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:0::次のものがパッケージに入っていることを確認してください。万一、足りないものがあつた場 

合は当社までご連絡ください。 

1. 「Jyajyajゲームディスク #1〜#2.2枚 

2. rjyajyajユーザーズ•マニュアル（本書）.1冊 

3. rjyajyajアンケートはがき.1篥 
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はじめに 

このたびは、Macintosh専用アミューズメント•スタックウェア『JyajyaJをお買上げいただき、 

ありがとうございます。 

このゲームが世間一般で言われている、所謂アダルトソフトという部類に属するものであること 

は間違いないでしょう。ですが、これらのジャンルのモノすべてが.ゲームの題材としてSEXを扱 

っているから邪道であるというような認識が一般化しつつあることに対して、非常に残念であり、 

また危惧を感じざるをえません。 

性欲とそれに関連した営みは、生物としての人間の在り方に強く根づいたものであり、必要不可 

欠な欲求のひとつです。極端な例ですが、もし種族全体からSEXがなくなれば、それは自滅を待つ 

ことに等しくなるでしょう。 

話が飛び過ぎてしまいました。要するに性に対してネガティブな考え方しかできないのはおかし 

いし、その描写についても規制が過ぎているのではないかと思うのです。偉そうな事を言わせても 

らえるなら、これが私連製品スタッフの考えです（ただし年齢に対する配慮はいるでしょう）。 

一部の例外はあるでしょうが、性を扱った商品が世の中に自然に認知されたとき、日本人の性意 

識は古い価値観から解放されたということができるのではないでしょうか。 

「好きなあなたに遊んでほしい• J 

こんな気持ちを込めて、精一杯つくりました• 

できることはやったつもりです。ひととき、現実を忘れて楽しんでいただけたなら、私連にとっ 

てこれ以上の喜びはありません。 

有限会社 momodera.s BRAND 

代表取締役 小野寺修 
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ハードウエアの準備 

次のハードウエアが必要です。 

Macintosh本体 

Plus,Portable,SE,llを除くすべての機種に対応しています。 

(Plus以前に発売された機種には対応していません） 

内部メモリー 

2MB以上の空きメモリが必要です。 

ただし、2MBぎりぎりの場合、音声が出ない等の不具合が発生する可能性があり 

ます。 

ハードディスク 

おおよそ3MB以上の空きが必要です。 

空き容量が少ないままでゲームを実行した場合、一部正常に動作しない場合があ 

リます。 
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ソフ >ゥ 1ァの•考^ 

1•ディスプレイ（モニター）のモードがフルカラーに設定してあると、HyperCardでは場面変換時 

の映像効果が得られない場合があります。コントロールパネルから「モニタ（Monitors) Jを選 

び、モノクロの機種をお持ちのかたは「白黒J、カラーの機種をお持ちのかたは「256」に設定 

してください。 

2. 漢字Talk 7 (または漢字Talk6.0.7)と' 日本語HyperCard 2.1(または日本語HyperCard 2.0) 

がハードディスクにインストールされていることを確認してください。 

なお、漢字Talk 6.0.7を使用する場合は' 日本語HyperCard 2.0を使用しなければなUません。 

3. HyperCardのアプリケーションサイズを2000KB以上にしてください•アブリケーションサイズ 

の変更方法は、HyperCard本体のアイコンを選択し、ファイルメニューの「情報を見る（または 

インフォメーション）Jにある「使用サイズ（またはアプリケーションメモリサイズ）」に直 

接、数値（例えば2000)を入力します。 

gpISsiSa HyperCard m\i 

HyperCard 
HyperCard J-2.1 

枝級：アプリケ-シ3ン 
se： 708K使用（721,378パイト使用） 

J^p/r: Macintosh HD: HyperCard: 

作麻日：1991年4月24日（水)，5 :〇〇 PM 
■E 日：1993年9月29日（水），3:39 PM 

パ-ジ: J1-2.1;(〇1987-92 Claris 
Corporation. All Rights Reserved 

コメントI 

□ n，ク 

…メモリセ*条件■••••― 

推袋サイズ2 1000 K 1 

金十サイズ： 1750 |k j 

12000 j K | 使用サイズニ 
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4. 次のフォントを使用します。システムに組み込んであることを確認してください。 

Osaka 

細明朝体 

Geneva 

5. ハードディスクの空き容量が3MB以上あることを確認してください•空き容量が足リない場合' 

「Jyajya」をインストールできない場合があります。 

ゲームのインスト—ル 

1.rjyajyaゲームディスク#1Jをドライブに挿入します。 

フロッピーディスクの中にはrjyajya Verl.1Jというフオルダがありますので、そのままハード 

ディスクへドラッグ（コビー）します。 

：HI」 rJu-Ji：- Juq i ys ^ 1:二•み-;-二-二-二，1』 

ft "頁目 12 MB使用 1 

CD 
:!h 

Jyojya Verl.1 
ぐ- 

01 K a 

2. rjyajyaゲームディスク# 2Jをドライプに挿入します。フロッピーディスクの中のファイル 

「MacroMind Player.seajと「JyajyaMovieJを、さきほどハードディスクにコビーしたフオル 

ダrjyajya Verl.1Jのなかへドラッグ（コビー）します。 

苫QJyajya 2 :了-口： 

A 2項目 1.2 MB使用 128K空き 

令 11 
MocroMind Player.sea JyajyaMovie 1 

OP !0 0 
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3.ハードディスクの中のrMacroMind Player.seaJをダブルクリックしていください。 

現在の作業量が表示され、自動的に解凍しながらハ-ドディスクにRMacroMind PlayerJが作 

成されます。 

作業が終わるとファインダに戻ります（rMacroMind Player.seaJは削除しても結構です）。 

4.ハードディスクの中のフォルダrjyajya Verl.1Jに、以下のアイコンがインスト_ルされている 

ことを確認してください• 

ICF3次のエラーが表示されたときはIハードディスクの中のフォルダrjyajyaVerl.Uにすでに 

fMacroMind Playerjが展開されていますので、フオルダの中を注意深く探してください。 

〇 
An error occurred file already exists. 



揉作方法 

rjyajyajのアイコン をダブルクリックすると次のような選択画面が現われます 

ので、カラーの機種をお持ちのかたは「力こ^)またはL ^-一?を、モノクロの機種をお持 

ちのかたは必ず【 白麗■ をクリックしてください。 

この後タイトルデモが始まり、しばらくするとデモが終ったことを示すアイコン (i)が 

画面右上に表示されます。 

このまま、マウスを好きな位置でクリックするとゲームはスタートします。なお、ゲームの途中 

にこのアイコンが圆面上に表示された場合> rクリックするまでそのままで待つjという共通の意 

味を持っていますので憶えておいてください。 

ゲームはrアドベンチャー.パート」から始まって、やがて「クイズ•パート」から「お宝さが 

し•パートJへと続いていきます0 

ゲーム中はその進行にともなって、複数の女の子が登場します。彼女逢が現れると、あなたにク 

イズで勝負を仕掛けてきます。そうして女の子全員との戦いに勝つことがゲームの目的です。 

ゲームの操作には、キーボードは一切使いません。 

画面に表示されているボタンをクリックするだけで、ゲームは進行していきます。ですから、ポ 

タンをクリックするときと、マウスのアイコンが現れているとき以外は、画面をクリックする必要 

はありません。 

このようにrjyajyajは、画面あ中にかくされたイベントをクリックして探していくといつた棰 

類のゲームではないことが、お解かりいただけたと思います。 

詳しい操作方法は、各パート別に次のページから解説していきます。 

ア广へノグヤー.ノ、—卜 

タイトルデモが終了すると、「アドベンチャー•パート」に移ります。いきなりウィンドウが現 

われ、メッセージが表示されていきます。 

メッセージの表示が終わると、ウィンドウ上にマウスのアイコンが表示されます。そのままクリ 

ックするとウィンドウは閉じて、ゲームを進行させることができるようになります• 

そのとき、画面右下に次のような4つのポタンが見えると思います。「アドペンチャー•パートj 

の進行は、これらの方向ポタンを使用していきます。 

厂J會1 1门 

iLjJ 

「進む」.現在向いている方向に前進します。 

r戻るj . 現在向いている方向のままで後退します。 

「右』 .向かって右の方向に移動します。 

「左』 .向かって左の方向に移動します。 



基本的にはこの4つの方向ポタンで、行きたい場所に移動することができるのですが' この例では 

r戻るj . 「右」.「左』の3つの方向ボタンが白くなっています。これは、その方向には進むこと 

ができないことを示しています。ただし、ゲームの展開によっては方向ボタンの形が変化し、その 

先に進めるようになる場合があります。 

ゲームの進行中には、アイテムを取る/使うといったアドベンチヤーに不可欠なアクシヨンはあ 

りますが、それらはすべて自動的に行われるため、よけいな操作を行う必要は一切ありません• 

ただしゲーム中には、あなたの判断力が試される場面が下の例のように何回かありますので、そ 

のときはウィンドウに現れた2つのポタンのどちらかを選び、クリツクしなくてはなりません。 

どうC fe 6いいのだろうか_ _ • • 

[のそ•いてみる〕 Cやっぱりやめるj 

：：y^: メッ和ージがウィンドウに表示されている*中にマウスをクリックすると、残つたメッセージ 

をすばやく表示させることができます。 

V- メッセージは、基本的に一度しか表示されません。 

よく铳まないで進んでいくと、ゲームに行き詰まる場合がありますのでご注意ください• 

：^: 「カラー』でゲームを遊んでいると、ときどきデスクトップ（バック）の色が変化しますが、 

これは異常ではありません。 

タイズ-ハーh 

女の子との勝負は「ある/なしクイズ」で行います。次の画面は、その表示例です。 

上の画面に表示されている' 各ポタンの機能を解説します。 

〔fcnter ) 

I Clear) 

.•..答を入れ終ったら押します。「パス』するときにも使用します- 

•.••入力した文字を訂正したいときに使います。 

.コインを数枚使用して、スペシャル.ヒントを見ることができます。 

通常のヒントだけではどうしてもわからないときに使います。 

必要なコインの枚数は、ゲームの進行と比例して増えていきます。 

出された問題を忘れてしまったとき' 再度見ることができます❶ 

答を入れるために使います。 

ひらがなまたはカタカナ1文字からなり' 「文字ボタン」と呼びます。全 

部で10コあります。 
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「ある/なしクイズ」がスタートすると、問題の出題と共にマウスアイコン (@)が現れ 

ます。問題をよく読んだ後でマウスをクリックしてください•すぐに、ひとっめのヒントが表示さ 

れます。 

ここで答がわかったら、「文字ボタンJを押して言葉を組み立てていき' 最後にを押しま 

す。 

答が解らないときは、だけを押すことで1パスとなり、次のヒントが表示されます• 

なお、ヒント1間にっきコイン1枚が必要となり、最後までヒントを見てしまったら、女の子は服 

を1枚着てしまいます。このとき、上に着る服がない場合（服を1枚も脱がしていない場面など）は 

女の子との勝負に敗れたことにな1コインは全て没収されてしまいます。また、コインをすべて 

使ってしまった場合も同嫌に負けとなります。 

なお、1枚もコインを持っていない場合は女の子と勝負することはできません（コインを稼ぐ方法 

は次のページにあります）。 

問題に正解した場合は、女の子は服を1枚脱いでくれます。脱衣後' _が表示されますのでクリ 

ックして次の問題へと進んでください❶ 

そうして最後の1枚を脱がすことができたとき、女の子は降参します《そのとき、大切なアイテム 

をあなたに渡すことがあります。このアイテムは、ゲームをクリアするために必要なものです❶ 

::©:; rある/なしクイズ」そのものがわからない方は、「ある/なしクイズとは？」のページを見 

てください。 
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宝さがし.パーh 

コインがなくなってしまったら、女の子と勝負することができなくなってしまいます。 

そんな時は、ある人物に会うことでお金を稼ぐチャンスが与えられます。そして、その手段が 

rお宝さがし」なのです。ただし、コインが一枚でも残つているときは「お宝さがし」はできま 

せん。 

ル-ル 

神社の周辺には、108枚もの小判（コイン）が埋まっています。 

ゲームの進み具合によって設定される制限時間のうちに、神社周辺の地形を示し 

た地図の上を、何度も何度もクリックし続けて、できるかぎりのコインを見つけ出 

さなければなりません。 

制限時間終了後、もう1度だけ「お宝さがし」をやり直すことが許されますが、そ 

のときは今までに見つけたコインを失ってしまいますので気をつけてください。 
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ゲームの終了_ 

「アドベンチヤー•パート」の鳥居のある場面の左下に、rやめるポタン(圓)jがあ 

ります。なお、鳥居の画面はゲームを最初に始めた場所にあります。 

「やめるポタン」をクリックすると確認のダイアログが現れますので、さらにrゃめる]をク 

リックしてください。ゲームを中止してシステムに戻ることができます。 

ゲームを最後まで解いた場合も、エンディングデモの終了後に「やめるボタン」は出現します。 

V- rjyajyajを再起動した場合、いままで実行した所からのコンティニュープレイはできません 

のでご了承ください。 
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あるビなしクイズとは？ 

ある/なしクイズは、言葉遊びの一種と考えてください。 

その内容は、断片的な複数のヒントを駆使して、答となる言葉を推理していきます。 

ヒントは、答となる言葉が前後に付くことで意味が通じるようになる「ある』グループと、答と 

なる言葉が前後に付くことはない「なし」グループとに分かれます。このヒントの対比によって、 

隠された言葉を導きだすのです。 

例えば、「門」には付いて「庭』には付かない言葉を考えてみてください。もうひとつ、ヒント 

を出してみましょう。「トンボJには付くが、「バッタJには付かない言葉。さあ、答がわかりま 

したか？ 

では、用意されているヒントのすべてを見てみましょう。 

ある なし 

門 庭 

潮 砂糖 

坂 平 

土 水 

貝 魚 

トンボ バッタ 

松 竹 

頭巾 マント 

字 語 

ボン 

ヒントは最高で10コまで見ることが許されていますが、それでも答がわからなかった場合はペナ 

ルティ（rクイズ•パートJのページ参照）となります。ちなみに答は「あか」です（赤門、赤潮 

赤坂、赤トンボなどなど）。 

さらに、ある/なしクイズにはもうひとつのバリエーションがあります。それは、前後に付く言 

葉をさがすのではなく、 「ある』グループのヒントに分けて隠された答となる言葉を、探し当てる 

といつたものです。その例題をひとつ見てみましょう。 
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ぁる なし 

ちりとり ほうき 

挑戦状 果し状 

知り合い 他人 

鍵穴 のぞき穴 

今後 以前 

たいやき たこやき 

二本松 六本木 

どどいつ はラた 

太る子供 やせる大人 

スイスイ のたのた 

この問題は前の問題とは異なり、単にヒントの前後に答となる言葉が付くわけではありません。 

あくまでも「ある」グループのヒント全体の中に隠されている単語から、共通した意味を探り当 

てなければなりません。 

例題の中の「ある」グループのヒントに隠されている単語は次のとおりです。 

ちりとり =チリ 

桃戦状（ちょうせんじょう） =朝鮮 

知り合い（しりあい） = シリア 

鍵穴(かぎあな) =ギアナ 

今後（こんご） = コンゴ 

たいやき =タイ 

二本松（にほんまつ） = 日本 

どどいつ = ドイツ 

太る子供（ふとるこども） = トルコ 

スイスイ = スイス 

もう分かりましたね。 

各ヒントにかくされた単語が意味する共通の言葉は、ズバリ「こくめい（国名）」でした。 

ちなみにrjyajyajでは2通りの答を用意していますので、答が合つているハズなのに不正解にさ 

れるといった矛盾が解消されています（もうひとつは「くに（国）」です）。 
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ゲームが勒かないとき 

窃。ゲームの途中で、次のエラーが表示される。 

PlayMovie： メモリが不足しています0 

B ok 

PlayMovie：イニシャライズできません。 

r ok n 
总„ HyperCardの「使用サイズ（またはアプリケーションメモリサイズ）」が2000KB以上になつ 

ていません。rソフトウェアの準備Jのページを参照してください。 

(^nおかしな文字が表示されることがある。 

文字フォントがシステムにインストールされていない可能性があります。「ソフトウェアの準 

備」のページを参照してください。 

窃。音がまったく出ない。 

ボリュームが0になっていませんか？ 

HyperCardの「アプリケーションメモリサイズ」が2000KB以上になっていますか？ 

空きメモリは2MB以上ありますか？ 

ハードディスクにインストールされている、HyperCardのバージョンはあっていますか？ 

いずれかのケースが思い当たる場合、もう一度「遊ぶ前に」のページを読み直してください。 

なお、日本語版HyperCard 2.1を使用する場合は漢字Talk 7がインストールされていなければ 

なりません。 
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窃。ゲームが正常に動作しない。 

空きメモリは2MB以上ありますか？ハードディスクに空きはありますか？ 

システムフォルダに漢字Talk7または漢字Talk6.0.7 (もしくは6.0.7.1)がインストールされ 

ていますか？ 

ハードディスクにインストールされている、HyperCardのバージョンはあっていますか？ 

HyperCardの「アプリケーションメモリサイズ」が2000KB以上になっていますか？ 

いずれかのケースが思い当たる壜合、もう—度「遊ぶ前に」のページを読み直してください• 

以上のことを確認されてもゲームがうまく動作しない場合には、他にお持ちのスタックウェア 

が正常に動作するかどうかを試してください。それで動作する場合は、システムに不具合があ 

ると思われます。 

正しく動作しない時は、rjyajyajをご瞩入になったショップまたはお知り合いのMacintosh 

でお試しになってください。動作する場合は、お手持ちのマシンの故陣などが考えられますの 

で、ハードウェアの点検をお受けになることをお勧めします。これでも動作しなかった場合 

は、「Jyajya」ゲームディスクと症状をくわしく書いた手紙を同封の上、当社までお送りくだ 

さい。確認の後、当社の資による不良の場合には代品と送料をお送りいたします。 

尚、お客様のお取り扱いによる不良および破損につきましては、手数料2,000円とゲームディ 

スク2枚を現金書留でお送りください。代品をお送りします。 

おかしな文字が表示されることがある。 

文字フォントがシステムにインストールされていない可能性があります。「ソフトウェアの準 

備Jのページを参照してください。 
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ゲーム中にエラーのダイアログがでる。 

爲。ハードディスクにインストールされている' HyperCardのバージョンは「2.1」あるいは 

「2.0Jですか？ 

HyperCard1.2とtそれ以前のバージョンでは動作いたしません。 

また、日本語版HyperCard 2.0を使用する場合は漢字Talk6.0.7がインストールされていなけ 

ればなりません，ご注意ください。 

複数のHyperCardのバージ3ンをインストールしてある方は、必ずシステムに適合する 

HyperCardのアイコンをダブルクリックしてからrjyajyajを起動してください。 

HyperCardの「アプリケーションメモリサイズJを2000KBちようどにしている場合は、 

2500KBに設定してから再度起動してみてください。 

INIT/cdev類は、その組み合せにより原因不明のエラーが出ることがあります。エラーがいつ 

も同じ壜所で起きるときは、INIT/cdev類をできるだけはずしてから再度起動してください。 

ユーザーサホー 

至急、アンケートはがきをお送りください。 

正規ユーザーとして登録させていただきます。あわせて次回作のご案内やバージヨンアツブ、 

ゲームに関する情報提供等のサービスを行う予定です。 

このゲームについてのご意見.ご感想などがありましたら' 是非ともアンケートはがきに罾き添 

えてください。皆様に喜んでいただける商品をつくるための参考にさせていただきます。 
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