を押し拡がら電源を
入れると、モノラル設定からステレオ設定
になる。

パワーイレブン
何回戦かうでもできる 八ドソンカップを選

び、チ ムセレクト画面でセレク卜を押し
ながら、プレイしたいチームにカーソルを
合わせて① を押す。① とセレク卜を自立さ
すに待ち、第 1戦の表示が出たら①だけ彼
す。そして方向キーの上か下を押すと、第l
戦から最終戦まで選ぶことができる。プレ
イしたい試合を決めたら、セレク卜を放せ
ば試合が始まる。

フォーメーションの変更 画面上に「KICK
OFF」と表示されているとき、ポーズをか
けて①を押す。すると、フォーメーシヨン
を選131画面に切り替わる。ここではポジシ
ヨンの変更もできる。また、通常のプレイ中
にポーズをかけて①を押すと、全選手の位
置がわかるフィールドマップの画面に切り
替わる。

特殊パスワード パスワード入力画面で次ペー
ジの表にあるパスワ ドを入力すると、そ
れぞれの試合をプレイできる。

ステージデモを見る タイトル画面で、 ① と
⑨を同時に押す。するとタイトル画面をと
ばして、ステ ジデモが始まる。



パワーゴルフ～パワーリーグ

ステージ lP VS  COM パスワード

第4戦 ブラジル VS  インクランド たかはしめいじんつう

第B戦 西ドイツ vs フフンス はとそんそふとたたた

第8戦 コロンビア VS  スペイン ばわあいれぶんそふと

第 12戦 ウルグアイ vs イタリア k.っぽんなんばあわん

第 14戦 アルゼンチン vs コロンビア たかはしめいじんぽけ

第 16戦 ソビエト vs スペイン はとそんそふとえらい

第 20戦 アルゼンチン vs インタランド ばわあぱわあさっかあ

愚終戦 日本 vs ウルグアイ ぱうわいれぶんしたい

パワーコルフ だキャラによってにいろいろなコマンドが
できるように忽る。マークを選ぶと無敵、ジ

サウスポーにできる プレイヤーを選択すると エイソンを選13＼と面セレクト、エリックを
きに、下を押し芯がう①を押す。すると右 選13＼と画面が4分割に、ジエロニモを選ん
打ちのプレイヤーが、左打ちに怠る。 で⑨ボタンを押しながらスター卜すると音

パワースポーツ 楽が鳴らない、工ミリーを選ぶとワウンド
セレクトになる。

隠れ種目「つつつJ トレー二ングモードの コンテイニュー ゲームオー）＼ー画面で①を
プレイヤー工ントリーのときに、名前を 押し芯がうランボタンを押すと、ゲ ムオ
「つつつ」と登録しよう。すると、イベント -J¥-1こ主主った面からプレイできる。
セレクト画面で、通常は表示されていZ互い 訟でもステージクリア タイトル画面で、右
「つつつJという種目がでている。ここを選 下、セレクト、①を押し広がら、ランを押
13iと400メートルli一ドルをプレイするこ す。次にルーシーを選択し、⑨を押すと、
とができるようになる。 3位以下でもステージクリアに芯る。

パサ口で泳げる 水泳のどの種目でもいいの コンテイニュー時にキャラを変える ゲームオ
で、スター卜したあと、どのボタンも押さす ーパー後のデモ画面で、使用したいキャラ
にいよう。すると、水中に潜ったままで泳ぎ のデモが始まったらランを押す。そのあ
続けるのだ。潜水中のスピードは、普通に泳 と、上の「コンテイニュー」の授を使うと、
ぐより速い。しかし、酸素の消耗が通常より ランを押したときのキャラでコンティニュ
激しいので、パサロかうふつうの泳法へ切 ーができる。
り換えるタイミンクが重要だ。このウルテ 白黒4分割画面 上の技を使って4分割画面
クはターンしたあとにも活用することがで を表示させているときに、⑤を押すと白黒
きる。 l画面になる。さらに⑥を押すと白黒で4

パワーテこス 分割の画面に主主る。

ポールの落下地点がわかる タイトル画面で、 パワーリーク．
セレクトを押しながら①を押して好き芯モ 全対戦パスワード ペナントモードの全パスワ
ードを決定する。これでゲームをスタート ーだ。；欠ページの表のφ、 。、~、 Oには、
させると、自分のコート内に相手の打った その上に示した対応する文字と数字のどれ
ボールの落下地点を示す篠が現れる。 かを入れればいい。また、空欄は伺もしない

パワードリフト で始めたときの対戦相手。
ヒュービーズ vsモードのチームを選ぶとき

コマンドいろいろ タイトル画面で方向キーの に①、セレクト、ランを同時に押すとヒユ
右下、セレク卜、 ①ボタンを押し芯がうラ ービーズと対戦できるようになる。 また、工
ンボタンを押し、ドライバーセレクト画面 ディツトモードのチームを選ぶときに、セ
でキャラを選んで③ボタンを押すと、選ん レク トと①を同時に押すと、ヒユービーズ

85 



パワーリーグE

を工ディ ツトできる。さらに、 vsモードの
チームを選ぶときに、セレク卜を押し芯が
ら①を押すと、ヒユーピース．を操作できる
のだ。

先攻、後攻を入れ笛える vsモードかオープ
ンモードでチ ムを選んだあとに、方向キ
ーの左か右を押す。すると先攻、後攻を入れ
替えることができる。また、そのときにユニ
フォームの色も入れ替わる。

プッシユパント パントをするときに、 ①を
タイミングよく抑す。すると通常よりボー
ルに勢いのある、プッシュパントができ
る。

ピッチャーの体力回復 ピッチャーの体力が芯
くなってきたら、セレクトを押してタイム
をかける。そこで①を押すと、スコアボー
ドの画面に怠る。ζのあとプレイ画面に戻
すと、ピッチャ の体力が回復している。

凶悪忽魔球 ピッチャーの打順に芯ったら、代
打を出す。その回の攻撃が終わり、ピッチャ
ーを選択する画面で①と⑥を同時に押す。
すると、いき芯りピッチャーわ守量球し、ボー
ルがマウンドでくすぶり続けるので、リセ
ットするしか忽く芯る。

走塁q:iに止まれる 走者が1、2塁聞にいると
きに、右上と①と⑨を押していると、走者

が止まる。また、 2、3塁問、 3、本塁聞に
いるときは、それぞれ方向キーを左上、左下
に変えればよい。

パワーリークーE
隠れチーム 各モードごとのチームセレクト画

画で、セレクトボタンと③ボタンを押しな
がら ① ボタンを押すと「ヒユービーズ」
が、ランボタンと⑨ボタンを押し主主がら①
ボタンを押すと 「軍団チーム」が出てくる。

同じチームで対戦 lP倶ljがチ ムを選んだ後
で、 ②を押し拡がら力 ソルを動かすと同
じチームを選択することができる。このウ
ルテクは、 vs、オープン、オールスター、
ホームランの4つのモードで使うことがで
きる。

ウォッチモード 守備をオ 卜にするかマ二ユ
アルにするかを選択するとき、セレクトを
押し広がら方向キーを押すと、ウォッチモ
ードになる。

フォーク特訓モード ホームランモードで、ブ
レイヤー数と投球回数を設定するとき上を
押しながら①を押す。すると、ヒ．ッチャー

はフォークしか投げてこない。
カーブ特副iiモード ホームランモードで、ブレ

イヤー数と投球回数を設定するとき右を押

対応する文字と数字

φ－A、B、C、D、巨、F 0-6、ア、8、9、A、B

0-8、9、A、白、 C、0 0-0、1、己、 3、4、5

話1 T w s c 。 G Bu 。H F 巳「 し

T 0135 ADE5 BF28 BE28 AOE5 317C 

w 40F6 50F6 60F6 7中F60134 AOE4 AF28 AE28 AOE4 3170 

s 20F6 30F6 50F5 60F5 70F5 0133 AOE3 DF28 DE28 AOE3 317A 

c 20F5 30F5 40F5 60F4 70F4 0132 ADE2 CF28 CE28 AOE2 317日

0 20F4 30F4 40F4 50F4 70F3 0131 ADEi FF28 FE28 AOEl 3178 

G 2中F330F3 40F3 50F3 BOF3 0130 ADEO EF28 EEεB AOEO 3179 

Bu εAF2 3AF2 4AF2 5AF2 6AF2 7AF2 。28F2 3BF己 4BF2 5BF2 BBF2 78F2 ~F2F ~E2F EOEO 7170 

H ε8F2 38F2 48F2 58F2 68F2 78F2 0530 EDEO φE2C OOEO 4170 

F 29F2 39F2 49F2 59F2 69F2 79F2 0630 DOEO ~F2C COEO 5170 

日「 2BF2 36F2 46F2 5BF2 66F2 7BF2 0730 COEO φF20 ~E20 2170 

し ε7F2 37Fε 47F2 57Fε 67F2 77F2 0030 BOEり ~F2A ~E2A BOEO 

Hu 20Fl 30Fl 40Fl 50Fl 60Fl 70Fl 0230 9DEO ~F28 ~E28 SOEり 0170 
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しながら①を押す。すると、ピッチャーは
カーブしか投げてこ広い。

シュート特訓モード ホームランモードで、プ
レイヤー数と投球回数を設定するとき左を
押しながら①を押す。すると、ピッチャ
はシユー卜しか投げてこ広い。

全対戦パスワード 次ペジの表のパスワード
を入力すると、ペナントモードで好き芯試
合ができる。

走塁中に止まれる 走者が1、2塁聞にいると
きに、右上と①と⑨を押していると、走者
が止まる。また、 2、3塁問、 3、本塁聞に
いるときは、それぞれ方向キーを左上、左下
に変えればよい。

連投できる オルスター工ディットで、登録
中の投手をすべてはすす。そして、連投させ
たいピッチャーを登録し、ランでチームを
換えて適当なピッチャーにカーソルを合わ
せて①を押す。そして、ランを押して連投
させたいヒ．ッチャーのチームを出し、 EXIT
にカーソルを合わせて⑥を押す。すると、

登録しているピッチャーをまた登録できる
ようになる。とれを繰り返して作ったチー
ムで試合をすれば、いくらでも連投でき
る。

パワーリークE
隠れチーム 各モードごとのチームセレクト画

面で、セレクトボタンを押しながら①ボタ
ンを押すと「ヒユービーズ」が、ランボタン
を押し広がら①ボタンを押すと「ジサン
ズ」が出てくる。

量E初かう日本シリーズ ペナントモードの二ユ
ーゲームを選び、適当にチームを選13i。試合
数も適当に決めてリセッ卜する。そしてま
たペナントモードのニューゲームを選び、
自分で操作したいチームを選んで、試合数
を決めすにリセッ卜する。さらにもう一度
ペナントモ ドを選ぶと、日本シリーズの
スケジュールが出る。

膏い肌の選手ができる ます、工デイツトモー
ドのネームを選択する。ことでカーソルを
髪に合わせてセレクトを押すと髪の色がピ
ンクになり、肌に合わせてセレクトを押す
と肌の色が青になる。

フォーク特副IIモード ホムランモードで、プ
レイヤー数と投球回数を設定するとき上を
押しながら①を押す。すると、ピッチャー
はフォークしか投げてこ芯い。

カーブ特置IIモード ホムランモードで、プレ

パワーリーグE～パワーリーグ4

イヤー数と投球回数を設定するとき右を押
しながら①を押す。すると、ピッチャーは
力一ブしか投げてこない。

シュート特置IIモード ホームランモードで、ブ
レイヤ数と投球回数を設定するとき左を
押しながら①を押す。すると、ヒ．ッチャー

はシユートしか投げてこ芯い。
同チーム対戦 チーム選択画面で、 lP側が先

にチームを選13ioそして、 2P側が⑨を押
しながらカーソルを動かすと同じチームを
選ぶことができ、同チーム対戦が可能に忽
る。

パワーリーク・4
隠れチーム オープン、オールスター、ウオツ

チ、ホームランのいすれかのモードのチー
ムセレクト画面で、ランを押しながら①を
押すとジサンズが現れる。またセレク卜
を押し芯がう①を押すとヒユービーズが現
れる。

同チーム戦パスワード jてスワードの入力薗画
で、下に示した表にあるパスワードを入力
する。乙のあとゲームを始めると、それぞれ
の同じチーム同士の対戦で戦がプレイする
ことができる。

いき怒り日本シリーズ ペナントモードの二ユ
ーゲムを選び、適当にチームを選13i。試合
数も適当に決めてリセッ卜する。そしてま
たペナントモードの二ユ ゲームを選び、
自分で操作したいチームを選んで、試合数
を決めずにリセットする。さらにもう一度
ペナン トモードを選ぶと、日本シリーズの

対戦チーム パスワード

C VS  C Dカカカキキキキキキキキキ

D vs D Cシシアアアアウウウウウウ

s vs s 8スススヌ ヌヌヌヌヌヌヌツ

G vs G オオ才オオオ才オオオオオオ

W VS  W メママママママスマママママ

T vs T Kメクケケクククククククク

L vs L Eササヌヌ ヌヌヌヌヌ ヌヌヌ

BUvsBU クアアアセセセセケケケケケ

BBvsBB 4レレレキキキキキキキクク

F vs F シホホホホホホホホホホホホ

H vs H カエアアエエエ工工工工工工

0 vs 0 イララララララララララオオ
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スケジュールが出る。ただし対戦相手は、必
ず GJANSに芯る。

同じチームで対戦 各モードのチームセレク卜
画面で、 lP側がチームを選んだあと⑨を
押し芯がらカーソルを動かすと、同じチー

ムを選択することができる。
アナウンサーが寝る どのモードでもいいか

ら、試合を終了させる。スポーツニュースが
始まったら、何もせすに 15分ぐらい待つ。
するとアナウンサーがさまざま芯ポーズを
取り、最後に寝てしまう。

穏れ球場 オープン、オールスター、ウオツ
チ、ホームランの各モードの球場セレクト
画面で、セレクトを押しながうランを押す
とBASEISLANDという球場が選べる。

オトイレ・モード 試合中にランを押してタイ
ムをかけ、 ①を押して方向キーでモードを
選ぶ。そして 「WATCHMODEJを選ぶ
と、オトイレモードになる。

パワーリー夕、5
おなじみの隠れチーム チームセレクトのとき

に、セレクトを押しながら①を押すと「ヒ
ユービーズJが、ランを押しながら①を押
すと「ジーサンズ」が選択できる。

塁間で止まれる 1 2塁問、 2 3雲間なら
ぱ⑧を押し主主がら右上と①を、 3塁ーホー
ム間ならば⑥を押し主主がら左上と①を押ぜ
ばいい。普通なら勝手に進塁してしまうラ
ンナーを、ボタンを押し続けている閏だけ
止めておける。

同じチームで対戦 チムセレクトのときに、
lP側がチームを選んだあとで、 ⑨を押し
ながらカーソルを動かすと、同じチームを
選ぶことができる。

隠れスタジアム スタジアムセレクト時にセレ
クトを押しながらランを押すと、隠れスタ
ジアムの「トイスタジアム」が登場する。

アナウンサーが寝る 試合終了後のスポーツ二
ユ スで伺もせすに待っていると、アナウ
ンサーの落ち着きが芯く芯り、震後には寝
てしまう。

パワーリーク・・93
隠れチーム チム選択時にセレクトを押し芯

がら①を押す。すると「ヒュービーズJが
現れる。同様にランを押しながら①を押す
と「ジーサンズ」が現れる。

隠れスタジアム スタジアムセレク卜画菌でセ
レクトを押し広がうランを押すと、隠れス

パワーリーグ5～ PC原人3

タジアムの「卜イスタジアム」が現れる。
同チーム対戦 チームセレクト時に⑨を押し

ながらカーソルを動かす。すると、 lP側と
2P側のカーソルを同一チームで重ねること
ができ、同チーム対戦になる。

塁闘で走者をとめる 1塁走者、 2塁走者は右
上と①と⑥、 3塁走者は左上と①と⑨を
押す。すると、走者を塁間でとめることがで
きる。同様に走者が2人以上のときは、走
者l、2塁の2塁走者は左上と①と⑨、走
者2、3塁か、満塁の3塁走者は左下と①
と⑨を押す。ただし、打者走者、または2
人以上の走者を同時にとめられ芯い。

アナウンサーが寝る 試合終了後のスポーツ二
ユースで、ニュース画面のまま伺も操作し
芯いでいると、アナウンサーが眠る。

ひ
PC原人
天井裏に入れる l面ですてごおかの口に入つ

たら、左を押しながら⑨を連打する。する
と、天井に入り込める。

PC原人2
ボーナスゲームモード モードセレクト画面で

⑨とランを同時に押す。すると、ボーナス
ゲームモードになり、 8つのボナスステ
ジをチョイスできるように芯る。また、カ

ーソlレを EXITに合わせて⑨とランを同時
に押すと、 PC原人の絵描き歌が始まる。

ポーズ表示を消す プレイ中にポーズをかけた
う、 ①と⑤を押しながらセレクトを押す。
すると画面上の「ちょっとひとやすみ」の表
示が消える。

PC原人3
デバッグモード モ ドセレクト画面で、力
ソルを「／~＼たりであそ，3；」に合わせて、左下
と①と⑨を押し忽がらランを押す。すると
ラウンドセレク卜や、キャラの能力の変更
などができるデバッグモードが現れる。こ
こでは、 PC原人のジャンプ力を高めたり、
移動速度を速くしたり、ゲム中の音楽を
聴いたりすることもできる。

無敵モード 上のデパッグモードの扇面でセレ
クトを押すと、無敵状態でプレイできる。

サブ原人も同時操作 ) Uノドを lつだけ接続
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PC原人シリーズ PC電人～美少女戦士セーラームーンCollection

している状態で2Pプレイを始めると、原人
とサブ原人が同時に操作できる。

味方がワープ 2Pプレイで一方の自キャラが
先に進みすぎて、もう一方の自キャラが画
面外に消えたときにセレク 卜を押すと、画
面内の昧方のそばにワープできる。

PC原人シリーズ PC電人
サウンドテスト ①、⑥、セレクトを押した

まま電源を入れると、サウンドセレクトの
画面が現れ、ゲーム中の音楽と効果音を自
由に選んで聴けるように芯る。

超げをからモード コンフィグレーション画面
で、右を押し主主がらセレクトを押すと、超げ
きからの難易度でプレイできる。

BE BALL 
面セレクト パスワードを 「677261Jと入

力してスター卜すると、エリア5のラウン
ド50になる。このとき方向キーの上下で画
セレクトができるように忽る。

金色モード タイトル画面で、左上、セレク
ト、①を同時に押してからゲームを始める
と、全部のボールが金色になる。しかし、実
際にはボールの色はそれぞれ違っているの

で難しい。
2Pで復活 2Pプレイでどちらか一方がゲー

ムオーバーになってしまっても、 ランを押
せば復活できる。ただし、もう一方の残り人
数が減ってしまう。

乱入できる マルチタップを鍍続し、 lPがプ
レイ中に2Pパッドの①を押しながら、 lP
JCッドのランを押すと、 2Pが乱入できる。

カッ1¥J'Eの踊り 敵キャラのカッ）＼はボールに
乗って踊りだすが、 1分く、らい放っておく
と、踊り疲れて死んでしまう。

スペシャルボーナス 残りタイム表示が青いう
ちに、敵を 1匹も倒さすにクリアすると、
1万点ボーナスが入りダイヤを5つもらえ
る。

p・47
面セレクト 「PUSHRUN BUTTONI」と表示

されている間に③ボタンを5回、 ①ボタ
ンを6回、セレクトボタンを2回押して右
上の表のコマン ドを実行しながらランボタ
ンを押す。

コンテイニューが8回 ①ボタンとセレクト
ボタンを押しながら電源を入れる。そのま
ま押し続けていると画面右からへリが5機
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函｜ コマンド

21① 

31① 

410、⑪

5 セレクト

面｜ コマンド

Bi①、セレクト

ヨ①、セレクト

巴｜①、⑪、セレクト

出てくるので、そのときにセレクトボタン
だけを磁し①ボタンを押しながらランボタ
ンを押す。成功するとコンテイニューが8
回できる。

建物をすり抜ける 自機がi也面にぶつかる手前
のギリギりのととろにいれば、建物をすり
抜けることができる。

隠しボム 4面のボス、ビスマルクの上空に、
f可も左よいのに弾が当たるところがある。こ
こを何度も攻撃し続けるとボムのアイテム
が出る。

ピクトリーラン
デモを操作する デモ走行中に⑨を押すと、

ブレーキランプが点灯する。また、車が転倒
しているときに方向キーを押していると、
ギヤを変えるときの音が鳴る。

美少女戦士セーラームーン
ザウンドテストとおまけ キャラクタ選択画面

で、方向キーを上から時計と逆まわりに5
固まわす。このとき、音がしたら成功。5人
のセラ戦士の変身シンと必殺妓シー
ンのビジュアルが 1人すつ流れたあと、サ
ウンドテスト画面になる。左右で番号を選
び、 ① でBGMを聴くことができる。ま
た、サウンドテスト画面になったときにす
ぐランを押すと、エンデイング画面を見ら
れる。

セリフがとばせる タイトル画面で、方向キー
を上から時計まわりに5固まわす。とζで
音がしたう成功。ゲーム中、セリフをしゃべ
っている場面で①を押すと、セリフをとば
すことができるように芯る。

糞少女戦士セーラームーンColle

ction 
金ビジュアルが見られる タイトル画面で上、

下、左、右の順に3回繰り返し押す。ここ
で声がしたら成功で、「ちびうさのメモリア
ルルーム」を選び、「全てを見られるように
する」を選13＼と、全部のビジュアルシーンが
見られるようになる。



ビジランテ～ヒューマンスポーツフェスティrnレ

ビジランテ
勝手にやられるザコ どの画でもいいのでポス

を倒したう、すぐにクリアゼす的少し戻って
ザコキャラを連れてくる。そして酉をクリ
アすると、倒してもいないザコキャラが勝
手にやられる。

タイムOでもミスになら忽い タイムがOに
主主る直前、自キャラをしゃがませる。すると
タイムがなくてもミスに忽らす、ザコキャ
ラを倒し続けることができる。しかし立ち
上がると、その瞬間にミスになってしま
つ。

飛襲騎兵力イザード
無敵コマンド 自軍の番になったら、ラン、セ

レクト、 ⑨、上、セレクト、下、 ⑥、 左、
セレクト、右、⑨、 セレク卜、ランと押し
て音が鳴れば成功。

勝手にシナリオをクリア 自分の操作する番に
主主ったらラン、セレクト、⑥、右、セレク
ト、左、 ⑨、 下、セレクト、上、 ⑨、 セレ
クト、ランの順に押す。音が鳴れば成功で、
シナりオがクリアされる。

無敵モードを解除 上の無敵コマンドを使って
いるときに、ラン、上、下、左、右、ランの
順に押すと、無敵状態を解除できる。

特殊パスワード パスワード入力画面で
「C5668758 08AA 5DC7 5560Jと
入力すると、経験値がMA×でSEROがす
べてそろった状態でシナリオ 1から、
「25648758 08AA 5DC7 54DF Jと
入力すると、全ユニットとも最高レベルで
最終面から、ゲームを始められる。

エンデイングが見うれる パスワード入力画面
で 「25648758 08AA 5DC7 55DEJ 
と入力すると、工ンデイングが始まる。

ピックリマン大事界
怒りの案内キャラ 時空マップ薗面で伺もしな

いと、案内キャラが段々怒りだし、最後には
オープニングに戻される。

スタッフ紹介 一度ゲームをクυアしてから、
パスワード入力画面で「STAFFJと入力す
ると、スタッフ紹介が始まる。

未来や過去が見5れる ゲームを最後までクリ
アする。またゲームを始め、キャラクタの顔
にカーソルを合わせて①を押す。そのキャ
ラクタが未来か過去に別の姿で登場してい
れば、その姿を見ることができる。

ピックリマンワールド
キモチイイ音 敵を倒したときコインが出た

う、ランを押してポーズをかける。ポーズを
外してすぐにコインを取ると、「キモチイイ
音」が聴こえる。

霊媒土の飲み屋 マーム砂漠の落とし穴に落ち
ると、力ギのある部屋に出る。この部屋の敵
を倒して外に出たら、すぐに方向キーの上
を押す。すると、聖蝶土の飲み屋に行ってし
まう。

はだしが好き クツを貿わすにゲームを進め
る。そしてヘッドロココに敵の出したクツ
をはかせると 「はだしのほうがすき芯の
にJという。

秘密の花園
管告画面 旧システムカードでこのゲームを起

動すると、地昧忽警告画面を見うれる。

ヒューマンスポーツフェスティパ

ル
テニスでいき怒りエンディング テニスのワ

ルドツア を選ぴ、プレイヤーセレク卜の
画面にする。この画面で、セレクト、ラン‘
⑨を押し続ける。トーナメント表の画面に
なってもボタンを放さすに、 ①を押すとエ
ンデイングが見られる。

ゴルフでオートプレイができる ゴルフのタイ
トル画菌でセレクト、左、右、左、右、上、
下、上、下、③、⑥、ランの順に押す。す
るとストロークモードがオートプレイに芯
り、 コンピュータの思考を設定できる。

隠れキャラとマッチプレイ ゴルフのタイトル
画面でセレクト、左、 右、左、右、上、下、
上、下、 ⑨、①、ランの順に押し、 マッチ
モードのlPVSCOMを選i）＼，すると隠れ
キャラのゴッドJi.ームと対戦することがで
きる。

ゴルフの工ンデイングが見られる ゴルフのタ
イトル画面で、セレク ト、左、 右、左、右、
上、 下、上、下、 ⑥、よ、ランのJI闘に押す
と、簡単にエンデインクが見られる。

トーナメントで敵力噛くなる ゴルフのタイト
ル画面で、セレクト、左、 右、左、右、上、
下、上、下、 ⑨、左、ランの順に押し、 ト
ーナメントモードを選ぶ。 すると敵プレイ
ヤーたちが強くなる。

パスコードでいろいろ遊lまう サッカーのパス
コード入力画面で、各モードに対応したパ

91 



ファージアスの邪皇帝～ファイテイングストリート

COM VS  COM 1P&2P VS  3P 

G迂淀沼だ沼活泡） cteIだ疋ゆ⑦＠

サウンドルーム 1 P&2P VS 3P&4P 

③G迂沼泥沼沼泡 Gゆ包沼沼ゆ＠＠

V S  COM PK戦 IP¥/SαM巴avsFffil

句史だ定定だだ定〉 e定泡包だゆ＠＠

対戦 PK戦 IP.VSα)¥11ffi3VSA悶

Gだ定超定沼だ辺ラ §だ定定だ災以3Eう
1P&2P VS COM いきなり工ンデイング

③Gだ吃迂沼定治 G活迂ゆ(I',Q沼X!)

スコードを入力するだけ。上の表から好き
芯モードのパスコードを選んで入力する
と、サウンドルーム芯どが楽しめる。

テニスでレベルを変える テニスのタイトル画
面でセレクトと⑥を押し広がう右を 10
回、左を4回押すと、コンピュータレベル
の変更画面に変わり、レベルの変更ができ
る。

テニストレーニングモード テニスのタイトル
画面が表示されているときに、マルチタッ
プをつないでいる場合は5PHッド、つない
でいない場合は通常の lPItッドの⑨を押
し忽がら①を押す。すると、 トレー二ング
モードの画面に芯り練習ができる。

,3, 
ファージアスの邪皇帝
攻撃力大幅アップ 攻撃補助の魔法アタックを

何回もかけよう。2回目かうは「効果がなか
った」と表示されるが、実際にはしっかOと
効果が現れていて攻電車力が大幅にアップし
ている。

ビジュアルテストモード ます、起動画面で右
を押しながらランを押し、メーカーロゴが
出るまで右だけ押し続ける。次にメーカ一
口ゴの文字が現れ始めたら、上、下、右、
左、 ①、⑥、セレクトを、／I慎番は関係なく
それぞれ 1回すっ押したあと、ランを押
す。ここまでのコマンドをメーカーロゴが
臼くなる前に入力し芯ければならない。成
功すると、ビジュアルテストモードにな
る。

武器強化S泊殖 基械ギルドで「強化」して、
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強化したい武器にカーソルを合わせる。そ
して、方向キーの右でお金が足り忽いと表
示されても①を押すと、強化前の武器が残
っているのに強化後の武器も手に入る。

ファイテインダストリート
ほとんど費者敵 敵と戦うときにランを連打し、

連続でポーズをかけ続ければ、敵はプレイ
ヤーを攻撃できなく芯る。また、同時に①
か⑨を連打していれば、ときどき敵にダメ
ージを与えられるので勝つことができる。

いろいろできる名前 八イスコアを出して、ネ
ーム登録の際に 「SDJと入力する。そして
タイトル画面で、左、 ①、⑤を押しなが
らセレクトを押すと、クレジットが7に指
え、普通に始めると面セレクトの画面にな
る。このときに4回続けて工ンデイングを
見ると、真の工ンテ’イングも見ることわで
きる。また、ゲームを始めてセレク卜と敵の
いる方向キーを押すと波動拳、セレクトと
敵と逆の方向キーを押すと竜巻旋風脚、セ
レク卜と右下か左下を押すと昇龍拳を打つ
ことができる。

途中参加できる あらかじめマルチタップ芯ど
で2Pパッドを接続しておく。そして 1人
用でプレイしているときでもクレジッ卜が
残っていれば、 2Pパッドのランを押せば2
人用でプレイすることができる。

KENで戦う あらかじめマルチタップなどで
2P側だけにパッドを鑓続しておく。そして
ランを押せば、 KENを使ってプレイでき
る。

タイムアップで勝つ ゲームを始めたう、敵に
ほんの少しだけダメージを与える。そし
て、敵と逆慣ljの方向キーを押し続ける。する
と防御の姿勢を取るので、敵からダメージ
を受けなくなり、タイムアップ待ちで勝利
できる。

符殊t.I.名前 八イスコア入力画面で「HUJと
入力し、壁を壊すデモ薗面で左と①と⑨を
同時に押すと、クレジッ卜が7に掴える。
また「AS」と入力して、コマンドを入力す
ると、ステージセレクトができる。「LK」
と入力して、コマンドを入力すると、上の2
つの効果がある。

瓦劃りでJ(ーフエクト 瓦、ブロック割りのボ
ーナスステージで、「READY」の文字が5
回点滅して消えた瞬間に①を押しっぱなし
にすると、パーフ工クトを取れる。

ブーイングの嵐 瓦、ブロック割りのボーナス



ファイテイングラン～ファイヤープロレスリング

ステージで、 l枚も割らないかタイムオー
Hーになると、ブーイングが起こる。

幻の必殺技 板割りのボーナスステージで、必
殺妓のコマンドを入力すると、技の声だけ
が聞こえる。

2人同時録作 パッドが1つだけの状態でvs
モードを始めると、リュウとケンを 1つの
ICッドで同時に操作できる。

ファイテインダラン
サウンド川戸ム ます電源、を入れ、メーカーの

ロゴ画面で、左、⑨を押し続ける。タイト
ル画面に芯ってもボタンを放さずに、 ①を
押すとサウンドルームの画面になり、好き
な曲が聴ける。

画面が黒く怒る エディツトモ ドで、「かた
さJに「000」と入力してスター卜する。
すると、画面が黒 1色になり、リセットす
る以外、何もできはくなる。

ファイナルソjレジャー
ステージセレクト タイトル画面でノーマルモ

ードを選び、友、左、 ①、右、右、⑨、上、
下、上、下の順に押す。そこで画面中央に数

字が出れば即力。数字を変えることで、好き
なステージを選択できる。また、この数字を
Oにすると、オリジナルの 1分間モードを
プレイすることができる。

ミュージックテスト タイトル画面で SET-
UPを選び、左、左、 ①、右、 右、⑨、上、
下、上、下のJI慎に押す。すると画面がミュー
ジックモードに切り替わる。

タテ長画面モード ますタイトル画面でノーマ
ルモードを選び、左、 左、①、右、右、⑨、
上、下、上、下の順に押す。さらにそこで
左、左、 ①、右、右、⑥、上、下、上、下
の順に押す。そして、ゲームを始めたらリセ
ッ卜する。するとタテ長画面でプレイする
ことができる。

スコアが消える タイトル画面でスコアモード
を選択し、そこで左、左、 ①、右、石、③、
上、下、上、下の順に押す。するとパックア
ップ内のスコアがすべてクリアされ、 Oに
左よる。

ファイナルプラスター
サウンドセレクト タイトル画面で下、①、

③、セレクトを押しながらランを押す。する
とサウンドセレク卜の画面に切り替わる。

自機が引っくり返る 自機がやられた瞬間にタ

イミングよくポーズをかけると、自機が引
っくり返っている。

ファイナルマッチテ＝ス
レベル殴定画面 タイトル画面で⑨とセレク

トを押しながら、右を 10回、左を4回押
す。すると画面がレベル設定画面に切り替
わる。レベルは 1から5まであり、数が大
きいほどコンピュータは強くなる。

サーブが 100%入る サーブを打っときに、
連射スイッチをオンにして①を押す。ζう
すれば、必すサーブが入る。

ファイナルラップツイン
.強パスワード パスワード入力画面で「あっ

ああべごぱたべべねどせづたああああ
あう がちこあおきば」と入力すると、すべ
てのパーツが最高のマシンでプレイでき
る。

負けて稼ぐ 敵にわざと負けて、お姉さんから
3001＼ールもらう。これを繰り返すとお金
をかせげる。

看板をすりZ置ける ファイナルラップのゴール
のときに、チ工ツク看板に突っ込むとすり
抜けていく。

コース屋のサービス コース屋でバッテリーを
使ってコース屋を出ても、実際にパッテり
ーは減ってい砿い。

BGMを消せる レース中にセレクトを押す
と、 BGMが消える。もう 度セレクトを押
すと、またBGMが鳴りだす。

2台同時操作 ！＼＇；） ドが1つだけの状態で2P
プレイモードで始めると、 2台の車を 1つ
のパッ ドで操作できる。

ファイプロ女子憧夢超女大職金女

VSJWP 
隠れレフリー＆レスラー オプション画面にし

てBGMを3にすると、女性のレフリーが
登場する。また、 BGMを2にすると、リン
グアナウンサーがレフリーになる。隠れレ
スラーはSEを3、VOICEを5にする。す
ると、レスラー選択画面のEDITlがクラッ
シユギャルズ 1号、 2がクラッシユギャル
ズ2号、 3がギャング厚本、 4がジ工イソ
ン司村、 5がレイナ吹雪に芯る。

ファイヤープロレスリンダ
全選手隠し妓 方向キーのどれかと①、⑨を

同時に押すと、各レスラーが隠し技を使
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ファイヤープロレスリング

う。各レスラ のコマンドと隠し妓名は下 回、左5回、下2回、上 1回の順に押す。
の表を参照。 画面が青っぽく変われば成功。ゲームを始

サウンドセレクト マルチタップの5番目に めると裏面に芯っている。
jてッドをつなぎ、タイトル画面で①ボタン ウォッチモード シングルでもタックでも纏わ

と方向キーの右上を押したままセレクトボ 芯いから lPVS2Pモードでレスラーを選
タンを押す。 び、 ① を押ゼぱ試合が始まる画面で、上と

腹面 タイトル画面で ① を押しながら右 l ⑨を押しながら①を押す。すると、レスラ

選手名 状態 隠し技名 コマンド

組んだとき パワーポム 下＋①＋①
武麗

コブラツイスト 右＋①＋①パックを取ったとき

組んだとき ヘッドパッド 左＋①＋①
；牙刃

上＋①＋⑪パックを取ったとき スソーパーホールド

組んだとき ｜ コブラクロー 下＋①＋①
トミー

パックを取ったとき i笠さ押さえ込み ti＋①＋⑪ 
組んだとき パイルドライパー ＋①＋① 

サンダー
パックを取ったとき コブラツイスト 左＋①＋①

組んだとき アームホイ ップ 石十①＋⑪
力丸

下＋①＋⑪パックを取ったとき 担固め

組んだとき サイドスープレックス 上＋①＋＠
マサ

左＋①＋①パックを取ったとき スリーパーホールド

パイレーツ 組んだとき ダフルアームスープレックス ｜下＋①＋①

1号 パックを取ったとき i笠さ押さえ込み 右＋①＋①

パイレーツ 組んだとき アルゼンチンパックプソ カー 上＋①＋①

2号 パックを取ったとき ジャ マンスープレックス 左＋①＋⑪

組んだとき アルゼンチンパックフリー力 上＋①＋①
パイソン

パックを取ったとき アトミックドロップ 左＋①＋①

組んだとき ＇）フトスラム 右＋①＋①
プル

下＋①＋①パックを取ったとき パックドロップ

組んだとき パワーボム 上＋①＋①
コンドル

足固め 左＋①＋①パックを取ったとき

組んだとき パイルドライパー 右＋①＋①
イーグル

下＋①＋①パックを取ったとき Fゼ圏め

組んだとき コフラク口一 右＋①＋⑪
アレン

下＋①＋⑪パックを取ったとき コブラツイスト

組んだとき ジャーマンスープレックス 左＋①＋①
タイガー

パックを取ったとき 上＋①＋⑪サーフボード

組んだとき ダフルアームスープレックス 下＋①＋①
ナイト

右＋①＋①）~·；； クを取ったとき スリーパーホールド

組んだとき ボディスラム 左＋①＋①
アイアン

パックを取ったとき パックドロップ 上＋①＋①
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ーが勝手に戦う、ウォッチモードになる。

コマ送りモード 試合中にセレクトを押してポ
ーズをかける。乙とで①を連打すると、レ
スラーがコマ送りで動く。

乱入レスラー ます、コンピュータのレスラー
をパイレーツ 1号、 2号、マッド・タイガ
ーのいすれかにする。試合時聞が 1分から
2分の間に、コンピュータ側のレスラーだ
け流血させ場外乱闘にする。すると、関係な
いレスラーが乱入してくる。

同じレスラーで戦う 5対 5のモードで lP
VS 2Pを選び、 lPが選手を決める。そこ
でカーソルを動かさすに決定すると、 2Pも
同じレスラ を選べる。ただし、 2Pの2人
目からは同じレスラーを選ぶことはできな

。
1
 

1
U
 

ファイヤープロレスリンタ 2nd

BOUT 
4人の隠れレスラー とのゲームには、 4人の

隠れレスラーがいる。エキサイトシリーズ
でレスラーを決定するときに左、セレクト
を押し広がら①を押すとグレート・パンサ
ーを選べる。上、セレク卜を押しながら①
を押すとRJ.フェイズを選べる。下、セレ
クトを押しながら①を押すと力ルロス ク
ラウザーを選べる。右、セレクトを押しなが
ら①を押すと力王弾を選べる。またス パ
ートーナメン卜では、プレイヤーの選択画
面で⑨を押しながら上5回、右7回、下3
回、左6回のJI慎に押すと、 4人の隠れレス
ラー全員がトーナメン卜に参加する。さら
に工リミネーションマッチでは、レスラー
の選択画面で左、 ⑨ を押し主主がう① を押
すとグレートjてンサ一。上、⑨を押しなが
ら①を押すと RJ.フェイズ。下、⑨を押
しながら①を押すとカルロス クラウザ
一。右、 ②を押し主主がら① を押すと力王
弾を選ぶことができる。

裏面 タイトル画面で①を押しながら、右2
園、左 1回、下5回、上 1回の順に押す。
タイトル画面が青く怒れば成功。難易度の
高い、裏面をプレイできる。

コンテイニュー憎加 ワールドチャンピオンシ
リーズのゲームオーjtー画面で、 ⑨を押し
ながら下 1回、左3回、 上5回、右4回の
順に押す。すると、コンテイニューが3回
唱える。ただし、同じレスラーに続けて使う
ことはできない。

いき怒りエンディング タイトル画面で①、

ファイヤープロレスリング 2ndBOUT 

⑨を押しながら左 1園、上3回、右 1回、
下6回の順に押す。すると工キサイテイン
クシリーズのエンデイングが始まる。

サウンドセレクト タイトル画面で右下、セレ
クトを同時に押す。するとセレク卜を押す
たびにパックの曲が変わっていく。

ウォッチモード ます、工キサイトシリーズの
1PVS2Pか 1P2P VS 3P4Pでレスラ
ーを選ぶ。マッチフォームセレクト画面
で、右、 ⑤、 セレクトを押しながう①を押
すとウォッチモードが始まる。

先にメンlrーを選ぶ 工リミネーションマッチ
のレスラー選択画面で、セレク卜を押しな
がら下l目、上5回、左2園、右1回の順
に押す。すると、5人のメンバーを先に選ぶ
ことができる。

同じレスラーを選ぶ 工キサイ トシリーズのレ
スラ 選択画面で、レスラーを選んだあと
にセレク トを押しながらカーソルを動かす
と、同じレスラーを選ぶことができる。ま
た、工リミネーションマッチでは、⑨を押
し忽がらカーソルを動かせば、同じレスラ
ーを選ぶことができる。

コマ送りモード 試合中にセレクトを押してポ
ーズをかける。ここで①を連打すると、レ
スラーがコマ送りで動く。

BGMが消える 試合中にポーズをかけて、⑨

選手名 隠し授名 コマンド

武蔵 パワーボム 下＋①＋⑪

；芳刃 ヘッドパッド 石＋①＋⑪

力丸 逆水平チョッブ 右＋①＋⑪

トミー 空手チョップ 左＋①＋⑪

サンダー 足固め 左＋①＋⑪

ミスヲ－K リフトスラム 右＋①＋⑪

武者 フロントスープレックス 下＋①＋⑪

新也 パワーボム 上＋①＋⑪

将勝 ブレーンパスター 下＋①＋⑪

カジワラ ジャーマンスープレックス 左＋①＋⑪

カイザー 型車［＠： 上＋①＋⑪

ユニコーン フロントス プレックス 右＋①＋⑪

プラスター パワースラム 上＋①＋⑪

モーガン 力ナディアンバッヲブリー力一 下＋①＋⑪

パイソン パワースラム 左＋①＋⑪

セイパー パワーポム 上＋①＋⑪
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ファイヤープロレスリング3Legend Bout ～ファンタジーゾーン

を押す。そしてポーズを解除すると、 BGM

が消えてしまう。もう一度同じコマンドを
入力すると、 BGMが復活する。

全選手の隠し妓 レスラー同士が組み合ったと
き、方向キーのどれかと①、⑤を同時に押
すと隠し妓を使うことができるように忽
る。それぞれのコマンドは前ページの表を
参照。

乱入レスラーZ霊場 ます、ワールドチャンピオ
ンシリーズを選ぶ。対戦相手がプレード武
者、ブラック ーカジワラ、ヒットマンセイ
）＼ーの詫かのとき、ゲームを始めて2分以
内に対戦相手を流血させる。そして自キャ
ラを場外へ出す。すると、対戦相手に怠って
いない2人のどちらかが乱入して、自キャ
ラに襲いかかってくる。

フォールをやめる 相手をフォールしていると
きに①を押すと、途中でフォールの体勢を
解く。

リング下に降りる ロープ際で、ロープの方向
に方向キーを入れながら①と③を同時に押
すと、リング下に降りることができる。

スリーでスタート サウンドセレクトのウル技
を使い、 7～11番目の曲を聴き、デモを待
つ。そのあとデモが始まるとゴングの代わ
りにレフェリーの「スリーリという声が聞
ける。

ファイヤープロレスリング3Leg

end Bout 
隠しレスラー＆女性レフェリー パスワード入

カのとき「FPR03SENSE IJと入力する
と、ザ工リミネータ一、力皇斬、 RJ フ
エイズ、力ルロス クラウザーの4人の隠し
レスラーを使うことができるように芯る。
同じように、パスワード入力時に「FPR03
WOMAN」と入力すると、女性のレフェリ
ーが登場する。この2つのパスワードは、 1
っすつ続けて入力すれば併用できる。

隠しレスラーでレスラーエディット レスラー
エディット画面で、レスラー名を 「デンセツ
ノ レスラー」と入力する。そのあとレスラ
ータイプ選択時に、セレクトを押しながら
選ぶ。すると、 4人の隠しレスラーを選べる
ように芯る。レスラ タイプの決定後は、通
常と同じく、名前芯どを自由に変更するこ
とができる。

伝説軍国霊場 イリミネーションマッチでチー
ムを選ぶときに、セレクトとランを押しな
がらチーム選択を行う。すると、伝説軍団と
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いう強力チームが現れる。
画面をコマ送りで見る 試合中に、ポーズをか

けて①を連打する。すると、画面がコマ送
りになる。

裏モードで遊べる パスワードを「LEGEN 
DROAD」と入力すると、難易度の高い裏モ
ードで遊べるようになる。また、これに勝ち
抜くと、真のエンデイングを見ることがで
きる。

楽に.のエンデインクを見る 世界一決定戦の
パスワード入力画面で、「HUMAN  
SAIKO」と入力する。すると、プレード
武者＆ヒットマンセイパ－vsビクトリ
ー・武蔵＆ファイタ一大和の、世界決定
戦第5戦が始まる。乙の試合は、 コンビュ
ータ同士で行われ、試合終了後に真の工ン
デイングが見られる。

全選手の隠し妓 レスラー向士が』組み合ったと
き、方向キーのいすれかと、 ①、①を同
時に押すと、隠しf査を使うことができる。そ
れぞれのコマンドは、 97～98ページの表
を参照。

第 1戦が量終戦 世界一決定戦のパスワード
で「AJだけを入力する。10個以下主主ら何
個でもいい。すると、ピクトリー武蔵vs
仁王国猛の世界一決定戦第1戦が、 2P対戦
で始まる。己こで武蔵が勝つとエンデイン
グが始まる。仁王国が勝った場合は、同じ試
合が再び始まる。

タイツの色を変える レスラーセレクト画面
で、使いたいレスラーにカーソルを合わせ
て、 ① を押したらすぐに下、ラン、⑥を
押し続ける。次の画面に切り替わったら、さ
らに①も押す。そして試合が始まると、自
分のレスラーのタイツの色がいつもと違う
色に左よっている。

ファンタジーゾーン
無敵コマンド ゲーム中にポーズをかけて、

①を1回、 ③を2回、ょを3回、下を4
回、右を5回、左を6回押す。蓄が鳴れば
成功で、コマンドを入力した箇だけ無敵状
態に忽る。

消えるポツポーズ ます、ヘビーボムを持つ
て、 8面のポッポーズまで進む。次に、 1列
回全部と291J目の上下を 1匹すつ倒して逃
げ続ける。しばらくすると一番大きなポッ
ポーズが弾を打ち出すので、このとき一番
大き芯7↑Tッポーズにへピーボムを当てる
と、一番大き主主ポッポーズだけが消える。



フィーンドハンター

ボスの腕が伸びる 4面か8面でクラブンガ 下 5回を押したら、セレク卜を押し芯がら

ーが出現したら、腕が動き始めるときにラ ③ を押す。すると、タイトル画面の左上

ンを連打すると、クラブンガーの腕力t伸び に、左右に動かせるカーソルが出現する。力

る。 ーソルの位置は、左から順にステージ1～5

フィーンドハンター
と怠っていて、好き芯ステージを選ぶこと

ができる。

ステージセレクト タイトル画面で上2回、 オープニングをとばす 起動画面でランを押し

選手名 状態 隠し技名 コマンド

正面から組んで パワーボム 下十①＋③
武蔵

左＋①＋⑪パックをとって コブラツイスト

正面から組んで ハイスピードパックドロップ よ＋①＋⑪
大手口

右＋①＋⑪パックをとって ジャーマンスープレックスホールド

正箇から組んで アームブリー力一 左＋①＋⑪
力丸

パックをとって rt:'圏め 上＋①＋⑪

正面から組んで 地獄突き 左＋①＋⑪
続本

ジャーマンスープレックスホールド 上＋①＋⑪隠 パックをとって

正面から組んで 掌打 右＋①＋⑪
カイザー

下＋①＋⑪パックをとって 片羽固め

正面から組んで 本足頭突き 下十①＋⑪
ビリー

左＋①十⑪し パックをとって フェースパスター

正面から組んで ボディフロー 右＋①＋⑪
，光野

下十①＋⑪パックをとって 片羽固め

正面から組んで パイルドライパー 上＋①＋⑪
伊達

右＋①＋⑪妓 パックをとって 逆さ押さえ込み

正面から組んで 頭突き 左＋①＋⑪
；牙刃

ドラゴンスープレックスホールド 右＋①＋⑪バックをとって

正面から組んで マシンガンキック 右＋①＋⑪

表
パンサー

パックをとって ジャーマンスープレックスホールド 下＋①＋⑪

正面から組んで タイガードライパー 左＋①＋⑪
梶原

タイガースープレックスホールド 上＋①＋⑪パックをとって

正面から組んで ハイスピードブレーンパスター 下＋①＋⑪

① 
飛湿

パックをとって ドラゴンスープレックスホールド 左＋①＋⑪

正面から組んで マシンガンキック 下＋①＋⑪
真田

よ＋①＋⑪パックをとって フェスパスター

正面から組んで 震没げ 左＋①＋＠
山本

タイガースープレックスホールド 上＋①＋⑪パックをとって

正面から組んで コブラクロー 上＋①＋⑪
トミー

パックをとって スυーパーホールド 左＋①＋⑪

正面から組んで 逆水平チョッブ 左＋①＋⑪
多神

よ＋①＋⑪パックをとって サーフボードストレッチ
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フォーセットアムール

て、そのままランを押したままにしておく
フォーセットアムールと、オープニングをとばして、いき主主りタイ

トル画面に怒る。 デJ'i.':Iグモード ゲーム起動直後のデモ中に上

スクロールを止める オープニングのピジュア を3回、下を 3回、⑨を 3回、 ① を3
ルシーンのときに、画面がスクロールした 回の順に押す。するとデバッグモード画面

う①か⑥を押す。すると、スクロールが止 が現れる。これで、ビジュアル、ステージ、

まり、ゆっくり絵を楽しむことができる。 サウンドのセレクトができるように怠る。

選手名 状怒 隠し筏名 コマンド

正面から組んで アムフリ力一 上＋①＋⑪
氷jII 

後頭部頚突き 左＋①＋⑪パックをとって

正面から組んで DDT 右＋①＋⑪
風腐

下＋①＋⑪パックをとって コブラツイスト

正面から縮んで アルゼンチンパックフリーカー 下＋①＋⑪
ゴーリー

スゾーパーホールド 左＋①＋⑪パックをとって

正面から組んで 水車藩とし 上＋①＋⑪
ステイル

右＋①＋⑪隠 パックをとって 逆さ押さえ込み

正面から組んで ショートレンジラソアート 右＋①＋⑪
パイソン

下＋①＋⑪パックをとって スリーパーホールド

正面から組んで DOT 左＋①＋⑪
ブル

よ＋①＋⑪し パックをとって スリーパーホールド

サンター
E菌から組んで パイルドライペー 右＋①＋⑪

パックをとって ジャーマンスープレックスホールド 下十①＋⑪

正面から組んで ジャンピングパワーボム 下十①＋⑪
モーガン

右＋①＋⑪銭 パックをとって サーフボードストレッチ

正面から組んで フロントジャーマンスープレッヲスホールド 下＋①十⑪
タイガー

左＋①＋⑪パックをとって サーフボードストレyチ

正面から組んで ツームストンパイルドライパー 下＋①＋⑪

表
武者

右十①＋⑪パックをとって アトミックドロップ

正面から組んで シュミット式パックフリー力一 よ＋①＋⑪
セイパ

右＋①＋⑪パックをとって サーフボードストレッチ

正面から組んで ハイスピードブレーンパスター 下＋①＋⑪

② 
仁王回

ドラゴンスープレックスホールド 左＋①＋⑪パックをとって

正面から組んで ハイスピードパックドロップ 上＋①＋⑪
エリミネーター

パックドロップホールド 左＋①＋⑪パックをとって

正面から組んで ハイスピードブレーンパスター 左＋①＋⑪
カ塁斬

上＋①＋⑪パックをとって 湾問コブラツイスト

正面から組んで 袈裟斬チョップ 上＋①＋⑪
フェイズ

ジャーマンスープレックスホイッブ 右＋①十⑪パックをとって

正面から組んで 回り込みスリーパー 右＋①＋⑪
クラウザー

下＋①＋⑪パックをとって フェースパスター
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フォーメーション・サッカーヒューマンカップ『90～ フォーメーションサッ力ーオンJりーグ

。Il l2l3l4l5IBIフ

①｜＠｜＠｜＠｜① ｜＠｜＠｜＠ 
保で密告 旧システムカードでこのゲームを起

動すると、望書告画面で裸に怠った主人公が
登場する。

フォーメーション・ザツカーヒュ
ーマンカップ・90
いきなりエンデイング タイトル画面でコンテ

イニューを選び、右下、下、上、上、下、右
上、右上、下とパスコ ドを入力する。する
と、イタリア力優勝する工ンテ”イングが始
まる。

いきなり PK戦 タイトル画面で7回リセッ
卜した直後に、 ⑨とランを押し続ける。す
ると、いき芯り PK戦が始まる。

キャスターが変身 八フタイムのテレビの薗
面で、チャンネルを次々と変える。すると突
然、アナウンサーがっこに怠ったり、天気予
報のお姉さんが水着に芯ったりする。しか
しタイミングが難しいので、なかなかうま
くいかない。

シークレットコマンド ます、パスコ ドを右
上、右、右下、上、上、下、左下、左の順に
入力すると隠れ画面が現れる。試合の種類
やチム芯どを選ぶと、画面下に8ケタの
数字が出る。この数字を上の表に照らし合
わせると、パスコードに芯る。

スイッチを消す ハーフタイムでテレビをずっ
と見ていると、テレビの画面内に審判が現
れ笛を吹いて警告する。そのまま構わすテ
レビを見ていると、審判がいきなりテレビ
を消してしまう。

コーナーキックが必~決まる 敵がCOMb、オ
ー卜の状態で、自分が上に向かって攻めて
いる場合、コーナーキックを蹴る方向を一
番下にする。そして上を押して、蹴る方向が
1つ上に変わった瞬間にボールを蹴る。と
のとき、上はすっと押したままにしてお
く。そうすると、コーナーキックが必す決ま
るように芯る。

ゴールを決めてガックリ キーj('. Iこシユ ト
をさせて、ゴールを決める。しかし、シユー
トしたキーパーも敵といっしょにガックり
してしまう。

国.. ゆまちがい ウルグアイを選択して、フォ
メ シヨンを組む画面で国旗を見ると、

なぜかウルグアイの国旗がイタリアの国旗
に芯っている。

フ才一メーションザッカーオンJ
リーダ
同チーム対戦 電源を入れたあとに、 HU-

MANのロゴが表示されたら、下とセレクト
を押す。すると、コマンド入力画面になる。
ここで、左、右、下、上、 ⑨、⑨、⑨ の
順に押し、リセットしてゲームを始める
と、同チーム対戦ができるようになる。

サウンドテスト 電源を入れたあとに、 HU-
MANの口ゴが表示されたら、下とセレクト
を押す。すると、コマンド入力画面になる。
乙とで、 ①、⑨、①、① の順に押すと、

サウンドテスト画面になる。
ハィパワーキックモード 電源を入れたあと

に、 HUMANのロゴが表示されたら、下と
セレクトを押すロすると、コマンド入力画面
に芯る。ここで、上、上、下、下、 ①、⑨、
①、⑨の）｜慎に押し、リセットしてゲームを

始めると、キャラのキック力があがる八イ
パワーキックモードに芯る。

ノーファールモード 電源を入れたあとに、
HUMANの口ゴが表示されたら、下とセレ
クトを押す。すると、コマンド入力画面にな
る。ここで、下、下、上、上、 ⑤、①、⑨、
①の順に押し、リセッ卜してゲームを始め
ると、反則をしてもファールをとられな
い、ノーファールモードになる。

いきなりエンデイング 電源を入れたあとに、
HUMANのロゴが表示されたら、下とセレ
クトを押す。すると、コマンド入力画面に芯
る。ととで、上、上、下、下、左、右、左、
右、③、 ①、⑨、①の順に押す。すると、
エンデインクに芯る。どζのチームのエン
デインクが流れるかは、ラン夕、ムに怠って
いる。

同チーム対戦2 プレシーズンマッチを選び、
チ ム選択画面で lP側が先にチームを選
ぶ。そして、 2P倶IJはlP側が選んだチム
のすぐ下にカーソルを合わせ、上とセレク
卜を同時に押すと、同チーム対戦ができ
る。

ファイル名がスペシャル 電源を入れた後に、
HUMANのロゴが表示されたら、下とセレ
クトを押す。すると、コマンド入力画面にな
る。ここで、 ①、⑨、上、下、左、 ①、①
の順に押し、 I)セッ卜して始めると、ファイ
ル名が「スペシャルjになる。ζのセーブデ
ータはイースト、ウエスト両軍に使うこと
ができ、また同じデータのチームで対戦す
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フォーメーションサッカ－95dellaセリエA～不思議の夢のアリス

ることもできる。
コーナーキックが必暫定決まる 敵がCOMかオ

ートの状態で、自分が上に向かって攻めて
いる場合、コーナーキックを蹴る方向を一
番下にする。そして上を押して、蹴る方向が
1つ上に変わった瞬間にボールを蹴る。と
のとき、上はずっと押したままにしてお
く。そうすると、コーナキックが必ず決ま
るように怠る。

フォーメーションサッカー95de

IlaセリエA
いき怒りエンディング ます、工キシビション

でゲムを始める。次に、チーム選択画面で
ランを押し広がら①を押すと、工ンデイン
グになる。

同チームで対戦 モード選択画面で、セレクト
を押しながらヱキシビションを選131，そし
てセレクトは押したまま、チーム選択画面
で適当なチームを決定する。すると、同じチ
ームが選べる。これは、対COM戦主主らコン
ビュータ側のチーム、 2P対戦"/;JらlP倶IJの
チームで対戦と砿る。

隠しチーム モード選択画面で、セレクトを押
し広がらエキシピシヨンを選13＼。そしてセ
レクトは押したまま、チーム選択画面で上
か右か左のどれか押しながらチームを決定
する。すると、上を押した場合は全日本代表
のジィポーネ、右だと開発者のヒューマ
ン、左だと名選手ぞろいのマスタ ズとい
う隠しチームで遊べる。

ナレーシヨンが変わる タイトル画面でPRES

S RUN BUTTONと表示されたら、セレク
トを押しながらランを押す。そして、エキシ
ビションモ ドかセリ工Aモードのどちらか
を選んでゲームを始める。すると、通常はイ
タリア語の試合中のナレーションが英語に
変わる。

フォコットンワールド
ミックスプレイモード タイi トル画面で①、
⑨を押しながうランを押すと、ミックスプ
レイの項目が現れる。このモードは、 lPJ¥
ツドで超戦士、 2PJ¥ッドでサテライトを操
作する。サテライトの操作方法は、 ①で右
回転、⑨で左回転、方向キーでシヨットを
撃つ。

お店で嘗告 旧システムカードでこのゲームを
起動すると、お店のシーンの量産告画面が出
る。
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ふしぎの海のナディア
デバッグモード タイトル画面で、コンティ二

ユーにカーソルを合わせて① かランを押
す。その直後から右上と①と⑨を、 CDの
アクセスが終了するまで押し続ける。する
と、サウンドテストやACTが選べる、デバ
ッグモードの画面が現れる。

水着で嘗告 旧システムカードでこのゲムを
起動すると、普告画面で水着姿の主人公た
ちが登場。

不思醸の夢のアリス
ステージセレクト タイトル画面で下、左、
⑨、 上、上、①、右、セレクトの！｜慎に押す。
そして、選びたいステ ジの数だけ①を押
してランを押す。そこで音が鳴れば成功。各
ステージを選131ことができる。

コンテイニュー僧加 タイトル画面で下、左、
⑨、上、⑨、下、右、左の順に押してゲー
ムを始める。すると、コンティニユ が20
に増えている。

プレイヤー泡加 タイトル画面で右、左、 ⑨、
石、左、右、 ①、上の順に押してゲムを
始める。すると、プレイヤーが10に増えて
いる。

マジックが全部ある タイトル画面で石、左、
左、⑨、セレクト、⑨、上、②の順に押
してゲームを始める。すると、マジックが全
部そろっている。

サウンドモニター タイトル画面で⑨、右、
①、右、 ①、下、右、右のJI慎に押してゲー
ムを始める。するとサウンドモニターの画
面に切り替わる。

ライフSマジックメーターがフル タイトル画
面で上、セレク卜、 ①、上、下、下、左、
下の順に押す。そしてゲームを始めると、ラ
イフとマジックのメ タがフルの状態に
なっている。

その場からコンテイニュー タイトル画面で
⑨、下、上、下、 ①、上、③、セレクトの
順に押す。そしてゲームを始めると、ゲーム
オー＂ーにな った地点かうコンテイニュー
ができるようになる。

5人用の裏ゲーム コンテイニューを使い果た
したら、ゲームオーバーの文字が出るまで
①、⑨を押し続ける。すると、マルチタッ
プを使って5人で遊べる、裏ゲームが始ま
る。

煙突から入る ボスとの対戦のとき、敵を足場
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i3iょ，13iよCD～ BLACK HOLE ASSAULT 

にして大ジャンブし、家の煙突から中に入 アルを選んで、①でスター卜する。途

る。 するとアリスの顔や手がススだらけに ランを押すとメニュー画面に戻る。

なり、ライフとマジックが回復している。
ブライE圃皇帝の逆趨コンティ二ユー 10回 タイトル画面で左、

下、下、セレクト、 右、下、右の順に押して 隠しショッブ公開下の表に記した場所の

ゲームを始める。すると、コンテイニューが の裏側に、隠しショップの入口がある。

10に鎗えている。 では、それぞれ強力芯武器や便利広ア

i3＼よ，~＇よ CD
ムが売られている。

嘗告画面 ｜日システムカードを使ってゲー

デモアレンジパージョン タイトル画面で、 起動すると、ハヤテとりリアンが出て
①を 10回、⑨を 10回、セレクトの順に 醤告画面が表示される。

押す。すると、オプション画面にデモメッセ プライベート・アイ・ドルージの項目が追加されるので、これをアレ
ンジにする。 すると、各ステージの開始前に アートギャラリー ①を押しながら、ゲ

流れるデモで、キャラのセリフが変わる。 を起動させる。そしてメニュー画面で、

アルルの日記 マルチタップを嬢続してい忽い 下、左、石、上、下、セレクト、⑤の

状態で、モードセレクト画面のわあたりでi~i 押す。すると、画面が切り替わりアー卜

よ131よ」を選択する。すると、画面にアルル ラリーに怠る。ここではゲームに登場

の日記が表示され、アルルがこの日記を読 キャラに話しかけることで、ピジユア

みあげる。 見ることができる。

ぷょが2回落ちる ゲームを起動させた直後 シナリオセレクト ① を押しながう、ゲ

に表示されるアベニューのロゴが消えて、 を起動させる。そしてメニュー画面で、

画面がまっ黒になったらランを押す。する セレクトを押し広がらスター卜すると

とタイトル画面で通常 1回しか落ちたEい13i リオ2の前編から始まる。同じく、メ

ょが、 2回落ちてくる。 一画面で、下とセレクトを押し花王がら

おまけ ゲームをクリアすると、オプシヨン薗 ートを選択するとシナリオ2の後編、

函にサウンドモードとデモアレンジモード ユー画面で、左とセレクトを押しなが

が追加される。 タ ト選択でシナリオ3かう遊べる。

BURAI八玉の勇士伝観 BLACK HOLE ASSAULT 
オートコマンド 戦闘シーンでjてーティの攻掌 自キャラが無敵に怒る ネームエントリー

ターンになったら、左を押しながら①を押 で、名前を「MUTEKIJと登録する。
す。すると、パーティがオートで戦闘をす オペレーションBHAモードで、登録

る。ただし 1ターンごとに、コマンドを入 IMUTEKI」を選んで、ゲームをスター

力する必要がある。 る。すると、自キャラが無敵状態に主主

ビジュアルデバッグ タイトル画薗で上、下、 ビジュアルテスト ネーム工ントリ 画i
左、右、①、③、左、右、上、下、⑨、① ます「VTESTJと入力したら、その三

の順に伸す。すると、ビジュアルデjtッグの に数字のO～5のうちから、ひとつを九

メニュー画面に忽る。上下で見たいピジユ て登録する。そのあと、オベレーシ

章 場 戸斤 建 物 店の漣類

第2輩 イルイネの町 大図書館の左下の建物 武器屋

第2量量 ルールの村 村内の左下の建物 道具屋

第3iil ガンマの町 町内の右下の建物 ヨロイ屋

第3章 ガロガの町 町内の左上の鐙物 道具屋

E肩4室 ファルの町 盾屋の下の建物 なんでも屋

第ア章 シャイダの町 病院 道具屋

第ア章 ピ一ドル醤 道具屋 道具屋



フラッシュハイダース～プリンセスメーカー1

BHAモードで、登録した名前を選んでゲー るデパッグモード画面が出現する。どの項

ムを始める。すると、数字ごとに違うピジユ 目も、方向キーの上下で選択して②でスタ

アルシーンを見ることができる。 －卜する。

アッパーが出せる 右を向いている場合、右、
プリンス・オプ・ベルシャ下、右下、③とすばやく入力すれば、連続

授の最後でしか出せないはすのアッパー 扉を聞けて即クリア ます自キャラを扉の前に

を、単発で出すことができる。 立たせ、サブメニュー画面を出す。そして

フラッシュハイダース
「GAMEENDJを選び①を2回押す。す
るとスイッチを押さ芯くても扉が聞き、次

スペシャルコンフィグ ます、モードセレク卜 のフロアに進むことができる。

画面で右を8回押す。パーサスのグラフィ
プリンセス・ミネルHツクが中央にきたら、左、右、左、右、左、

右、左、右、⑤の順に押す。すると、パー 隠し画面 ゲームをクリアして、エンデインク
サスモードのみに有効なスペシャルコンフ を最後まで見る。そして「Fin」と表示され
ィグレーション画面が出現する。ここで たら、そのまま約10分待つ。すると画面が

Id:、ゲームスピードの設定や、ボスキャラの 切り替わり、ミネルパの隠し画面が出現す

使用の有無などが設定できる。 る。

操作モードを変える VERSUSモードでプレ ビジュアルセレクト ゲームを起動させた直後
イ中に、ポーズをかけて、セレクト、 ①、 の、りパーヒルソフトの口ゴマークの表示

①を岡崎に押すと、操作モードのオートと 中に、左、石、左右、 ⑥① ラン、⑤ ①

マニュアルの切り換えができる。 セレクトのJI慎に押す。ここで声がしたら成

キャラの色を変える VERSUSモードで、キ 功。ビジュアルセレクト画面が出現する。
ャラを選i:liときにランで決定すると、キャ

プリンセスメーカー 1ラの色を変えることができる。
レベル20パスワード 下の表のパスワードを 攻撃憎が無限に上がる ます、何でもいいから

入力すると、レベル20のキャラクタで遊べ 武器を購入して装備させ、アイテム欄をほ
る。 かのものでいっぱいの状態にする。次にア

ブランチィッシユ
イテム欄で一番最後にあるアイテムを売
る。そして、持っている武器を再び装備する

デバックモード タイトル画面で①、⑥、 と、攻撃憎の数値が上がる。とれを繰り返す
上、下、①、⑨、右、左の順に押したあと、 と、攻撃泊がどんどん上がる。
①と③を押しながらランを押す。すると、 バカンスで得する 娘の誕生日の時期に芯った
ビジュアル、サウンド、会話シーンが楽しめ ら、スケジュールにパ力ンスを選んでお

キャフ名 パスワード

パンダ・ハイポット 6713KBAXPK1HJM3 

ティリア・ローゼット 6813KBAXPK1HJL3 

オットー.I¥｝レフォード 6913KBAXPK1HJK3 

I tーマン・ド・エラン 6A13KBAXPK1HJJ3 

フフ1レハルト 6813KBAXPK1HJH3 

スピノザ・ザンダーヘッド 6C13KBAXPK1HJG2 

カルナーサ・ル ・ボン 6013KBAXPK1 HJF2 

シャドウ ・ファング・ホロウ 6El 3KBAXPK1HJE2 

シーナ・パンパイド BFl 3KBAXPK1HJD2 

グフニール BGl 3KBAXPK1HJC2 

ムーンライズ BHl 3KBAXPK1HJB2 
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プリンセスメーカー2～プロテニスワールドコート

く。すると、一度バカンスに行ったあと誕生
日になり、もう一度バカンスに行ってしま
う。これで 1回分の費用で疲労が2四分回
復できる。

なぜか密告 パージョン 3.0以上のシステム
カードかDUOで、起動画面でランを押した
らすぐ、①と⑥を押し続ける。すると、
I¥ージョンが遣うと警告される。

1：年目かう色気UP 娘の生年月日を4月かう
5月中旬に設定する。 l年目の3月31日
に会話の「やさしく話す」を行い、根性値を
26に下げる。 4月にアルバイトの「宿屋J
を3回連続で行い、体力を 50以上にす
る。 4月30日には会話の「やさしく話すj
を行って、疲労を回復させる。 5月にはアル
バイトの「武器屋」を3回連続で行い、経
験1直を 17以上にする。5月31日に会話の
「やさしく話すjで疲労の回復をする。 6月
にはアルバイトの「医者」を3回連続で行
って、知力を49にする。6月30日には
「ドレス」を購入して使用すると、色気は
55になる。次に、会話で「お説教する」、
「せっかんするJ、「さらにせっかんする」を
順に選ぶと、モラルはOになるが色気は92
以上となる。あとは月末のモラルを 1以上
にすること。

プリンセスメーカー2
アイテムが取りほうだい ます、娘を「西部砂

漠地帯」に武者修行に出す。ゴールまでたど
りつくと、家に帰るか、続けるかのコマンド
が出るので、「続ける」を選ぶ。そしてゴー
ルから先に進み、画面がそれ以上切り替わ
らないところまで来たら、方向キーの右を
押す。すると、お金や「漆黒のウロコ」、「快
癒丸Jなどのアイテムが取りlまうだいにな
る。

ブルファイトリンク‘の覇者
いきなり蹟終戦 パスワ ドで「エビロズフ

チロコエポ アドオへペオjと入力す
る。すると、いきなり世界タイトjレマッチか
ら始まる。

世界戦パスワード パスワード入力画面で「工
ピロズスチロコエポァドォヘポオ」
と入力すると、ほとんど最強の状態で世界
タイトル戦から始まる。

必殺パンチ会得法 必殺パンチを覚えるとき
に、パッドの連射速度を最大にして、 ①と
⑥を押すと、 すぐに必殺パンチを覚える。

ブレイクイン
色が名前に忽る MANの名前を入力するとき

に何も入力しないと、着ている服の色がそ
のキャラの名前に怠る。

カーソルを速く ⑨を押しながらだと、力
ソルを速く動かせる。

ブロヲニンダ
縦画面モード ゲーム中にポーズをかけている

状態で、セレク卜を押す。すると、画面の南
端が切れて、縦長に近い画面でプレイでき
る。もう一度同じコマンドを入力すると、元
の画面に戻る。

隠しビジュアル 旧システムカード、を使ってゲ
ームを起動すると、ナベ物の隠しビジュア
ルが見られる。

フ．ロディア
100商パスワード パスワードで「1089
8」と入力する。すると1面から100面まで
すべての画を選べるように怠る。

ポールを止める ゲーム中に①を押したまま
にしておくと、ボールは止まるが矢印は動
かせる。

プロテニスワールドコート
サウンドモニター クエストモードの復活の助

言で、カーソルを1つ右に進めてから「セ」
と入力すると、サウンドモニターに怠る。

確実t.I.織打ちサーブ J＼ッドの連射スイッチを
最高にしてサーブを打つ。すると横かうサ
ブを打ち、確実に相手のコートに入る。

画面が4分割に怒る クエストモードで 「あ
かいきつねのおっゅはうまい」と入力する
と、 4分割モードでゲームが進む。

隠しギャグアイテム ク工ストモードでウィン
トンから右に3、上に11進んだところを調
べると、「炎のラケット」が見つかる。ウィ
ントンから左に18、下に6進んだところを
調べると、「鉄のラケットJが見つかる。浮
き輸をくれるほとうから右に4、下に2進
んだところを調べると、「鹿のふんJが見つ
かる。アリマケから右に4、下に10進んだ
ところでは、「犬のふん」が見つかる。

飛びつきできる 4人プレイを選んで、飛びつ
きボレーができる選手とできない選手でペ
アを組む。こうすると飛びつきポレーので
きない選手も、できるようになる。

面白パスワード クエストモードで次ページ左
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プロ野琢ワールドスタジアム～プロ野球ワールドスタジアム’91

ど5すぴをはやくやりたいか

ぎやらがはけっこういいよな

ととろじようじはおもろいこ

あさいはながすのじようしサ

とたにみかこちやんだいすをさ

せいぷのいしげはへんたいや

しむ5けんはおもしろいんだよ

てはだをいたわるちゃあみいさ

なむこわあるどこおとおもろい

わたくしのなまえはなむはむとや

16.むことをむこはお忽じ忽のに

いやんばかんそこはいやなのさ

ごろころこみつくは忽かtcf,かやtcI.

アカイキウク工ケオコサタシスセ

あらあらあSSSあSSくりんよ

まるかったたたたかかかくタたス

いしのようともけっこういいしり

まつもとのりこはかわいいよね工

あかいたぬきのおっゆもうまいか

はやくはやくしてよねえはやくよ

上の表の薗臼パスワードを入力すると、そ
れぞれ変わった状態でゲームが始まる。

「かちろうjでスタート クエストモードの名
前入力画面で何も入力し忽いと、名前が「か
ちろうjになってしまう。

プロ野琢ワールドスタジアム
隠れチーム 2Pモードで2P側が先攻に忽る

ようにする。後攻側がセレクトボタンを押

しながらランボタンを押し、方向キーの左

を押しているとHの表示が消える。そのと
き、方向キーの左を押す回数で隠れチーム

が選べるように芯る。左を押す回数は、オー
ルドスターズはO回、メジャーリーガズ

は1回、オールドり ムスは2園、黒チー
ムは3回、赤チームは4回、白チームは5
回。また、ウォッチモードで NをClに決
めてから、もう 1回①ボタンを押すと変忽

チームが現れる。

全対戦パスワード 次ページの上に示した表に
あるパスワードを入力すれば、すべての対
戦を選ぶことができる。
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押す回数 隠しチーム名

1回 赤チーム

2回 黒チーム

3回 オールドリームズ

4回 メジャーリーガース．

5固 オールドスターズ

2塁へスピード送涼 1塁ランナーが盗塁した
とき、キャッチャーがボールを持っていた

ら、下を押しながら① を押して送球する。

すると速い球が2塁に送れる。

グランドキーパーズ タイトル画面で ①、

③、 セレクトを押しながらランを押す。する
とピッカリドムのグランドキーパーズを
見ることわできる。

ウォッチモードの隠しチーム ウォッチモード
のClチームでナムコスターズを選び、 lp 
側の右を上の表の数だけ入力すると、隠し

チームとの対戦が見られる。

エラーさせる 相手チム力打球を捕る直前に
下と⑨を同時に押すと、必すエラーする。

プロ野瑠ワールドスタジアム・91
テストモード タイトル画面で⑤を9回、 ①

を 1回、ランの順に押す。すると画薗がテ

ストモードに切り替わる。

全パスワード解析 パスワードの 1ケタ目は
自チーム、 2ケ夕日は敵チームを表し、下の
表Aから該当するチームの数値を入力す
る。3ケタ目は勝利数を表し、表Bから該

当する数値を入れる。4ケタ自は必ず 1が
入る。例えばGチームとしチームで 13試

合目をプレイするときには、自分でGチー

表A
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プロ野球ワールドスタジアム’91

1ぷご N T I w s c F 。 円 G し

N FF2 

下 EE4 DE5 CE6 BEア AEB 8E8 BEA アEB SEC 

w FD4 ED5 006 coア 808 A08 BOA 808 プoc 600 

Eヨ FC5 EC6 ocフ CCB BC8 ACA  8CB sec フco BCE 

c FB6 EBフ 088 C88 BBA ABB BBC BBO フBE 6BF 

F FAア EAB OA8 CAA BAB AAC BAO 臼AE フAF 6AO 

0 F88 E88 OBA C88 BBC ABO 88E 88F フ80 681 

円 F88 EBA OBB CBC BSD ABE 88F 880 781 682 

G F7A E7B DフC CフD 巳アE AフF 9フ0 8フ1 フ72 673 

し F6B E6C 060 C6E B6F A60 861 862 763  664 。F5C E50 05E C5F B50 A51 852 853 754  655 

M F40 E4E 04F C40 B41 A4ε 843 B44 フ45 646 

A F3E E3F 030 C31 832 A33 834 8 35 736  637 

13 F2F E20 021 C22 B23  A24 825 826 727 628 

14 FlO El 1 012 C13 Bl4 Al5 816 817 718 618 

15 FOl E02 003 C04 B05  A06  807 808 708  60A 

ムを選んで「17ElJと入力して、相手をL といつも芯らホームランを打ったとき
チームにする。ただし普通に選べるチーム てくるセスナが、墜落して野手にぶ
同士では、14試合目と 15試合目は選べ芯 る。セスナにぶつかった野手は、必すボ
い。またAチームと CHチームは、 3ケタ を落とす。
目にそれぞれ 13勝と 14勝のパスワー ド 隠しチームの対戦パスワード J＼スワード
を当てはめ左ょいと出てこない。 画薗で、左下の表のパスワードを入力
スナを落とす 試合開始前にドームを閉め と、プロスターズとチャンパラヒ一口
る。そして、 異常に高いフライを打つ。する という 2チームと対戦できる。

同チーム対戦パスワード パスワード入力
出チーム プロスターズ チャンパフヒーローズ で、下の表のパスワードを入力すると、
チーム 6 4 4 6 0 FF 0 はでき芯い同チーム悶士で対戦するこ

チーム 9 6 6 8 ECCD できる。

チーム A 6 6 8 5 2 2 3 
先発ピッチャーが適役できる 通常は、先

たピッチャーは次の試合で投げること
チーム 4 FF 1 A667 き主主いが、 度リセッ トしてパスワー

チーム OAAC FAAS 入れて再開すれば次の試合も投げられペ

チーム lAAC 3DDE 
対駿カード パスワード 対戦力一ド パスワード

チーム ACCE E 1 1 2 
G vs G 7 7 E 7 c vs c FFFE 

チーム 9 1 1 3 lAAB 
w vs w 8886 D vs D BBC8 

Wチーム 7 EE 0 4CCD 
$ VS  5 8 8 7 4 T VS  T 7 7 3 2 

Uチーム F 5 5 7 0 7 7 8 

チーム 6880 BEEF 
N vs N 5 5 3 9 L vs L 日日85

チーム E 2 2 4 688C 
BwvsBw 4440 日uvs Bu 2 2 2 A 

チーム CF Fl 9DDE F VS  F 9 9 3 0 0 vs 0 日目El

チーム 4 5 5 7 4 6 6 7 H vs H 日目C0 M vs M 777A 

出
か
レ

力
る
ズ

面
常
が

通

し
で
を
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ベイピー・ジョー～ lぎつぷ’nまじっく

♂、
ベイピー・ジョー
無敵の赤ちゃん誕生 パスワードをSUPERB

ABと入力する。このとき印VRONGリと表
示されるが気にせす、 PLAYを選ぶ。ゲム
をスター卜して、プレイ中にセレクトを押
すと、ジョ くんが一定時間無敵に砿る。そ
のうえ、八 トやガラガラの数が最大で、最
初かうスーパーおむつを装備した状態に左よ
っている。無敵の効果が切れてしまったと
きは、再びセレクトを押せば無敵の状態に
戻すととができる。

無敵状態の解除 無敵授を使っている状態で、
セレクトと①を岡崎押しをすると、無自由状
態が解除。

自滅コマンド ゲム中に、セレクトと⑥を
同時押しすると、自キャラがやられたこと
になる。

ヘビーユニット
オプシヨンモード タイトル画面で方向キーの

左と①ボタンを押しながらセレクトボタン
を押すと、雲監易度や残機が変えられるオプ
ションモードに。

白黒モード 上のオプシヨンモードで、 ① ボ
タンを 46回、 ③ボタンを 96白押してラ
ンボタンを押す。すると、画面の色が白黒に
なる。

サウンドテストモード タイトル画面で方向キ
ーの左、 ① ボタン、⑨ボタンを同時に押

しながらセレクトボタンを押すと、サウン
ドテストモードが始まる。

タイトルでパグる タイトル画面で「TAIT
o」の文字が右から左に移動するときに、「T
AITO」の「l」と、 fHEAVYJの「Y」の字
が垂直に並んだときにランを押すと、一瞬
パグる。

幽が変わる ステージ 1-1の3匹竜がいると
ころで空の色が変わっているところを越え
ると、曲が変わる。このとき、色の変わり目
を上下に移動すると、そのたびに曲が変わ
り続けるロ

ヱンデイングで動く 最終ポスを倒したら、動
き続ける。すると、工ンデイングで自機が登
場するときに、少しのあいだだけ動かすこ
とができる。
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ヘルファイアーS
合体多方向攻撃 ます、モードセレクト画面

で、ミスのあとの攻撃方向が戻らないよう
にする。次に2Pでゲムを始め、スピード
アイテムを取る。すると重なっていた自機
が少しすれる。そこで、ワザと重芯っている
片方の自機をミスして、もう片方の自機の
攻撃方向を変える。あとは、もう一度2機
を重ねると、同時に多方向に攻撃できる。

アイテムを多く手に入れる アイテムを持つ敵
を後方ショットで倒すと、アイテムを3つ
入手できる。

弁塵舛伝

おもしろパスワード パスワ ドを 「おとれる
ものもひさしからす」と入力するとサウン
ドテストに芯る。また、 「なっくさやつはも
のともがゆめのあと」と入力すると敵キャ
ラが見られる。

経験値が30000入る ゲムの終盤で、工
ソにある「舞空印」を手に入れたら、とれを
使って関東地方の西にある、富士山へ行っ
てみよう。富士山では「金龍」が現れて、戦
わ忽くても 30000の経験値がもらえる。

沙夜香が2人 「ねへおこぱじなぽじふぽ
きるぱぽはすしさやぐみlま｜まえひめ
ろのもふじよそまぺへへぜものへさ
りみおぽぽ13iがふざそ’がびふぷせま
もぼくにたばひわ」とパスワードを入
力すると、沙夜香が2人いるパーティにな
る。

lま
lまっiJ¥’nまじっく
ステージセレクト タイトル画面で①と③を

押しながらランを押す。そして、ゲームをス
ター卜したあと、ポーズをかけてセレクト
を押すと、数字の輸が2つ現れる。左側の
輸でワールド数、右側の輪でステージ数の
設定を行う。方向キーの左右で変更し、 ①
で決定できる。⑥でキャンセル。ワルド
数を決定してからステージ数を決定してラ
ンを押すと、好きなステージから始まる。

隠し魔法 タイトル画面で、 ①と③を押しな
がうランを押す。そして、セレクトで魔法を
選ぶと、消費MPがOで最強の「ネズミの



魔法」が使える。

ポナンザブラザーヌ
無限コンテイニュー ますマルチタップを用意

し、 2人プレイでゲームを始める。2P側を
ゲームオー）＼ーにしてクレジットが0の状
態にし、 lP側で今いるステージをクリアす
る。そして、次のステージのデモ画面で、
2Pパッドのランを押す。ゲムが始まって
2P側のキャラが復活していれば、このウル
テクは成功。ゲームオーjIーになっても、ク
レジット数の表示がパグった状態になって
いて、何度でもコンテイニューできる。

炎の園球児ドッジ弾平
愚強パスワード パスワード画面で、 「444F

CBA9」と入力すると、 5つの神器をすべて
持っている状態で最初から始まる。また、
「45EOC326Jと入力すると、全員がほぼ
最強の状態で始まる。

ポピユラス
ミュージックSSEテスト 爾面右スミにある

TVモニターのアイコンに力 ソルを合わ
せ、右下と③を同時に押すと、ミュージッ
クテス ト＆ SEテス トができるように芯
る。方向キーでメニューを選んで、 ①を押
すと曲を聴くことができる。

ポピュラスザ・プロミストランド
ミュージ．ック＆SEテスト 画面右スミにある

TVモニターのアイコンにカーソルを合わ
せ、右下を押しながら⑨を押すとメニュー
が現れる。方向キーで選んで、 ①を押すと
曲を聴くことができる。

オープニングを飛lます 起動画面から、 ①を
押しながらランを押し、八ドソンのマ ク
が出るまで①を押し続ける。すると、ポピ
ユラスのタイトル画面が表示される。また、
③を押しながらランを押し、 ⑨を押し続け
ていると、ブロミストランドのタイトル画
面が表示される。

ポリス・コネクション
環境設定 聞き込み中にセレク卜を押すと、 歩

くスピードとメッセージスピードを設定で
きる。

ポンパーマン
II終菌パスワード パスワードを「RWOOHV

ボナンザブラザーズ～ポンパーマン

vv」と入力すると、最終面の8-8から始め
られる。しかも、火力が最高のレベル5より
も上の 13に左よっている。

5人一緒にプレイ 5人用マルチタップをPC
エンジン本体につ主主ぎ、タップの 1に｝＼ツ

ドをつないで、バトルゲームの5人でゲー
ムをスター卜する。そして、ゲーム中どこで
もいいからポーズをかけ、マルチタップを
外してパッドを本体に取りつげる。あとは
ポーズを解除し操作するだけで、 5人のボ
ンパーマンが同じ動きをする。

30秒間無敵になる 「ファイアース ツjのア
イテムを着用しているときに、爆弾をボン
）＼ーマンの近くにしかける。そして、爆弾が
爆発すると同時に①を押し続けると、ボン
）＼ーマンが30秒間だけ無敵になる。

ステージorアイテムセレクト 八イスコアを
300点に設定し、 リセットをかける。タイ
トル画面が現れても伺もし芯いで、ゲーム
プレイデモを見る。そのあとでタイトル画
面が現れたときに、下、セレクト、①、⑨
を同時に押す。そして選択項目が現れたと
きにランを押すと、オ プ二ングデモが始
まるので、ここでさらにランを押す。すると
ステージ0「アイテムセレク卜画面が現れ、
好きなステージやアイテムを選ぶことがで
きるように怠る。

サウンドテスト どのステージでもいいのでパ
スワードを取っておき、パスワード入力画
面で、「BOMSOUNO」と入力する。する
と、爆発音が鳴りパスワードがクリアされ
るので、あらかじめ取っておいたパスワ
ドを入力し直すとサウンドテストに怠る。

各種パスワード パスワード入力薗面で、下の
表のとおり入力すると、それぞれの状態に

スタート時の状態 パスワード

1 iIDボス戦かう RAWHHGPN 

2菌ボス戦かう UBCZTPVL 

3菌ボス戦かう UWKKOVSL 

4面ボス戦かう MKZNMNVU 

5菌ボス戦から MXECVNTV 

E面ボス戦から MBHAILVL 

7菌ボス戦から ROFBOQEU 

B薗ボス戦から UAAFTHNP 

宣言初から火力Lv 8 UKBLMNKP 

震初から患強状態 MOAAVMSU 
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ボンパーマン’93～麻雀学園東閏宗四郎登場

ステージ パスワード ポンパーマン’94

A-8 FJLFBHKB サウンドルーム タイトル画薗で右、左、左

8-8 FJLFAFIB 
下、下、右下、③の順にすばやく押す。す
るとサウンドルーム画面が出現する。上下

C-8 IKLFEFNB で番号を選び、 ①でスター卜する。

0-8 JKLFAHMB 全ステージパスワード パスワード入力画面
で、下の表のパスワ ドを入力すると、好き

E-8 KKLFAHNB Id-ステージから始められる。

F-8 MKLFAHOB ボンJTーマンがまわるバトルモードで勝戦回

G-8 NKLFAHPB 
数を選13＼ときに、左か右を押すとボンパー
マンが回り出す。

Id-る。 無敵に忽る バトルモードで古城面を選択して

隠しビジュアル マルチタップを援続せすに、 ゲームを始める。そして、ピンクルーイが出

対戦モードを選択すると隠しビジュアルが たら⑨を連打しながらワープ穴の上を通過

見られる。 する。ここで、ワープしなければ成功。そう

ポンパーマン’93
すると無敵になっている。

ブロックが猶える ます、ゲームをいだてん面

便利なコンフィグレーション ノーマルゲーム で始めるか、駿足病に主主る。そして、イ工口

をクリアして、工ンデイングが終わったと ールーイに乗ってブロックを蹴り、そのブ
きに、 ①を押し主主がうランを押す。このと ロックに追いついてもう一度蹴る。する

き音が鳴ったら、リセットして再びノーマ と、次々にブロックが摺えていく。
ルゲームを始めるとボス紹介のあとにコン

まフィグレーション画面が現れる。ここで
は、ゲームスター卜のステージとシーンの
選択、各アイテムの装備数の設定、ボンパー
マンのストック数の変更などをすることが

マーシャルチャンピオンできる。また、ゲーム中の音楽や効果琶を聴
くことができる。 超必殺妓コマンド キャラの体力が4分の l

隠し画面 マルチタップで lPと5Pにパッド 以下に芯って体力ゲージが点滅すると、超
をつ主主ぎ、タイトル画面でlP側がバトルゲ 必殺授が使えるように芯る。各キャラごと
ームを選んですぐ、 5P倶ljのセレク 卜、 ラ のコマンドは次ページ上の表の通り。コマ
ン、 ①、⑨を押せば隠し画面に主主る。 ンドはキャラが右向きのもの。

ポスパスワード 上の表のパスワードを入力す
麻雀学園東間宗四郎霊場ると、各面のボスと戦える。

いき怒り注意 ｝＼~ノドを 1 つだけ接続してパ 面セレクト モードの選択画面で、学園モード
トルゲームを選び、文字が点滅しているあ を選択して左、右、 ①、⑨、左、右、 ①、

いだに、上、 ①、⑨、ラン、セレクトを同 ②の順にコマンドを入力する。成功する
時に押し続けると、タップがつ広がってい と、「ピン」という音がする。① ボタンを
忽いことを警告する注意画面が表示される。 押す回数で菌数を選び、学園モードで始め

2 3 4 5 FINAL 

2 2 0 0 4 5 0 1 4 5 0 2 6 8 0 3 8 1 1 4 0 5 1 5 

2 6 8 0 0 8 1 1 1 8 1 1 2 0 5 1 3 2 8 1 4 

〆3 5 1 2 0 7 4 2 1 7 4 2 2 9 7 2 3 1 1 3 4 パスワード

4 1J.し 1 0 5 1 1 0 5 2 3 3 5 3 5 6 5 4 なし

ボス 7 4 2 0 3 3 5 1 3 3 5 2 5 6 5 3 7 9 5 4 

108 



キャラ名 コマンド

陣 左、下、左下＋上段攻量産

アイアイ 下、右下、右、右上＋上段攻撃

禅 下、左下、左＋中段攻.

レイチェル 左、下、左下＋上段攻事

アヴァ 左、下、左下＋上段攻摩

ホイ 左にタメ、右＋下段攻撃

マハンパ 右攻撃．右下、下、左下、左、右＋中段

ゴルドー 右、左、右、下＋中段攻撃

ケイオス 下、左下、左＋中段攻舷（武鑓必要）

ボビー 左、下、上＋中段攻撃

ると、行きたい簡に行ける。

全員見られる モ ド選択画面で左、左、右、
右、 ①、⑨、 ①、⑨と押し、さらに①、
左、石、⑨、上、上、左、⑨、下、右、⑥、
①、下、上、下、ラン、②、 ①、上、ラン、
①、左、右、右、上、上、上、下、 ①、左、
下、 ⑤、ラン、右、下、左、右、 ①、ラン

と押す。 すると、すべての画面を見ることが
できる。

変なパスワード 全国モ ドでパスワ ドを
「とうまそう しろうまあじゃんがくえ
ん」と入れると、全国をまばらに制圧してい
て持点を 2121500点持った状態て‘始ま
る。また「おねがいだもちてんおおく く
ださいな」と入力すると持点が10万点から
始まる。

コンテイニュー 1回漕加 コンテイニュー画
菌で 1分間以上伺もし芯いで待ったあと、
方向キーを時計四りと逆に 1周以上押す。
すると、音が鳴ってコンティ二ユ が 1回
増える。

コンテイニュー3回漕加 コンテイニュー画
画のときに、 3分間以上伺もしないて‘待っ
たあと、上を 10回押す。すると音が鳴っ
て、コンテイニューが3田に摺える。

コマーシャルが出る 2倍役満を上がると、突
然フェイスかう 『不思議の夢のアリスjのコ
マシャルが出る。

催促される テンパイしていない状態で、リー
チをかける。これを3回繰り返すと、 3回

目のリ チのあとにブッという盲がして
「リーチまだlつ」と催促される。

サウンドテスト モード選択画面で①、①、
左、左、右、⑨、⑥、右の順に入力する。

麻雀学園マイルド

ビジュアルテスト モード選択画面で ①、
⑨、①、③、右、左、右、左の順にコマン

ドを入力する。これでピジユ7てルテスト画

面に芯り、 ①を押すたびに画面を変えるこ
とができる。

麻雀字国マイルド

あああああああああああああああああ

まあじゃんがくえんとうまそうしろう

おねがいだもちてんおおく くださいな

ぬぐところみせてくださいすこしでも
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麻雀クリニックスペシャル～まーじゃんファッション物語

「リーチまだけ」と催促される。

麻雀クリニックスペシャル
音声OFF マップ画面でランを押すと、音声

のON、OFFを選べるように怠る。

麻雀悟空スペシャJl1
いろいろモード 「途中から」を選び、圃園匝圏
固圃l固~ とパスワードを入力し、①を押
す。「ENTER 」というメッセージが出る
が、ここで⑨を押す。するとタイトル画面
に戻るので、「はじめかう」を選んで①を3
回押す。このあと、次のコマンドを入力する
と、いろいろなことができる。タイト）~画面
で⑨を押すとサウンドテストになり、方向
キーの上下で曲が変わる。対戦中に上を押
したままランを押すと、オーラスまでワー
プする。アニメシーンのとき⑨を押すと、
アニメシーンをとばせる。対戦中に上を押
したままセレクトを押すと、牌を交換でき
る。条件表示画面で⑨を押すと、戦わすに
勝つことができる。

麻雀刺客列伝麻雀ウォーズ
名なしでパグる RPGモ ドを選び、ネーム

登録画面ですぐに「おわり」を選ぶ。ゲーム
が始まったら、 ①を押してウインドウを表
示させて「ぎじゅつ」に力 ソルを合わせて
①を押す。すると「ももよ」というのが出
てきて、パグった画面を歩けるようにな
る。

変な顔 ます、対刺客戦モードでゆきおと対戦
する。次に、リ チをかけられ広い状態のと
きにリーチをかけて、続けて口ンする。そし
てリ チを取り消すと、ゆきおの歯が欠け
たよう芯変忽顔が見られる。

マージャン・ソードプリンセス・

クエスト舛伝
カラオケボックス ストーリーモードをクリア

して、再度ロードすると、マップ画薗の右上
にカラオケボックスができている。ここに
入ると、画面が切り替わり、エンデイングテ
ーマのカラオケが流れる。

配牌を変えられる ナグザットのロゴが表示さ
れているあいだに、上、上、上、下、下、下、
①、①の順に押す。そして、ゲームを始め
てアイテムショッブに行き、リーゼに「あり
がとうございましたあ l」と言われるまで
セレクトを連打する。すると、麻雀対局のと
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きに、配牌にカーソルを合わせてから方向
キーの上下を押せば、配牌を変えられるよ
うに怠る。

エスティローダー登場 ストーリーモ ドで、
5人のプリンセスを倒すまえに、アイテム
ショッブの娘リーゼと麻雀対局をして勝
つ、アイテムショップでまれに売っている
リーゼの服を買う、ミ二ゲーム 1「Stamp
Go11 GollJで勝つ、という3つの条件をク
リアする。すると、最後に工スティローダー
という隠しキャラが登場して、対局できる
ように芯る。

麻雀覇王伝カイザーズクエスト
配牌が即テンパイに怒る ルールを変えても変

えなくてもいいから「ゲムゼってし1Jを3
回選ぶ。そしてどのモードでもいいから選
んでゲームを始める。あとは、配牌の前に
①、⑨を押し続けるだけ。

サウンドセレクト 「ルルせってし1J画面でセ
レク卜を押すと、サウンドテストになる。サ
ウンドテストでは方向キーの左右で曲を選
び、 ①で音楽をスター卜し、⑨でストッ
プする。

即ツモる リーチをかけたあとで、牌をツモる
ときにセレクトとランを押しながら①を押
すと、即ツモれる。

まーじゃんファッション物語
女の子たちのグラフィック モード選択画面で

下を10回押すと、画面の上に「テスト」と
表示される。との状態でどのモ ドでもい
いからゲームを始めると、女の子たちのク
ラフィックを見るととができる。ここでは、
①で次の画面が見られて、⑨で前の画面に
戻る。

イージーモード モ ド選択画面で右を10回
押し、ゲームをスター卜すると、難易度の低
いイージーモードに芯る。

デバッグモード モード選択画面で左を10回
押し、ゲームをスター卜すると、デパッグモ
ードになり、待ち牌当てクイズの答が一瞬
表示されたり、対局で牌が配られる前から
セレク卜を押し続けると国士無双のツミコ
ミができるようになる。

別のグラフィックを見る ビジュアルテストと
イ ジーモードの両方のコマンドを入力し
てから始めると、ビジュアルテストのコマ
ンドだけ入力した場合とは違うグラフィッ
クを見られる。



マイト・アンド・マジ‘ックm～魔神英雄伝ワタル

マイト・アンド・マジックE
すぐにエンデイング 項目変更画面で、名前を

「つ ENDつONE」と入力する。すると、工
ンデイングが始まる。

慢強レベルでスタート 項目変更画面で、名前
を「つ IHSOGOT」と入力する。すると、
最高値のレベルのキャラで、最初に訪れる
ファウンテンヘッドの街からゲームを始め
ることができる。

魔界八犬伝SHADA
セーブで敵が消滅する 戦闘中に敵に固まれた

り、戦いをさけたい場合には、いったんセー
ブする画面にする。そして、もとの画面に戻
すと敵がい主主く芯る。

.を消す方法 毒を受けてしまったら、いった
んセーブをしてワザとゲームオーバーにす
る。そしてセーブしたところから始める
と、毒が消える。

隠しアイテム 里見ヶ原の北のまわりが道に図
まれている 1本の木の根元を調べると、幻
の鍬 「むらくも」が手に入る。そして、同じ
木の右下の辺りを調べると500文が手に入
る。また、里見の村の長老の家の下にある木
の上を調べると、銅の輸が見つかる。

魔界プリンスど51まっちゃん
隠しアイテム 1薗の中ボスのところへ行くと

き、名も芯い執事さんたちを踏み台にして
登るガケの途中で右に進み、行き止まりを
爆弾で磁凄して進むと、小執事さんわ1いて
lUPとライフ回復アイテムをもらえる。

タ＂：；シユできる 左、右どちらか進みたい方向
に2度すばやく入力すると、ダッシュする
ことができる。

魔境伝説
コンテイニュー渚加 ゲームオ－）＼一画面にな

ったら、 ①ボタンとセレクトボタンを押し
芯がら、左を連打する。ゲームオー）＼ー画薗
が表示されている間に左を押した回数だけ

コンティ二ユ が溜加する。
曲が変わs~い 1画で緑のアチャを3匹連

れてボスのところまで行くと、ボスが登場
しない。ここでアチャを倒すとボスが登場
するが、闘がボスのものにならない。

マジカルサウルスツアー
隠しキャラ 下の表の場所の、「A」と表示され

るところで①を押すと隠しキャラを見るこ
とができる。

マジカルテヱイス
お金をいっぱい持ってスタート モードセレク

卜画面で、左、下、右、上と押してから、セ
レクトを3園、左、右、 ①の順に押してか
らゲ ムを始める。すると所持金が
65535の状態でゲームが始められる。

サウンドテスト ますモ ドセレクトの画面
で、左、下、右、上、と押してからセレクト
を3回、左、右、⑨の順に押すと、サウン
ドテストの画面になる。

リプルがあわてる ゲーム中、ダメージを受け
ているときにポーズをかけると、リプルが
あわてる。

マジクール
ビジュアルをとばす ビジュアルシーンの最中

に、セレクトを押すとビジュアルシーンを
とばせる。

いきなりタイトル画面 起動画面でランを押し
て、 NECのロゴが表示されたら①を押しっ
ぱ芯しにする。すると、いき芯りタイトル画
面が表示される。

魔神英雄伝ワタJレ
デバッグモード オープニング画面が点滅して

いる聞に、 jtッドの①、⑤、セレクト、ラ
ンボタンを押し続ける。スタートの表示が
出たら、方向キーの上を8回押す。

音がきたなくなる デバッグモードにし、 S
OUNDを⑨ボタンで06にし、セレクトを押
す。そして、 EFECTを⑨ボタンで30にし、

隠しキャラ名 時代 場所

風神 白亜紀前期 アフリ力の一番右にいる恐竜の後ろ足としつぼの間

宇宙人 白亜紀前期 北米のマップの一番右舗の画面右にある4本の木の左上

宇宙飛行士 自彊紀後期 ベーリンク海峡の一番左にいる恐竜の頭部の左上

l
 

l
 

l
 



マスターオブモンスターズ～マニアックプロレス

もう一度セレク卜を押す。すると、音がきた
忽くなるロ

うしろの敵は怖くない 自キャラのうしろに敵
が近づいてきたら、前に剣を出9。すると、
ふり向かずに敵を倒せる。

金色のまねをねこ出現法則 第3界層は 1番
目、第4界層は 2香目、第5界層は4番
目、第6界層は 1番目、第7界層は2番目
にそれぞれ出てくるまねきねこの集団を続
けて16匹倒す。すると、金色のまねきねこ
が出現する。ただし、第 1界層と第2界層
には、金色のまねきねこは出現し主主い。

ガッタイガー硬直 最終面でボスのガッタイガ
ーの部屋に飛び降りるとき、画面左端かう
右に向かつてジャンブし、右を押し続け
る。すると‘ガッタイガーが動かなく主主る。

マスターオブモンスターズ
敵国を必す降伏させる どのマップでもいいの

で、 10ターン目まで進行させる。次に 10
ターン目以降のフ工イズで、ランを押して
設定画面を呼び出し、メニューから降伏を
選んで実行する。すると、芯ぜか敵国が降伏
したことになり、自軍の勝利になる。

愚強マスター『キャビン」 キャンペーン以
外のマップを読み込んでから、マスターを
決める。このときに変えたいマスターに力

ソルを合わせて、右とランを押しながら
①を何回か押す。すると、「キャビン」とい
う、最強のマスタ が現れる。

マッドストーカーフルメタルフォ

ース
得するマルチタップ マルチタップを接続し

て、 5PIこもパッドをつ芯ぐ。そしてプレイ
中にポーズをかけて以下の操作をすれば、
それぞれ効果を得られる。ます5P側のラン
を押せば、その場でステージクリア。次に
5P恒IJのセレクトを押せば、自機が無敵状態
になる。さらに lP側の①を押せば、画面
が縦長に主主る。最後に lP側の⑨を押して
からポーズを解除すれば、自機の色が変わ
る。色は4つあり同じ手順で変わる。

隠しメニュー オプション画面で、 LEVELを
HARD、SEを7、BGMを 13にし、カー
ソルを LEVELに戻して① を押す。する
と、隠しメニューが表示され、以下のことが
できるように芯る。「SEVOLIUM E」で
は、自機が「VSGAME」に登場する6体

から選んで使える。「STAGESELECTJで

112 

は、ステージセレクトができる。それぞれの
項目を左右で設定してから、②を押してモ

ド選択画面に戻してゲームを始めると、
それぞれの効果を得られる。

ザコキャラを使える 「VSGAMEJを選び、
「lP VS COMJか「lP VS 2PJに力一
ソルを合わせ、セレクトを押し広がうラン
を押す。すると、ストーリーモードに登場す
るザコキャラを使うことができる。

思しビジュアル ゲームを起動させて「KOG
ADO」と出たら、セレクトと①と⑥を押し
続ける。すると、隠しビジュアルを見られ
る。そのまま、 ζの3つのボタンを押し続け
れば、システムのパージョン違いの警告函
薗も見られる。

敵キャラを操作する ます、マルチタップを接
続して 1～4Pまでパッドを接続しておく。
次に、上の隠しメ二ュ の技を使い、
fEXTRA VSMODE」の欄をONにしてゲ
ームを始める。そして、画面に敵キャラが現
れたら、 2～4Pのいす、れかのパッドのラン
を押すと、そのパッドで敵キャラを操作で
きる。

贋箇伝説アストラリワス
敵が出てこない 最初のキャラの名前を

「PON」にして、あとは適当に名前をつけて
ゲームを始める。すると、ボス以外の敵が出
てこ忽く主主る。

マニアックプロレス
おもしろパスワード パスワードを「たたかう

のだけはゆるして」、「しぱきあげたろかお
めえは」、「いかりがたぶんぷんぷん」と入
れると、いろいろなことが起こる。

慢強パスワード パスワードを「どぷきそたれ
びのぱぱはば」と入力する。すると、ステー
タスが全部255、授をすべてマスターした
最強キャラでプレイできる。

大鉄さん出現 ます、お互いのスタミナをギリ
ギリまで持っていく。そこでノックアウト
しない程度に大技をかけると、アナウンサ
ーが突然大鉄さんに話しかける。

くたびれもうけ ます、主人公の全部のステー
タスを255の最高値にする。そζで卜レー
二ングすると、結果のメッセージに「くたび
れもうけをしてしまった 」と出てくる。

2周自慢強パスワード 2周目で最強状態で始
めるには、「11：きそぬねだあむItぱだぺJと
パスワ ドを入力する。



魔物ハンター妖子遼き呼び声～未来少年コナン

ゴングが鳴る インフォメーション画面で、
10分間放っておく。すると、ゴングが鳴り
出す。

魔物ハンター妖子還を呼び声
デフォルメ妖子登場 セツナの部屋に行った

ら、タンスを5回見る。すると、妖子がタ

ンスからくつしたを見つける。そのあと画
面が切り醤わって、デフォルメ妖子が登場
する。

ビジュアルシーンでポーズがかかる 好き芯ビ
ジュアルシーンで、上とランと⑨を同時に
押す。すると、画面にポーズをかけることが
できるように芯る。

エンデインク後の隠し画面 エンデイング終了
後に、上と①を同時に押したあとに、左と
ランを同時に押す。すると、隠し画面を見る
ことができる。

魔物ハンター紙子魔界かSの転綬

生
妖子の部屋S音楽の部屋 「NEWGAME」と

「CONTINUE」の選択画面でセレクトを押
すと、妖子のおしゃべりが聴ける「妖子の部
屋Jと、ゲーム中の音楽が聴ける「音楽の部
屋」の選択画面に切り替わる。どちらか一方
を選んで①を押せば、それぞれを楽しむζ

とができる。「妖子の部屋」では妖子の趣味
やスリーサイズなどを会話形式で聞くこと
ができ、「音楽の部屋Jではゲーム中の音楽
全9曲を、自由に選んで瞭くことができる
ように怠っている。

妖子の下篇姿 最初の村でゼルーダの家に行け

るようになったら店に入り、コマンドの「見
る」→「妖子」を8回繰り返すと、妖子の
着替えを覗くことができる。

マンホール
キャラ紹介デモ タイトル画薗でしばらく待つ

と、登場人物を紹介するデモが始まる。

み
Mr.HELiの大冒隙

クレジット娼加 タイトル画面でパッドを
①、⑨、⑨、①、セレクトの順に押す。す

るとクレジット画面が現れる。この画面で
①ボタンを押すと、クレジッ トの回数が最

高99まで憎える。
BGMセレクト タイトル画面で、パッドを

⑨、①、①、⑨、 セレクトの順番で押す。

すると、 BGMセレクトモードとなる。この
モ ドでは、方向キーの上下と①ボタンで
BGMを聴くととができる。

ミスティックフォーミュラ
ステージセレクト ます、下と①を押しなが

らゲームを起動させる。下と①はオープニ
ングが始まるまで押し続け、始まったらラ
ンを押して、 lPか2Pかを選13＼。すると、
ステージセレク卜画面が現れる。最初は‘
「STAGEl」と表示されているので、左右で
好きなステージの数字をセットして、 ①か
ランでスター卜する。また、このt査を使うこ

とにより、プレイヤー数も自動的に増え
る。

密告画面 旧システムカードを使ってゲームを
起動すると、警告画面が表示される。

みつぱ哲学園
コンピュータが怒る 香組で、更衣室の前まで

行く。 そこで何度も 「見る」のコマンドを使
うと、コンピュータに「しっこし1」と怒られ
る。また冬組で、クリスマスイブの朝、あ
げてもいないプレゼントのことで、生徒た
ちの感謝の言葉に 「当然の事さ」を選13＼と、
神の声に 「うそをつくなJと怒られる。

デバッグ川戸ム タイトJL画面から名前の入力
画面にして「まつうらこうちょうJと入力す
ると、生徒名簿、音楽デモ、脇役紹介芯どの
デバッグルームに行ける。

未来少年コナン
隠し雛易度設定 コンテイニュー画面で⑨を

押しながらセレクトを押すと、力 ソルの
色が変わり、以前とは違った難易度でプレ
イできる。また、同じコマンドを入力するた
びに、色が変わるので、難易度を選択しよ
う。難易度とカーソルの色の対応は、青がイ
ージ一、黄色がノーマル、緑がlLード、自が
スーjて－ILード。イージーは穴芯どに落下

してもミスしてもキャラクタの残り人数が
減ら広い。八一ド、スーパーjLードは、敵キ
ャラクタの強さやトラップの難易度がかな
り上がっている。

コンフィグモード アクションゲム内で、ポ
ーズをかけて①を押すとコンフィグモード
に忽る。このモードでは、会話時の音声出力
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ムーンライトレディ～メソポタミア

のON/OFFのほか、メッセージウインドウ
の色を4色の中かう選べて、メッセージウ
インドウの模綴が変えられる。

プレイヤーキャラを変える 電源を入れて
RIOTのロゴマークが出ているときに、下で
紹介する各キャラのコマンドをコンテイニ
ュー画面まで入力し続ける。あとはl～6の
好き芯ステージを選ぶと、キャラが変わ
る。ジムシーでプレイする場合は、左上、セ
レクト、ラン、 ①を押し続ける。おじいで
プレイずる場合は、右上、セレク卜、ラン、
①を押し続ければいい。

ピジ．ユアルセレクト タイトル画面で、上、
下、下、⑤、⑨、ランのJI慎に押す。すると、
ビジュアルセレクトができるように芯る。
ビジュアルは全部で8つあり、方向キーで
選んで①で実行すれば自由に見ることがで
きる。

オープニングを飛ばす メーカーのロゴマーク
が出ている画面で、 ①、⑨ を押し続けて
いると、オープニングが省略されて、すぐに
コンテイニュー画面になり、ゲームをスタ
ー卜できる。

む
ムーンライトレディ
I(ックアップユーティリティ画面 「いちげんさ

んJか「じようれんさん」を選ぶ画面でセレ
クトを押すと、パックアップユ ティリテ
ィ画面になる。さらにセレクトを押すと、横
長な画面に左よる。

会誌を早送りする 会話中にランを押すと、 セ
リフが早送りされてあっというまに会話が
終わる。

.告画面 ｜日システムカードでこのゲームを起
動すると、画面フルサイス’のビジュアルシ
ーンで警告を見られる。

夢幻戦士ヴァリス
デバッグモード タイトル画面で、下、②、

左、左、下、⑨、上、①、上、左、上、右、
⑨、右、下、 ①、右、下、下、 ⑨、下、上、
①、上、 ⑨、 下、 ①、上、 ⑨、⑨、①、
①、左、上、 ①、⑨、下、上、上、下、セ
レク卜のJI慎に押す。すると、ウインドウが現
n、ビジュアルセレクト、サウンドセレク
卜、ミュ ジックセレク卜、ステージセレク
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トができるように忽る。サウンドセレク
ト、ミュージックセレクト、ステージセレク
卜は、それぞれを選，3；とさらにウインドウ
が聞き、細かいメニューで選ぶようになっ
ている。サウンドは全部で8つあり、ミュ
ージックは全部で11ある。ステージは各ス
テージごとに前半、後半などに分かれてい
て、全部で13のブロックがある。ステージ
セレクトを実行すると、さらに、プレイヤー
数、ウェポンレベル、ウエポンの種類、 HP
の童、 MPの量を選択することができる。プ
レイヤー数は1～99の聞で変更でき、ウェ
ポンレベルはO～3の聞で変更できる。ウ工
ポンは全5種類の中かう自由に選べる。

ヨE告画面 旧システム力一ドを使ってゲームを
起動すると、警告画面が表示される。

ガメラ登場 5面の上空をよく見ると、ガメラ
が飛んでいるのが見られる。

め
迷宮のエルフィーネ
ビジュアルモード タイトル画面で、方向キー
の下と①、⑨、セレクトボタンを同時に押
し花王がう、ランボタンを押す。するとビジュ
アルモードになる。方向キーで選択して、
①ボタンで決定すると、ビジュアルシーン
などを見ることができる。

終わったあとのオマケ ます、ゲームを終わら
せてエンデイングを見る。最後に西村知美
ちゃんの画面が出るが、ここでしばらく待
つ。すると知美ちゃんの声で、声優さんの紹
介などが始まる。

メソポタミア
ボスだけと戦える連射パッドを用意して、タ

イトル画面で、下、 ⑥、2段階連射にした
①を押しながら、ランを連打する。すると
12体のボスと順番に戦うことになる。ま
た、魔女と戦う場合は、 タイ トル画面で、
下、 3段階連射にした⑨、2段階連射にし
た①を押しながら、ランを連打すれば戦う
ことができる。

ラウンド＆サウンドセレクト 誕生日の入力画
面で、上、 ラン、①を同時に押すとセレク
ト画面が表示される。ラウンドセレクトは
方向キーの上下で数字を選択し、ランで決
定する。サウンドセレクトは①と⑨のボタ



ンで数字を選択すると聴くことができる。
ラウンドは全部で12あり、サウンドは全部
で59ある。

隠しシユーティングゲーム 誕生日の入力画面
で、上、ラン、 ①を同時に押してラウンド
＆サウンドセレク卜画面にする。そこで、セ
レク卜、上、上、下、下、左、右、左、右、
⑨、 ①のJI慎に押す。するとレベルメーター
の表示された画面になるので、この画面で
②、上、上、下、下、左、右、左、右、 ①、
①のJI慎に押すと、隠しシユーテイングゲー
ムが楽しめる。

lUP出現 プレイ中にランを 200回以上押
すと、敵を倒すたびに l~.P が出現する。

α波でリラックス ステージセレクトとサウン
ドテストの画面にして、セレクト、上、上、
下、下、左、石、左、右、⑨、 ① の順に
コマンドを入力。すると、画面の明るさを変
更できたり、画面が点滅する。

しゃがむ 自機の形が直立状態のときに、足元
の方向に方向キーを押すと、自機がしゃが
む。

モノクロモード プレイ中にセレクトを15回
押したあとにポーズをかけ、方向キーの上
と①を同時に押す。

めぞんー劃j

一の瀬のおじさん 1号室のふすまを開けたま
ま外に出る。そして、持ち金0の状態で、
もう一度 1号室に行くと一の瀬のおじさん
に会うことができる。

小包無限猶殖 五代くんの持ち金を 1000円

以下にして、管理人室に入れてもらう。そこ
で実家に電話をかけ、座っていると小包が
手に入る。これを繰り返すと、いくらでも小
包が手に入る。

後半かう始まる パスワード入力画面で、
「あ」を 17以上入力すると後半からスター
トできる。

メタモジュピター
.告画面 旧システム力一ドでこのゲームを起

動すると、主人公達のちょっとしたデモが
見られる。

メタルエンジエル
訓練シーンを早送りできる 練習画面に芯った

ら、ランを押し続ける。すると、押している
あいだ、訓練シーンのアニメーションが早
送りされる。

めぞん－~J ～モトローダー

デフォルメキャラが忠告 旧システム力一ドで
ソフトを起動させると、デフォルメされた
キャラが起動不能を教えてくれる。

データがいっぱいで女の子 セ「ブテ”ータをし1

っぱいにした状態でソフトを起動させる。
すると警告と一緒に、寝ている女の子のグ
ラフィックが出る。

メタルエンジ工Jレ2
イベントが見られる 起動画面でランを押した

うすぐ、 ①を押し続ける。すると 「EVENT
VIEWER」という画面になる。ここでは、
ゲム中のイベントシ ンをすべて見るこ
とができる。

愚強、天野と戦う どのキャラでもいいからゲ
ームをクリアし、エンディングが終わった
あとで約2分伺もしないで待つ。するとゲ
ームクリアしたキャラと前作の主人公だっ
た天野朔子が戦う隠しゲームが始まる。

メタルストー力一
デlbグモード 電源を入れてデモが始まった

らすぐに、 ①、①、⑨、⑨、左、右、上、
下、セレク卜、セレクト、セレク卜、セレク
卜と入力してから①と⑨を同時に押す。す
るとデバッグモードの画薗に芯る。

メルヘンメイズ
サウンドセレクト タイトル画面で①、⑨、

セレクトを押し芯がら電源を入れる。そし
てタイトルがでできたら、ランを押す。する
とサウンドセレクトの画面に芯る。

風船が10ついてくる タイトル画面で、上を
押しながうランを押してゲームをスター卜
させる。すると、最初から風船を10つけて
スター卜できる。

も
モトローダー
ミュージックモード ゲームを始めるときの名

前入力のときに、「MUSIC」か 「ARTBB」
と入れる。すると、どちらの名前を入力して
もミュージックモ ドになる。また、ゲーム
中にポーズをかけ、セレクトを押しながら
①ボタンを押すと、 BGMが他の面のもの
に変わる。

隠しコース このゲムには、普通のコース以
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コース やり方 説明

表コース 円UNボタンを押す ゲームの基本を覚えるコース

世界のコース ①ボタンとパッドの上か下を押しながら
世界の有名なコースに似たコース（前半） RUNボタンを押す

世界のコース ①ボタンとパッドの上か下をj甲しながら
世界の有名なコースに似たコース

（後半） RUNボタンを押す

とんでもない ①ボタンとセレクトボタンを押しながら
あらゆる所につナがあるコース

コース RUNボタンを押す

ブナンコース
①ボタンと①ボタンを押しながらRUNボ

ワソとオーソドックスなコースタンを押す

外に隠しコースがある。隠しコースの選び て、ポーズを解除するとウィングの効果が
方は上の表の通り。 消えてしまう。

同時に操作する 2人以上エントリーして、レ
モトローダーMCースが始まったらマルチタップをはすして

｝＼ッドひとつに接続し直す。すると、工ント マシンの形力t変わる ステージセットメニュ
リーした車をすべて同時に操作できる。 画薗で、変えたいタイプのコマンドを下

モトローダーE
表から選んで入力する。ただし、好きなス
ージを走りたい場合、タイプCは、走り

テストモード コースセレクトの画面で、セレ いステージの 1つ上にカーソルを合わせ
クトを押しながら右、左、右、左のII慎に押 タイプDは、走りたいステージの 1つ下
す。すると扇面の左下にTESTの文字が出 カーソルを合わせてから、下の表のコマ

てテストモードに芯る。ここでセレク卜を ドを入力すること。
押しながら右を押すごとに、先のラウンド 隠しゲームで遊ぶ メインメニューでセレク
を選131ことができる。さらに同じ画碕でセ を5回押す。すると、最大5人までで力

レクトと⑨を同時に押すと最初から所持金 チ工イスバトルができる、隠しゲーム画酉
が$50000のリッチモードになる。 が現れる。このゲームはパトローダとい

ミサイルを好きたE方向に まずミサイルを買っ て、お互し＼Iこ車をぶつけて、相手をフィー レ
てレースを始める。ここで伺もし芯いと、ミ ドから突き落とすゲームだ。最後にフィ

サイルは前後に発射される。しかし、セレク ルドに残った 1台が、勝者になる。
トを 1回押すと左右に、 2回押すと前斜め

桃太郎活劇2方向に、 3回押すと後ろ斜め2方向に発
射され、 4回押すと前後に戻る。 おもしろパスワード パスワードを入力する

BGMの変更ができる レース中にポーズをか きに「いわさきはえがへた」と入力すると
け、セレクトと③を同時に押すと、 BGMを 術室に左より、 25の敵キャラが見られる。
変更できる。 た、「いわさきはうたがへた」と入力する

乱入できる マルチタップを態統してゲームを 音楽室に左より、いろいろな効果音や音楽
始め、ランキング発表の画薗で、表示がすべ 聴ける。
て出てしまう前に好き芯パッドで①、⑨、 1ランク上の武器に怒る 一度武器を買った
⑨、① と入力すると、乱入できる。 具屋にもう一度買いに行くと、 1ランク上

ウインクが忽くなる ウイングをレース中に使 の武器を売っている。これ芯ら最初のは
い、効果があるうちにポーズをかける。そし さか村で勇気シリーズを買いそろえら

タイプ 説 明 コマンド

A マシンの形が四角lこなる 右とセレクトを押しながらゲームスタート

B マシンの車輸が3つになる 左とセレクトを押しながらゲームスタート

c F-1マシンのような形になる 下とセレクトを押しながらゲームスタート

D パギ一風のマシンになる 上とセレクトを押しながらゲームスタート

全部違つ 5台とも達っタイプになる セレクトを押しながらゲームスタート
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る。
エンデインクが見られる パスワード入力画面

で「らきあまくさ」「こちみたしょ」「きゆか
たいと」「じうょしたすま」と入力するとそ
れぞれ、かんたん、ふつう、むずかし、ゲロ

グロモードのエンデインクが見られる。
かぐや短パクチ必勝法 ステージ2の金太郎

の村からすぐの洞くつに、かぐや姫のパク
チボーナス画面がある。そこでパクチをす
るときに、所持金の百の位が偶数なら「ちょ
うjに、奇数主主ら「はん」に賭ければ、絶対
に勝てる。

おこづかいが僧える ゲムの最初にある準備
運動で、残りのタイムを00～05の聞にゴ
ールする。すると、通常100両のおこづか
いが、 300両に纏える。

モード別量強パスワード各モードの最強パス
ワードを紹介する。かんたんモードでは「し
ぺみぶぺげすしぼるみわむぐすぼ
うぐねら ぴぽぱろぺぐろぐ 1まぺほ
ぱj、ふつうモードでは 「しぺや，3¥ ぺげす
しぼるみわむぐすぼうぐねうぴ｜ま
ぱろぺぐろぐぼぺ13び」、むすかしモー
ドでは「しぺうぶぺげすしぼるみわ
むぐすぼうぐねら ぴlまぱろぺぐろぐ
lまぺlまi3¥J、ゲロゲロモ ドでは「しぺろ

i3＼ぺげすしぼるみわむぐすぼうぐ
ねらぴ｜まぱろぺぐろぐぽぺほべ」と
入力すると、最強の剣と胴を装備して、すべ
ての妓を習得した状態でプレイできる。

宝箱の中身の秘密 宝箱の中身は、宝箱を取っ
たときの点数の百の位の数字によって決ま
る。 Oはお金、 1は体のおにぎり、 2は妓の
おにぎり、 31まユキのおにぎり、4はきびだ
んご、 51まももふれボウズ、 6はおならのも
と、 7はにちりんのつぶて、 8はひょうがの
つぶて、 9はかくれみのになる。ただし持ち
物がいっぱいのときはすべてお金に芯る。

うんち跳ぴの仕組み ゴールするときの残り時
闘で、もうえるお金が違う。32～16で50
両、 15～ 11秒で 100両、 10～6秒で
200両、 5～1秒で300両がもらえる。

桃太郎伝説E
バーゲンセール ゲームの経過時間が 15分

31秒のとき（時間部分は何時間でもよい）
に兵具屋や道具屋に話すと、金品半額にな
る。

美術室と音楽室 ゲームをクυアしたあとリセ
ッ卜する。そしてゲームを始めると、「つJ

桃太郎伝説E～桃太郎伝説外伝第1集

マークの項目が摺えている。これを選，3¥
と、美術室と音楽室に行ける。

おまけモード ゲームをクリアしたあとリセッ
卜する。そしてゲームをスタートさせて 「は
じめて」を選ぶ。すると、敵を倒すと通常の
4倍の経験値とお金がもらえるターボモー
ドに芯る。乙のモード中に、⑨を押し忽が
ら移動すると高速で移動できる。

桃太郎が真っ黒に 希望の都で売っているサン
クラスを何度も使うと、最後には画面が真
っ暗になる。そこで看板屋か銭湯に入る
と、桃太郎たちが真っ黒に怠ってしまう。

タダで体力回復 希望の都内の右下にある花畑
の右上を調べるとタダで回復できる。

湯気が消えて… 希望の都のお風呂に入り、ふ
ゅうの術を使って壁の外側へ行き、女湯を
調べると女湯のグラフィ ックが出る。ここ
でしばらく待つと、湯気が消える。

店のnを歩く お店の中で犬にていc:つをさせ
て外に出ると、画面中の黒い部分も歩ける。
①を押すと元に戻る。

料理が失敗 りょうりの術を持ち物がいっぱい
の状態で使うと、 「失敗した」という表示が
出る。

9llJ引き レンタルショッブあこぎで犬にお使
いをさせる。すると、武器や防異が9割引
きになっているが払う金額は通常のまま。

お金をためる ゃしゃ姫のりょうりの術を使つ
てできたおにぎりを売る。技が減ったら宿
で回復。これの繰り返しで楽にお金がたま
る。

桃太郎伝説舛伝第 1集

女風呂に入れる 『夜叉姫伝説jではらだしを
26段まで育てると、まるだしの術を覚え
る。この術を使うと女風自に入れる。

スタッフロール8おまけ 3本のシナリオをす
べてクリアしたら、シナリオ選択画面で桃
太郎にカーソルを合わせる。すると、ウイン
ドウの表示に、スタッフが見られるスタッ
フロールと、サウンドセレクトなどができ
るおまけが追加されている。おまけの方を
選i3＼と「ももたろうきょうしつ」と表示さ
れ、ゲーム中の音楽などが聴ける「おんがく
しつ」と、ボス以外のいろいろな敵キャラの
グラフィックを見ることができる「びじゅ
っしつ」の、2つのモードが選べるようにな
っている。

おにぎりでお金儲け 『夜叉姫伝説Jで、夜叉姫
のりょうりの術を使って、おにぎりを作
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る。それを店に売ると、 1個につき10両に
怠る。宿に泊まって夜叉姫の技を回復し、再
びおにぎりを作って売れば、どんどんお金
が貯まる。

サウンド、ピジ‘ユアルテスト パスワード入力
薗画で、「たいよう」と入力すると、サウン
ドとビジュアルテストができる。

桃太郎伝説ターボ
女湯に入る ます希望の都にいく。そしてかく

れみのを使うと、女；易に入ることができ
る。さらに、しばらく女湯の画面のままにし
ておくとj勇気が消える。

おまけモード ゲームをクリアしたあと、電源
を切らすにリセッ卜する。そしてはじめて
を選ぶと、おまけゲームのターボモードが
始まる。このモードには、鬼をこうしめると
心の数とお金を 3倍にしてくれるモード
と、今まで入れ主主かった場所にも入れて、敵
も出てこ主主いモードの2つがある。

看板屋で遊lまう 看板屋の文字入力画面で、工
ッチ芯文字を入れると看板の文字が伏せて
出る。また、伺も入れずに終わりにすると、
看板に 「ひやかし芯う、でていけ～」と出
る。

おもしろパスワード パスワード入力のとき
「すべてのてきがみたい」と入れると出演キ
ャラをすべて見ることができる。また 「すべ
てのきょくがききたい」と入れると、サウン

ドテストができる。
宝のつづらが復活する 洞くつに行って宝のつ

づらを取り、セーブしてゲームをやめる。そ
して再ゲムにして、もう 度洞くつに行
くと、宝のつづらが復活している。

，おんぶくちゃがま 希望の都の右上にある毒の
沼に行く。そこでふゅうの術を使って、沼を
くま芯く調べると 「1｝＼ん13＼くちゃがま」が見
つかる。これは 2万両で売ることができ
る。

ビジ白ユアル、サウンドテスト ) 〈ックアップで

記録していないところで何度もスタ トさ
せようとすると、ヒ”ジュアルとサウンドテ
ストができる。

震強で愚初から パスワード入力画面で 「131と
らぐもぬさぺじらひそにきlまぜべじ
りゆべぐやのせうびがめはけぴめよ
のよひたお」と入力すると、レベルと所持
金が最高で最初からスター卜できる。ま
た、 「くつうれけ りきよおやうめとすと
すゃくりたたげたげたげたげたげ
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たじうざた くりくり」と入力すると最初
からスター卜し、レベルと所持金は最高だ
が、死にかけている状態になっている。

『ふしまちのけんJ入手 オ二のつめあとで、
すすめのおやど6から東へ2、南へ 12の
地点を調べると「J五しまちのけんjが手に入
る。

モンスタープロレス
いき怒りエンディング 普通にゲームを始め

て、「lPLAYER」を選ぶ。そして、オープ
二ングのデモ画面に怠ったらセレク卜とラ
ンを岡崎に押す。するといき芯りエンデイ
ングが始まる。

選べるモンスターが摺える タイトル画面で
① を押し広がらランを押す。そのあと、
l PLAYか2PLAYの選択画面が現れるの
で、どちらかを選ぶ。すると、自分が操るモ
ンスターの選択時に、選べるモンスターの
数が増えている。通常は lPLAYのとき4
体、 2PLAYのとき8体からしか、自分の
操るモンスターを選べないが、とのウルテ
クだと、 lPLAY、2PLAYどちらのモード
でも、総勢15体のモンスターの中から自分
の操るモンスターを選ぶことができる。

モンスターメーカー閣の竃騎士
オートから脱出 オートで戦闘中に、 ③を押

し続ける。すると、次のターンからオートが
解除されて、コマンドが入力できる。

グリンの実の無限使用法 HPとMPを回復す
るグリンの実を、最初から MPがゼ口のキ
ャラか、 HPだけが減って、 MPが減ってい
ないキャラに使う。すると、 一度使うとアイ
テム欄から消えてしまうはすのグリンの実
が、；肖えすに残る。しかも、 HPはちゃんと
回復している。

虫のいき ゲームオ－）＼一画面で何もしないで
いると、倒れているキャラたちが動く。

モンスターレア
サウンドテスト タイトル画面で①、⑨ボタ

ンを押しながら、ランボタンを押す。する
と、サウンドテスト画面になる。方向キーの
上下左右で数値を変え、 ① ボタンを押す
と、サウンドを聴ける。

) tードモード 八イスコア登録のとき、毎回同
じ名前を入力する。同じ名前が5つ並13¥
と、次のゲームからはハードモードにな
る。



無限コンテイニュー ゲームオー｝＼ーのあと
で、ネーム入力を「68KJとする（数字は
セレクトを押し忽がう、文字を切り替えて
いくと出てくる）。すると、次のプレイのと
きには、コンテイニューの回数が無限に怒
る。

滞空時聞を調節 ジャンプ中に方向キーの上を
押すと滞空時聞が長く、下を押すと滞空時
闘が短くなる。

面の頭からコンテイニュー ゲームオーjtーに
主主ったら左、右、下、上、セレクト、左と押
す。すると、ゲームオー｝＼ーに芯った酉の頭
かうコンテイニューできる。

や
閣の血旗遥か怒る記憶
サウンドテスト タイトル画面で、左、右、

⑨、①、ランの順に押す。すると、薗面の
下に、サウンドテスト画面が出現する。上下
で番号を選び、 ①でスター卜する。

シーンセレクト タイトル画面で、上、上、
下、下、左、右、左、石、 ⑨、①、①、
⑨、右、左、右、左、下、下、上、上の順に
押す。そのあとランを押すと画面の下にシ
ーンナン｝＼ーとタイトルが表示される。上
下で番号を選び、ランでスター卜する。

シャワーシーン メキシコのホテルへ行き、魅
自がマスタ のファイルを見る場面までス
トーリーを進める。そして「テオティワカン
の歴史について」を2回、「唯、マリーの検
死報告要約」を2回、「テオティワカンの
政治について」、「神々 についてJの順にファ
イルを見る。すると、通常はファイルを見た
直後に塁沙がシャワールームから出てきて
しまうが、その前にシャワーを浴びる姿を
見ることができる。

ゆ
USAプロバスケット;tt'-Jll
テストモード タイトル画面でランを押す。そ

して、ゲームセレクトの画面で、 ①と⑨を
押し芯がらランを押すと、テストモードに
芯る。また、テストモードのスイッチをすべ
てONにしてランを押すと、エンデイング

閣の血族遥かなる記憶～妖怪道中記

が始まる。

避々人生
スタッフ紹介 プレイヤー全員がゴールして

「トータルをみてみようJという表示が出た
ら、セレク卜を押す。

変忽顔のキャラ タイトル画面でセレクトを押
しながうランを押す。名前登録画面になっ
たらランを押しながらセレク卜を押し、再
びセレクトを押し芯がらランを押す。する
といつもとは違う変な顔の人々でプレイで
きる。

キャノンボールで遊ぼう 持ち金表示画面で、
①、①とランを押したままセレクトを押す
と、首のパソコンゲーム 『キャノンボールJ
ができる。

全体マップを簡単に見る プレイ中「～さん
の番ですJという表示が出たら、方向キーを
操作してみよう。マップ上のどこでも好き
なところを見て回れる。②ボタンを押すと
速く動く。

何度もエンディング エンデイングの後にセレ
クトを押すとトータル画面になる。さらに
とこでセレク卜を押すと、またエンデイン
グを見られる。繰り返すと何度でも見るこ
とができる。

幽交遊女白書圃勝負！！暗黒武術会
無限コンテイニュー プレイヤーセレクト画面

になったらすぐ、上、下、ランを5回の順
に押す。すると、無限コンテイニューができ
るように芯る。

ブーちやんで体力回復 変身後の戸愚呂弟と
の闘いのときに、自キャラの体力がゲージ
の3分の lぐらい減ると、 度だけブーち
ゃんが出現する。これを撃ち落とすと、体力
が完全回復。

よ
妖怪週中記
インフォメボード タイトル画面のときにパッ

ドの①、⑨ボタンとセレクトを押し砿がら
ランを押す。するとスタッフのインフォメ
ーションボードになる。この画面で、次ペ
ジの表の記号を入力するとメッセージが出
てくる。またこの画面で、「SPEED-UPJと
入力してからリセットすると、画面が4分割
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ライザンパ－m～ラスト1＼｝レマゲドン

NAMCO KAZUHIKO 

NA  MC  OT  NEC 

PC-ENGINE 756 23 l l 

YAMASHITA 6502 

KAWADA 6808 

AKIRA 68000 

KOMA! 

と1d-り、動きが速くなる。さらに「S.62
08.22」と入力すると「いつでも5めんか
らすたーとします」と表示される。そのあと
リセットしてからゲームを始めると、 5面か
ら始まる。

何度もトパク l imでサイコ口道場を出たら、
右にいる顔首っきという敵を連れて左に進
み、顔首つきを踏み台にして水から上が
る。そして、左に 1画面分以上スクロール
させてから右に戻ると賭場ガマが復活して
いるので、またサイコロ道場に入れる。

5 
ライザンパ－m
5つの特殊徳能 どの機能もサウンドテストの

工フ工ク卜N口で、各機能のパラメータを設
定し、次にミュージックMlでコマンド入力
を行う。コマンド入力時は、数字を変えるご
とに 1ボタンを押す。各機能のパラメータ
の内容とコマンドは次の通り。①残軽量数設
定は、エフェクトNoを1～20に設定するこ
とで、 3～22機に残機数を変更できる。コ
マンドはミユ ジックNoで 1、1、2、1、
3、l,6, lと入力する。②攻撃方向セレ
クトは、工フ工クトN口が奇数でON、偶数で
OFFで、 ONにすると、セレクトを押すた
びにパックアップユニッ トの攻撃方向を上
下、前方、後方と変更できる。コマンドはミ
ュージックNoで 1、l、3、l、9、1、7、
1と入力する。③ステージセレクトは、エフ
ェク 卜Noを 1～6に設定することで好きな
ステージからゲームをスタ トできる。コ
マンドはミュージックNoで7、1、6、1、
L L 8、1と入力する。④オーバーブー
スト逆噴射は、エフェクトN口が奇数でON、
偶数でOFFで、 ONにすると、自機の移動
速度が4倍になり、オーバーブーストを使
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うと逆噴射ブレーキがかかる。コマンドは
ミュージック！ぬで9、1、8、1、4、1、1、
1と入力する。⑤の無敵モードは、工フ工ク
トNoが奇数でON、偶数でOFFで、 ONに
すると、自機が無敵に忽る。コマンドはミュ
ージック陶で6、1、5、1、1、1、3、1
と入力する。①～⑤の機能はつながってい
て、⑤を行うときは、 ¢～④を順にセットし
たあとでなければできない。

雷電

クレジットt普加 自機がすべてやられて、コン
テイニュー画面に芯ったら①、⑨を同時に
押そう。すると、クレジットが3から6に
指える。

パワーアップアイテム出現 コンテイニューの
ときカウントOでランを押すと、ゲームが
再スター卜してからすぐに、 3つのパワー
アップアイテムと 1つのボンパーが追加さ
れている。

体当たりでポスを破壊 2面のポスと戦い始め
たら、 4方向弾を撃ってくるまで攻撃を続
け、そのあと自機をボスに体当たりさせ
る。するとボスを簡単に破I裏できる。しか
し、この方法ではもう一度同じボスが出現
するので、先には進め忽い。ただ自機の数を
減らす結果になる。

出現しない 1面で現れる2機でくるガンシ
ップと、そのあとの装甲輸送機を倍jさない
で行くと、 2台の白走対空バル力ンが出現
し芯い。

ポス楽勝j去 メインウエポンをすべてパルカ
ンで取る。サブ ウエポンをミサイルにし
て、 1面のボスが出現したら砲台の上に行
ってボスの動きにあわせて連射する。

ラスタン・ザーガE
レベルが2つ上がる 普通に賢者の石を取る

とレベルがlつ上がるが、タイムが000の
ときに取ると、レベルが2つ上がってしま
う。これは、どのラウンドでやっても有効
だ。

ラストハルマゲドン
コマンドいろいろ ゲームをスタートさせ、オ

ープ二ングデモで「人類が」と出たらラン
ボタンを押す。すると、真っ暗な画面にな
る。そこでセレクトボタンを押し続ける
と、「LASTARMAGEDOONJの点滅した
文字が出てくる。このときセレクト、 ①、



ラピオレプススペシャル～ランク’リッサ一光輝の末商

⑨ボタンを押しながらランボタンを押す
と、変"Id-画面がでる。お芯じく「LAST
ARMAGEDDON」の点滅した文字が出て
いるときに、 ①、⑤ ボタンを押しながら
ランボタンを押すと、全メッセージが聴け
る。

ハイスピードで移動 このゲームでランを押し
主主がら移動すると、ハイスピードで動くこ
とができる。

メッセージを省略 魔界の入口での長いメッセ
ージは、 ⑥を押すと省略できるロ

ラピオレプススペシャル
クレジ．ット溜加妓 タイトル画面で、セレクト

ボタンを押し主主がう①1回、 ⑨2回、①3
回、⑨4回の順に押す。すると、クレジッ
トが6に繕える。

灘易度が上がる タイトル画面でセレクトボタ
ンを押しながら、 ①2回、⑥2回の順に押
すと難易度が上がる。

最初から黄色リボン タイトル画面でセレク卜
ボタンを押し芯がら①3園、⑨3回、 ①3
回、②3回の順に押す。すると、最初から
黄色リボンが付く。

.初から青色リボン タイトル画面でセレク卜
ボタンを押し芯がら①4回、⑨4園、 ①4
回、⑨4回の／I慎に押す。すると、最初から
青色リボンが付く。

.初から緑色リボン タイトル画面でセレクト
ボタンを押しながら①3回、⑨3回、 ①4
回、⑧4回の順に押す。すると、最初から
緑色リボンが付く。

USAGI が5匹になる タイトル画面でセレク
トを押しながら、 ①5回、⑨ 1回、 ①5
園、⑨1回、 ①5回、⑨1回の順に押す。
そして、タイトルロゴの右上に「USAGI
5Jと出ればOK。あとは普通にスタ トし
てみると、 USAGIのストックが5になる。

シールドが5になる タイトル画面でセレク
卜を押しながう、 ①9回、⑤8回、 ①7
回、⑨6回、 ①5回、⑨4回、 ①3回、
⑤2回、①の順に押す。そしてタイトルロ
ゴの右上に「SHIEL05」と出ればOK。こ
のウルテクのあとで、 度セレクトを放し
て、またセレクトを押し忽がらUSAGIが5
匹に芯るコマンドも入力できる。

白リボンでスタート タイトル画面で、セレク
トを押しながら⑥を4回、 ①を6回、⑨
を4園、 ① を6回、⑨を4回、 ① を6
回、⑨を4園、 ① を6回の順にコマンド

を入力する。画面右上に「WHITE」と表示
されて、ホワイトリボンを装備した状態で
始められる。

ラプラスの魔
キャラが強く1;f.る 幽霊屋敷に入ったらすぐ、

右を向いて 1歩進み、また右を向くと、ち
ょうど入口に向かつて左側の壁に芯る。そ
こで、誰でもいいから6回調べる。すると、
画面のメッセ ジが変わって、パーティの
キャラ全員の体力と精神力が255、各能力
値が 15に芯る。

アイテム憎殖法 戦闘中に道具のコマンドで、
戦闘中には使えないアイテムを使おうとす
る。すると「使えまぜん」とメッセージが出
るので、敵を倒すか、逃げるかして戦闘を終
了させる。戦闘終了後にアイテムを見てみ
ると、使えなかったアイテムが、 1つ溜えて
いる。

キノコが取り放題 ラプラス城の3Fの森にあ
る壁に向かい、上と ① を同時に押し続け
る。すると、壁に高速でぶつかり、敵と遭遇
せずにキノコを取ることができる。

ランクリッザー光輝の末商
ビジ、ユアルセレクト タイトル画面で下と⑨

を押し続ける。すると、音が鳴ってヒ、ジュア
ルセレクト画面が現れる。これで、エンデイ
ングやキャラ紹介、！日システムカードで起
動したときの箇面などを見ることができる
ようになる。

アイテムを簡単に入手する 出撃準備画面で、
アイテムにカーソルを合わせ、⑨を 100
回押す。すると、ラングリッサーとアサルト
スーツを除いた、すべてのアイテムを入手
した状態になる。ただし、このウルテクを使
うと所持金がOに怠ってしまう。また、ラ
ングリッサーを含む、もともと持っていた
アイテムがなくなってしまう。

隠れショップに行ける 出撃準備画面で、ショ
ッブにカーソルを合わせ、①を 100回押
す。すると「買う」と「売る」のコマンドが
表示される。「買う」を選択すると、ランク
リッサーやアサルトスーツ芯どが貫える、
隠れショップに入ることができる。

ビジュアルでポース．がかかる ビジュアルシー
ンで、セレクトと⑨を押す。すると、ボタ
ンを押しているあいだ、ビジュアルを止め
ることができる。

シナリオセレクト ロードメニュー薗面で、使
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らんま1/2～5んま1/2打倒、元祖無差別格闘流！

いたいデータにカーソルを合わせ、右か左
と、ランを押し主主がら①を押す。するとシ
ナリオ選択画面が現れる。このウルテクで
プレイすると、キャラのレベルや所持して
いるアイテムは、ロードメニューで選んだ
データのものになる。これでシナリオ lか
ら、レベルアップしたキャラでプレイでき
るように怠る。ただし、この授は、セーブデ
ータが主主い場合は実行でき芯い。

メモリセーブをJ＼：：.！クアップに保存 メモリセ
ーブ実行後、リセッ卜して再起動する。そし
て、ゲームスタ トメ二ユ画面でセレク
ト、ラン、 ②、① の順に押し続けて、セ
レクトを離す。すると、メモリセーブのデー
タをパックアップに保存するメモり BMセ
ーブと、データをパックアップからロード
するコンテイニューの項目が現れる。

キャラ紹介のおまけ キャラ紹介のヒ”ジュアル
が始まったら、左上とセレクトを押し続け
る。するとレディン、クリス、テイラーのと
きに登場人物以外のクレジットが入る。

アサルトスーツを入手する シナリオ 18で、
ランスをマップ右上の隅に移動させる。す
ると、自動的に強力芯鎧、アサルトスーツを
入手できる。

隠しクラスにチェンジ 下の表に示している成
長さぜるクラス名を参考にして、各キャラ
をクラスチ工ンジさせておき、さらに成長
させると、隠しクラスにチェンジする。

裏ストーリー ます、エンデイング終了後、リ
セットをして再びゲームを始める。次にゲ
ームスタートのメニューで「最初かう」に力
一ソルを合わゼセレク卜、ラン、 ①のJI煩に
押し続ける。すると、裏ストーリーが始ま

デバッグモード 電源を入れてランを押した

キャラ ｜成長させるクラス｜隠しクラス 目

レディン｜八イ・ロード ｜ヒーロー

クリス ｜アーチメイジ ｜ブ Jンセス

ナーム ｜八イ・ロ ド ｜レンジャー

ジ工シカ｜ハイ・プソースト｜セージ
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う、右と③を押し続ける。すると、メサイ
ヤのロゴだらけの画面が出る。次にタイト
ル画面が出たら、左と⑥、セレク卜を押し
ながら、 ①を押す。すると、ヒ、ジュアルと
ゲーム選択画面が出る。方向キーで選択し
て①を押せば始まる。

おまけモード ゲムをクリアして工ンディン
グを見る。最後に「庫IJ終」と出たら、 ①を
押す。すると、 NCSからのメッセ ジが始
まる。実はここで上のウルテクのコマンド
も教えてくれる。そして、全部終わったら、
今度はセレク卜を押し広がらランを押す。
すると、突然「福嶋の窓Jというタイトルと
ともにこのゲームで使われなかったボツ原
稿と原画が見られる。

ガイドに注意される CDを普通に再生して聞
いてみよう。Nolを聞くと中国人ガイドの
おじさんに「いけないあるよJと注意され
る。また、 No55を聞くと、中国人ガイドの
おじさんの楽しいおしゃべりが聞ける。

熱湯モードで練習する 普通の熱湯モードは2
人で対戦プレイが楽しめるが、これをパッ
ド1つだけつないでプレイしよう。する
と、ポス対戦モードのようになって、好き主主
ボスキャラと戦えるように主主る。

挙が見えto.い パッドの連射を①は切り、 ⑨
では最大にして両ボタンを押しつづける
と、見え芯い拳で攻撃ができる。

主題歌を聴く CDの43曲目を普通に再生す
ると、主題歌を聴ける。

Sんま 1/2打倒、元祖鏑差別格

闘流！
裏モード パスワードを、頭、胴、足の数字を

全部 1にして、下とセレクトと①を同時に
押すと目次が現れる。パート1～8は、それ
ぞれのゲーム、ビジュアル、ゲームオー）＼ー
の画面を楽しめる。 特別編は↑尊~王 K との
）＼）＼ヌキ。アイキャッチは各面の合閣のビ
ジュアルが見られる。目次でセレク 卜を押
すと設定変更が可能になる。モードをスペ
シャルにすると、ゲームのみ、ヒ”ジュアルの
みを、選んだところかう続けて楽しめる。ノ
ーマルにすると、選んだところから普通に
ゲームができる。クレジットは最大9まで
培やせるように芯る。

おまけパスワード 次に紹介する各パスワード
を入力し、 A、A、Aか2、2、2と入力し
たときは、下とセレクトと ① を同時に押
す。また、そのほかの場合は①かランを押



すといろいろなおまけが楽しめる。各パス
ワードと内容は次の通り。A、A、Aと入力
すると、ナゾの男のどアップのビジュア
ル。6、6、6と入力すると、九能のお説教
のビジュアル。0、1、2と入力すると、ビ
ジュアルオンリーモード。F、F、Fと入力す
ると、 1専~王Kとのパパヌキ。 9、 8、 2と
入力すると、福嶋の窓という設定資料のコ
ナー。4、4、4と入力すると、猫飯店献

立表。C、8、Cと入力すると、南の窓とい
う、模様が動くヒ、ジユアル。3、7、3と入
力すると、南の窓の別パージョン。C、C、
Cと入力すると、お好み焼きうっちゃんの
メニューロ2、2、2と入力すると、謎のカ
ウンタ 。E,E, Eと入力すると、ソフト
をCDプレイヤーにかけたときのメッセー
ジがそれぞれ現れる。

同じキャラで対戦できる キャラの選択薗面
で、セレクトを押しながらカーソルを動か
すと、 lP側も2P側も同じキャラを選べる
ように忽る。

パパヌキ必勝法 通常は、途中で相手の表情が
変わら芯くなり、どれがジョー力ーか分か
ら芯く怠るが、セレクトと⑥を押しながら
カードを選べば最後まで相手の表情が変わ
るので、ジョーカーのある場所が分かる。

ステージセレクト パスワード入力薗面で、パ
スワ ドを入力したあとに①かランを押す
ことによってステージが選べる。各ステー
ジのパスワードは下の表のとおり。

ビジュアルテスト パスワード入力画面で
「111」と入力して下、セレクト、 ①を同

パスワード ステージ＆対戦相手

D、F、E パート1、八宝斉

2、B、B パート2、小太刀

3、C、8 パート3、右京

9、7、自 パート4、良牙

0' 4、4 パートi 校長

D, 6、7 パート5、九能 （対男らんま）

B、5、A パート5、九能 （対女らんま）

8、C、3 パート6、ムース

A、目、7 パート7、八宝斉

E、S、9 H－卜i 良牙

口、 6、5 パートi 絞長、九能、ムース

F、7、C ／（ー卜B、八宝斉（対男5んま）

5、4、0 パートi 八宝斉（対女らんま）

らんま1/2と5われの花娠～龍虎の拳

時に押すと、選んだシーンのみを見られる
ようになる。また、 「BBB」にすると、選ん
だシーンから最後まで続けて見られる。こ
れは、 ①をランにしてもできる。

Sんま 1/2と5われの花嫁
工ンディングテーマが2度流れる ゲームを

度クリアする。そして、エンデイングの一
番最後の画面で、上、ラン、 ①を同時に押
してから、下、セレク卜、 ⑨ を同時に押
す。すると、工ンデイングテーマがもう一度
流れ、乱馬とあかねが現れておじぎする。。

琉疎
タイムが培える 電源を入れたら、すぐにセレ

クトを押し続ける。次にタイトル画面でセ
レク卜を押したまま、上、上、下、下、左、
左、右、右、上、下、左、右の順に押す。そ
してゲームをスター卜すると、時間が200
秒に忽っている。

同じ配列で再チャレンジタイトル画面でラン
を押し続ける。そのまま放さすに、モードセ
レクト画面で上3回、右3回、下3回、左
3回の順に押す。そしてプレイ中にランを
押すと、 BGMセレクトのメニューの上に
「円ETRAYつ」という表示が出る。そこで、
fYES」を選ぶと同じ配列で再チャレンジが
できる。

256点加算される タイトル画面で⑨を押し
ながら上4回、下4回、上、下、左、右の
順に押す。そしてゲームを始めると、取った
点数すべてに 256点すつ加算される。

BG M セレクト ゲーム中にランを押すと
BGMセレクトモードになる。方向キーで曲
を選んで①か⑨で決定し、再度ランを押す
とゲームに戻る。

寵虎の拳
ステージセレクト 高いスコアを出して5位

以内に入り、ネームエントリ 画薗にす
る。そして、名前を f・SD」か「 AS」か
「.LIく」と入力する。そしてストーリーモ
ドでゲームを始め、キャラ選択薗菌にす
る。ととで⑨を押しながら上か下を押す
と、ステージの番号が選べるようになる。

体力と気力アップ まず、高いスコアを出して
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両対応ダライアス・プラス～レッスルエンジ白エルス・ダブルインパクト

5位以内に入り、ネムエントリー画面に
する。そして名前を「 SD」か「・ ASJか
「 LKJと入力する。そしてスト リーモ
ドでゲームを始め、キャラ選択画面にす
る。ζ乙でランを押し芯がら上を押すと、
LIFEを4段階漕やせる。ランを押しながら
下を押すと、 SPIRITを4段階溜やせる。

修行がいらない ますスコアで 5位以内に入
り、ネームエントリー画面にする。次に名前
を 「 SD」か 「・AS」か「 LKJと入力。
そしてストーリーモードでゲームを始め、
キャラ選択画面にする。ここでセレクトを
押し芯がら上か下を押すと、覇王溜肌拳の
スイッチのONとOFFが切り替わり、 ON
を選13iと最初から覇王朔日孔拳が使える。

隠しゲーム ア ケ ドカ ドを使用せずにゲ
ームを起動させる。すると、嘗告画面が出る
のでリセットする。再度ゲ ムを起動させ
て重量告画面を見たらリセッ卜する。もう一
度起動させて望書告画面を見たう、そのまま
しばらく待つ。すると、隠しゲームの「大根
切り」が始まる。これは、スロット形式で遊
ぶゲームで、同じ絵柄が3っそろうと、大
根が収穫できるというもの。

両対応ダライアス・フラス
コンテイニュー ゲムオー）＼ーに芯り、タイ

トル画薗に戻ったらセレクトを押す。する
とコンテイニューできる。ただしラウンド
5以降では、ラウンド4で通過したゾン
から始まる。

雛易度霞定 タイトル画面で、 ①を押し花王が
らセレクトを押すと、難易度設定ができ
る。

カプセル加尋 カプセルの出現地点に、ぶつか
ら'/;f.いように自機を重ねると、カプセルを
取れる。

る
ルイン神の遺産
ビジュアルテスト オープニングビジュアルが

流れているときに、左、 ①、右、②、セレ
クト、ランの順に押す。すると、ビジュアル
セレクト画面が出現する。上下で番号を選
び、ランでスター卜する。また、画面右下の
音楽、発声、効果音のいすれかの項目にカー
ソルをあわせると、それぞれのテストもで
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きる。① か⑨で番号を選び、ランでスタ
ー卜する。

れ
レインボーアイランド
制男1J.コマンド集 タイトル画面で次ページの

表にあるコマンドを入力すると、各ワール
ドのシークレットルームで手に入るアイテ
ムの効果が、ゲームスタート時から得られ
る。ただし、複数のコマンドを入力しても、
1つの効果しか得られ芯い。

レーシンク司璃

サウンドテスト タイトル画面でセレクトを抑
すと、ステレオコンポを思わせる凝ったサ
ウンドテスト画面に切り醤わる。全部で14
曲聴ける。

レース中の蓄が消える タイトル画薗で右、
下、下、下、右、下、下、石、下、石、右の
順に押し、最後の右を押したままランを押
すと、通常通り始まるが、音が消える。

長時間レースが追加される タイトル画面で、
右、下、下、下、右、下、下、右、下、右、

右の順に押す。そして、最後の右を押したま
まで、 ① か⑨かセレク卜を押す。そのと
き音がすれば成功だ。レース時間選択のと
きに、選べるレース時間に長時間のものが
追加される。時間は各コスごとに違う。押
すボタンと追加される内容は次の通り。①
を押したとき、鈴鹿変わら芯い、富士 4
時間、筑波 4時間、西仙台 1時間、な
にわ 8時間、ミネ 1時間、大阪 8時
間、菅生 11湾問。⑨を押したとき、鈴鹿

1時間、富士 8時間、筑波 1時間、
西仙台 4時間、なにわ 4時間、ミネ
4時間、大阪 11湾問、菅生 8時間。セ
レクトを押したとき、鈴鹿 4時間、富士

1時間、筑波 8時間、西仙台 8時
間、なにわ 1時間、ミネ 8時間、大阪

4時間、菅生 4時間。

レッスルエンジエルス・ダブルイ
ンパクト団体経宮細S新人デビュ
ー繍
モラルを上げる 選手評価が600以上でモラ

ルが低く主主った選手にマスクをつける。そ
して、その月のうちにマスクを外すと、モラ



レッドアラート～レディファントム

ルの数値が50まで上がる。 押し、セレクトを放してランを押す。

デバック．モード まず、 6ボタンパッドを接続
レディファントムしてゲームを始める。EXHIBITIONを選

び、キャラ選択画面で、 jbメドのモードを6 スペシャルモード タイトル画面で⑥、左、

ボタンにして、左を押しはがう①を押す。 下、 ①、①、上、右、⑨、ランをl慎に押

すると試合中のグラフィックが見られる。 す。するとゲームが始まり、「最初から特殊

①で妓の切り替え、ランでグラフィックの 兵器が使えるJ、「敵のデータが見られるJ、
有無を決める。また、新人テ、ビュー戦を選 「ゲームモードが変更できる」の3つのモー

び、 「最初から始める ロードするJの画面 ドが遊べる。「最初かう特殊兵器が使える」

で、パッドのモードを6ボタンにして、下、 では、本来主主ら最初には選べ広い特殊兵器

上と①を同時に押すと、ビジュアルや音声 が、 ACTlの武器選択画薗で選べるように

を方向キで選び、 ①で見たり聞いたりで 主主る。「敵のデータが見られる」では、ゲ

きるモードにたEる。 ム中、敵ユニットに力 ソルを合わせて⑨

必す特訓が成功する 団体経営編をプレイ中 を押すと、敵ユニットのデータが見られ

に、セーブをしてかうリセッ卜する。そし る。「ゲームモードが変更できる」では、セ

て、さきほどセーブしたデータで再びゲー レクトを押し環境設定のウインドウが現れ

ムを始めてから、すぐに特訓のコマンドを る。とこで、 ①を押すことにより自動、索

選131。すると、特訓が必す成功してAPが2 敵、通常のモードに変えることができる。自

倍に主主る。これを繰り返せば、あっというま 動モードは、コンヒ．ユータが勝手に自軍ユ

に最強まで育てることができる。 ニットを動かし敵に攻撃する。索敵モード

レッドアラート
は、自軍の視界が限られてしまっているた
め、敵ユニットが白軍ユニットの視界に入

デバッグモード タイトル画面でセレクトを押 ら主主いとマップ上に表示され芯い。そのた

しながら ①、⑨、 ①、⑨、上、下の順に め難易度が高く芯っている。

コマンド ⑪、左、右、⑪、①、セレクト、⑪、①
ワールド 1

効 果 移動速度が速くなる

コマンド 右、①、セレクト、⑪、①、左、⑪、石
ワールド己

効 果 虹を2つ型車つことができる

コマンド セレクト、セレクト、セレクト、左、左、右、右、セレクト
ワールド3

効 果 虹を速射することができる

コマンド ⑪、①、⑪、①、⑪、①、右、セレクト
ワーJレド4

苦h 果 ジャンプボタンを連打して、空を飛，3＼ことができる

ワールド5
コマンド 左、①、左、セレクト、左、⑪、左、セレクト

効 果 ヒントAを見ることができる

コマンド セレクト、①、⑪、左、右、①、セレクト、右
ワールド6

努l 果 自キャラの周囲を回転して敵を倒すフ工アリーが付く

コマンド 左、⑪、セレクト、①、右、 左、①、左
ワールドフ

苦B 果 ゲームオーバーになったラウンドからコンテイニューできる

ワールド巴
コマンド 右、右、左、左、⑪、⑪、①、セレクト

効 果 隠されたフードやアイテムが、すべて金貨になる

コマンド 右、右、右、右、セレクト、⑪、セレクト、①
ワールド包

安』 果 ヒントCを見ることができる

コマンド セレクト、右、⑪、①、セレクト、左、セレクト、＠
ワールド10

音h 果 ヒント巳を見ることができる
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レニープラスター～ロックオン

マルチデバッグ タイトル画面で、左、⑨、
①、下、上、 ①、⑨、右のJI慎に押すとマル
チデバッグの画面になる。全部で4つの項
目が用意されていて、ビジュアル、ミュージ
ック、サウンドそして、ステージをそれぞれ
選べるように芯っている。

レニープラスター
t査バネルが残る 度クリアして、工ンディン

グを最後まで見る。タイ トjレ画面に戻った
らランを押して再度ゲームを始める。する
と、前のプレイで入手したパネルがそのま
ま使える。

ろ
ロードス島戦記
ウッドが必す会心の一撃を出す 戦闘が始まつ

たら、ウッドを敵にぴったりとくつつけて
しまう。そして、 2回続けて防御させよう。
すると芯ぜか、 2回目の防御のときにウッ
ドが姿を現して、敵に攻撃をする。このとき
の攻撃が必す会心の一撃に砿る。

ディードが必す会心の一撃を出す 戦闘中ディ
ドに補助系魔法のブリンクを使わせて、

敵にぴったりとくっつく位置にディードを
ワープさせる。すると、 デイ ドが敵の自の
前にワープすると同時に、その敵に対して
攻援をすると、必ず会心の一撃が出る。

おまけ戦闘モード ゲームをクリアして、工ン
デイング終了後の、 fi「1と表示された薗面
で、右を押しながら①を押す。すると、タ
ーパのマップ画面になる。そして、広場へ行
ってキャンプを張ると、通常のキャンプの
項目にはない、おまけの項目が一番下に出
ている。このおまけの項目を選1）＼と、 23種
類のボス戦闘、 15種類の地上戦闘、 14種
類の迷宮戦閥、 7種類の福袋戦闘をするこ
とができる。

タダでLP&MP回復 LPが減ってきたら工
トの魔法で治療を行う。LPを回復させたら
キャンブを張る。すると MPが回復する。
これを繰り返せば、お金をまったく使わす
に、 LPとMPを回復することができる。キ
ャンブでのMPの回復は、ダンジョン内で
は、 1回のキャンプでは少ししか回復し忽
いが、フィールド上では、 1回キャンプを張
ればMPが全回復する。ダンジョン内の場
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合、場所を変えてキャンプを張り、続けて回
復させよう。とのとき、移動距離が長いほど
MPの回復する量は大きい。

たくさん装備できる ます、力一ラと初めて出
会い、武器を奪われたところのセーブデー
タと、強くしたいパ ティのセブデタ
を用意し、武器を奪われたほうのデータで
ゲームを始める。次に、キャンブを張って強
くしたいパーティのデータをロードする。
そして、キャラの能力を途中で 1度も見広
いで、街の店に行く。 ζこで装備を選1）＼と、
芯ぜか何も装備してい芯いので、武器や防
具を装備すると装備マークは表示され主主い
が、持っているだけ装備することができ
る。店を出ると、すべて装備しているのが確
認できる。

隠し部屡 帰らずの森にあるダークエルフの屋
敷の l階の左側に通り抜けられる壁があ
る。ことを通り抜けで外に出ると、隠し階段
の奥で宝箱を入手できる。

隠し演出 女ダークエルフと話すときなど、特
定の相手と話すとき、パーティの先頭のキ
ャラによってセリフが変わる。また、力一ラ
が馬車を襲うヒ”ジユアルシ ンでパーンか
スレインが死んでいると、そのキャラはビ
ジュアルに登場し広い。

ロードス島戦記E
タダでLP&MP回復 戦闘などでLPが減っ

てきたら、フリース卜の「キユア・ウ ン
ズ」忽どの魔法で、そのキャラのLPを回復
させる。そのあとでキャンブを張れば、僧侶
のMPを回復させることができる。これを
繰り返せば、宿屋などでお金を使わすにLP
とMPを回復させるととができる。ただ
し、ダンジョン内ではキャンプを張っても
MPが少ししか回復しない。そこで、場所を
変えながらキャンプを張って、少しずつ
MPを回復させればいい。

ロードランナー失われた迷宮
.終面パスワード パスワード入力画面で

「5720-0873-l 181-1934」と入力する
と、最終面をプレイできる。

ロックオン
面セレクト ゲームを始めたら、 記者会見のシ

ーンで左、下、右、上、 ①、③、ランボタ
ンの順に押す。すると、 5つのステージから
セレクトできる。



ROM ROMスタジアム～ワルキューレの伝説

ざけんなよ タイトル画面で①を連射しなが
らランを押して、そのまま連射を続けた状
態で記者会見を受けよう。インタビューの
終わりでお姉さんのいつものメッセージ
が、「ざけん芯よH」に芯る。

アイテム無限使用法 使用回数制限のあるアイ
テムは、使ったアイテムがアイテム欄から
消える前にランで他の武器に切り換える
と、なくなら忽い。

ROM ROMスタジアム
隠れ謙湧 オープン戦の球場セレクトの画面

で、 2Pの方向キの左上と①ボタンを押
しながら lPの①ボタンを押す。すると、
レ卜口球場でプレイできる。また、 2Pの方
向キーの右下と③ボタンを押すと、未来球
場でプレイできる。

選手データを見られる プレイ中にタイムをか
けてから右上とセレクトを押してみよう。
言葉が止まれば成功だ。①で先攻側、⑨
で後攻側の全選手のデタが見られる。

過激tJ.キャピ子 デツドボルを受けると、ー
瞬画面わ陪くなるはすだ。このときに、上と
①、⑨、セレクトを押そう。タイミングわ
合えば、とんでも芯い姿のキャピ子が見ら
れる。

パスワード朗読モード ます、遠征モードを選
ぼう。パスワード表矛畠酉に砿ったら、セレ
ク卜を押す。すると、キャピ子がパスワード
を l文字すつ読んでくれる。

自分だけDHに DH制なしにしてゲームを始
め、打者がピッチャーのときに代打を出
し、次の固にピッチャー交代をキャンセル
する。すると自分だけOHに忽る。

妓手の位置を変える COMの投手の立つ位置
は、タイムをかけて取り消すことを繰り返
すと、気に入った場所に立つまで調節でき
る。

わ
ワールドサーキット
サウンドテスト タイトル画面でセレクトと

⑨を同時に押すと、パックに流れる曲が変
わる。コマンドを繰り返すごとに曲は変わ
る。

レコードタイム表示 フリーブラクティスとタ
イムアタックで、走行中にランを押すとレ

倒した相手 パスワード

アイドル みみはきえあけえさたたそみお

婦人笛官 みねふふうあさえさたたそまき

芸術家 みくふまうあそえさたたそまま

シスター まくまきああけえさたたそまま

レーサー ひくはへきああえさたたそます

野球選手 のくはっきあしえさたたそまさ

タレント ちくみlまああくとそたたそまう

OL ちくちうをあたとさたたそみけ

政治家 ちくいかをあししさたたそみへ

教育者 あくいたきあしえさたたそみす

コードタイムを表示する。このときに yes
を選んでランを押すと、ゲームを終える。

わいわい麻雀

サービスがある イナズマ立直棒と「つつつ
つ」以外をすべて買ってから「つつつつ」を
買おう。すると仙人が今回はサービスだと
いって、ただでイナズマ立直棒をくれる。

勝ち抜きパスワード 上の表のパスワードを入
力すると、 1人すつ勝ち抜いた状態で始ま
る。

ワラビー！！
パスワード画面にする 天の声や、インタフ

工イスユニッ トを接続しているときはパス
ワード画面がでてこ芯いが、最初のメーカ
ロゴが出ているときから①とセレク卜を

押しつづけて、タイトル画面でコンテイニ
ューに力 ソルを合わせてランを押すとパ
スワード画面にできる。

ワルキューレの伝説
サウンドセレクト 通常画面でランボタンを押

してステータス画面にする。そして、上を押
したまま① 、⑥ ボタンを押す。すると
「MAGICJの績に数字が出てくる。この数
字を方向キのよ下で変え、 ①ボタンを押
すと、曲が聴ける。

ラウンド3のパスワード パスワード入力薗
面で 「レウユキルワレウユキルワJと入れ
る。するとラウンド3からゲムが始めら
れる。

ラウンド4のパスワード パスワード入力画
面で「わる QれのDEんせつ」と入れる。
すると、今度はラウンド4からゲームが始
められる。
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ワンダーモモ

ラウンド7のパスワード パスワード入力画
面で「あおおああおおああおああ」と入れ
る。すると、いき忽り最終ラウンドになる。

ザンドラが寝てしまう パスワード入力画面で
カーソルの代わりに怠っているサンドラを
動かさすに見ている。すると、サンドラはつ
まらないのか、いびきをかきながら寝てし
まう。

お得なパスワード パスワード入力画面で、
「おまけおまけおまけおまけ」と入れる。す
ると、ゲームは最初から始まるのだが、ワル
キューレの残り人数が7人いる状態で始め
られる。しかも、 BIGの魔法を覚えていて使
えるように左よっている。さらに、武器も手投
げ弾、 3方向ショットが2つ、誘導弾、ワ
イドビーム、貫通弾と、合計6個持ってい
る。

楽しいパスワード パスワードを「なむこ忽む
こ なむこ広むCJと入力すると、残り人数
が3人で武器7つ、ビッグ以外の魔法が装
備されている状態でl画からスタート、「む
こわるきゅ うれすきさJと入力すると、 7
薗かうスタートで武器5つ、 5大魔法装
備、残り人数が7人という状態で始る。

薗セレクト パスワードを入力することで、面
セレクトができる。2面から始めたい場合
は 「へNMえろる OのFJあD」と入力。
3商は「KPつ｜はA たたDまおE」、 4面
は「Cひょくらつ Mえすみらそ」、5面は
「わてむきめる するしえDか」、6画は「い
しEをDD かふKすほた」、7面は「ひC
りlひABFねとわE」と入力する。

沼にたっている 1箇の沼に浮いている八スが
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ある。これをスクロールを利用して画面下
に消す。戻って八スのあったところに立っ
と、沼に立っているように見える。

ワンダーモモ
デバッグモード タイトル画面でモモが変身す

る瞬間にランボタンを押す。すると
「MOMOIZIRIJという画面がでて、サウン
ドセレク卜や、面セレクトのできるデバッ
グモードになる。またこの画面で、 SKIPの
数字をOBにして、 ①、⑨ボタンを押し
芯がらセレクトボタンを押すと、エンディ
ングが始まる。

つむじ風で 1000点 つむじ風が上空にある
ときに、ジャンブしながら入る。すると、普
通なら変身するだけなのに、変身する上に
1000点もうえてしまう。

ピンナップモード デバッグモードのウル伎を
使い、 ①と⑨ を押し花王がらセレクトを押
すとピンナップが見られる。SKIPの数字を
01力、04にしてこのウル妓を使うと、別の
ピンナップを見られる。この授を使うと、ピ
ンナップのあとにゲームが始まるが、すぐ
にゲームオー）＼ーになってしまう。

変身し芯い つむじ風が来たときに、変身しな
い程度に⑨を連打して回転していると、つ
むじ風が素通りしていき、変身しない。

カプセル選び 各面で2伺すつカプセルが出
現するが、体力回復のP力プセルは変身
前、タイフーン攻撃のBカプセルは変身後
に出現する。そこで変身しなければ、続けて
Pカプセルを取ることができる。
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… 日新 （毎月回日発汗－ •• 

PC-F緊密曾お

PCエンジン514タイドルから

1760本のウル援を収録グ

ゲームが数十倍幾じめ蚤

まさl二究極のウル按集太戚l何録／
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