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待ち受け5冒険に，以玀った。 3 Q韵のことだ。沾父から;tJこ連絡があった。どうやら、窗こ相みたいこと 
があるらしい。L、つたL柯の用だろう。 

翌Q、泊父のオフイス5;訪れる匕沾父はこんなふうU話した。 

一平、岬の七館を觉么てい3だろう。勢於度、在の館を取リ璋 

った。それで先代が生箭、，こう言っていたのを勃他しヂこV| 

七館iこ15数々の謎が®されてい5。そQ謎を解くこと乱‘飾 
されてい益笑—(手以り、我が-祕總を^^^^|P#_ 

先代のi痛だと馬っていたが、そうではないらしl_ 

の謎を解いてほしL だ0 

イン：DYNAMIC KITCHEN •大村哲哉 



まずは館の中を歩吉回ってみよう0 

画面の正面方向に向かって進みます。左• 

右•後ろ方向に進みたU昜合は向きを変え 

てから進みます。画画上のマーカーは体力、 

方向などの1_を表します。 

方向•方角 
外側-.•明るく表示される方向に 

進んだり、向くことがでぎる。 

中側• • •矢先の赤色側が北を表す0 

SものがあつたS、BPSfcり、動心たり、括しかけたりしてみよう0謎を解 
ぐ手がかりがWSれ3かもしれなWo 

•基本的な画面•物語は次の3つの_面から成り立ちます。 
移動画面…主人公が動く 機能画面…セーブ•ロードなどを実行する 
コマンド画面…〈アイテムを使5〉/〈調べる〉/〈取る〉/〈動かす〉/ 

〈話す〉/〈アイテムを見る〉を実行する 
-詳しくは、スタートアップマニュアルをご覧ください。 

4 

ようやく秘密を解きに 
きたよつね。ふふふ 



取る 
〖ていると、きっとし〇かは役に 
，だろう〇 ► 

ソド酬で、〈取る〉を選びます0 

Iきっと、謎への手がかりが 

いさ入るとなると 
ちょっと緊張す. わね 

______一..一 ----■# 

スイッチだ。押してみよう0 

コマンドで、〈動かす〉を選びます。 

◄まさか、こんな仕掛けがあるとは！ 



辭 

— くたばれ! 

きさまはここで死ねい! 

話しかけたら、 
返事があつたりしてね0 

コマンド画面で、〈話す〉を選びます。 

お、おじいちやん■ 
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戶イー^^^ 
この穴には、あのアイテムが 
使ぇそぅだ0 

コマンド画面で、〈アイテムを使う〉を選 
びます。 
持っているアイテムの中から使ラアイテム 
裤びます0 

• ■ダイテムを^^ 
隠し通路を発見したそ’！ 

持っているものしておこう。 
コマンド画面で、〈アイテムを見る〉を選 
びます0 
ネ寺っているアイテムのI青幸gを見ます。 

◄そうそろ、こんなアイテムも持っていたっけ。 

•讎』_|~4 
ー コマンド酬で、〈鎌 

度訪れた館に移動で吉ます。 
【へ移動する〉を選びます0 

一'>、 
%ワィンのボ1ルてあ 

中身ガ-沙し減つで：；： 



制作スタッフ••••.. 
•-PRODUCE-• •-Vef€€-• 

•シブサワ•コウ 
今までのゲームよりも7倍楽しめる謎 
と仕桂卜けを満載して、この『七つの秘 
館』をお送りします。一平の体験する 
数々の謎に挑戦してください。 

•-MUSIC-• 

•宮J11泰(みやがゎひろし） 
どのテーマも暗く恐ろしいイメージな 

ので、曲ごとに変化をつけるのが難し 
かったですね。音楽だけでも楽しめる 
ように仕上がったと思います。 

•_平/緑川光(みどりかゎひかる） 
一平は、正義感の強い王道的な主人公。 
実際に自分ならできないような行動を 
とれるので、スカッとして楽しかった 
です。うらやましい気もしますね。 

•玲i/iifflマリ子(こぅほりこ) 
主人公のあなたがどういう体験をする 
のか、私もわくわくしています。『七 
つの秘館』での冒険を、玲奈役の私と 
一緒に楽しんでください。 

_鈴子/天野由梨(ぁまのゅり) 
ふだんの自分そのままを、少し若い気 
持ちに切り替えて演じました。プレイ 
ヤーのみなさんをうまく導いていって 
あげられたら、うれしいですね。 

SPECIAL GUEST 
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•徳光和夫氏•草野仁氏•周富徳氏 (順不同） 
志茂田氏のご友人の皆さまには、本作品に特別なご好意で出演していただきました。 

ぼくは空想のなかで、いつも冒険をし、多くの謎に挑み、恋をしている。小説 

では描ききれないその空想世界を、デジタルな手法で表現してみたら…。無我 

夢中で主人公になり、冒険にふけり、謎に対決し、恋をしたら、すごくおもし 
ろいゲし•ムr七つの秘館』が出士 

ち无 

せ、3 

々たのである。ぼくか激血をたぎら 

メ乂おいでくださいc 

d. 

直木賞受賞作家。そのカゲキなファッションと個性でTVなどでも活躍。執筆活動も 
精力的に行い、今年中に著作400冊を達成する予定である。 



謎の全てを解き明かすワールドガイド。 

七つの秘館 
オフイシヤルガ 



△警告 
健康のため、ゲームのやりすぎにご注意ください。また、極めてまれですが、光の点滅やテレビ 
を見ている時に、ひきつけ.けいれん等を起こす体質の方がいます。そのような方は、医師と 
相談のうえプレイしてください。 

※Macintosh、Performa, ColorClassicは、米国アップルコンピュータ社の米国、およびその他の国における登録 

商標です。 

※Power Macintosh、QuickTime、漢字Talkは米国アップルコンピュータ社の商標です。 

※その他記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。 

※本書およびプログラムは著作権法で保護されています。当社に無断で複写および複製することはできません。 

※当社が著作権を有するソフトゥヱア•出版物の複製行為、賃貸および中古販売を、当社は一切許可しておりません。 

また、複製品および中古販売品のサボートはいたしません。 

※本書およびプログラムの運用による影響については、責任を負いかねますのでご了承ください。 



目次 

トラブルと思う前に 16 
ユーザーサボート 19 
サポートシート 20 

•:wm、方• 

インストールの手順、プレイする前の 

設定などを調べるときは「準備編」、ゲ 

ーム開始や中断の手順を調べるときは 

「プレイ編」、なにかトラブルが起きた 

ときは「トラブル編」をご覧ください。 

~『七つのfor Macintosh 商制冓成^~ 

•CD-ROM 3枚（ディスク1〜3) 

籲スタートアップマニュアル（本書） 

ゲームのインストール手順、操作方法などを記載しています。はじめにお読みください。 

籲プレイングマニュアルM館への扉』 

ゲーム中のコマンドの内容などを説明しています。ゲーム中にお使いください。付属のプレイン 

グマニュアルは、Microsoft® Windows®版のものです。記載されている内容•画面写真の一部 

がMacintosh版と異なる場合があります。 

•保証書 
嫌ユーザーはがき 

※バンドル版などでは、商品構成が一部異なることがあります。ご了承ください。 

ゲームを始める 8 
ゲーム中の画面とコマンド 12 
セーブ•終了 •ロードの手順 14 

はじめにお読みください 
ゲームをインストールする 
プレイの準備をする 

3 4 6 

ダ準備編 

はじめにお読みください 

マウス操作の表記について-〇 

本書では、マウス操作を次のように表記します。 

カーソルを合わせる > マウス本体を動かします。 

クリックする > マウスのボタンを押します。 

ダブルクリックする> マウスのボタンを2回続けて押します。 

ドラッグする>マウスのボタンを押したまま、マウス本体を動かします。 

ドロップする> ドラッグ中に、任意の場所でボタンを離します。 

動作環境 

本製品は、本体のCPUがMC68040以上で、ゲームプログラム用に空きメモリ 

が6MB以上ある機種で動作します。 

また、13インチ以上の32,000色かつ640X480ピクセル表示可能なカラーディ 

スプレイが必要です。 

ゲームをプレイするためには、まずハードディスクにインストールする必要が 

あります（手順はP.4)。 
春より快適にプレイするには、Power Macintoshシリーズのマシンを使用されることをおすすめします。 

•Power Macintoshシリーズでは、ネイティブモードで動作します。また、Power Macintoshシリーズ 

で仮想メモリを使用しなし、場合は、空きメモリが6.5MB以上必要になります。 

はじめにお読みください 〇 



ゲームをインスト—ルする 

確認してください 

本製品のインストールには、次のもめが必要です。 

ハードディスク> 空き容量が15MB以上あるハードディスク。 

システムソフトウェア►漢字Talk7.1以降のシステムソフトウェア 
(QuickTime Ver.2.0以降を含む)。 

CD-ROMドライづ> 倍速以上のCD-ROMドライブ。 

CD-ROM>本製品のCD-ROMディスク1。 
籲本製品は、動画再生およびBGM再生にQuick Timeを使用します。 

籲COROMドライブは、アップルコンピュータ社純正のものをご使用ください。アップルコンピュータ社 

純正以外のCOROMドライブをご使用の場合は、当社ではサボートいたしかねます。 

G^みインストールの手順 

次の手順でインストールします。 

OCD-ROMドライブに『七つの秘館』for MacintoshのCD-ROMのディスク1 

をセットします0画面上にアイコン「7hikan_mac」が表示されます0 

11^=^ 7hikan_mac ニギ— 
i 次4 is目 一423.4 MB 使用  

❷|7hikan_mac」アイコンをダフルクリックす 

ると、中のフォルダが表示されます。 

ゲ—ムをインスト—ルする 〇 

ダ準備編 

❸I7HIKANJフォルダをドラッグして、ハードディスク上にドロップします。 
•ファイル共有を起動した状態でゲームをプレイすると、スピードが遅くなります。 

:HardDisk i 

8項目 457.9 MB 使用 56.3 MB 空 

i 7hikan mac 

^ Utilities 

◄ハードディスク上に 
ド□ッブする 

:°一したフォルダが表示されます。以上でインスト 

A 423.4 MB 使用 

(m\ 
7HIKAN 

—mu 

❹ハードディスク上に、コ 

-ルは終了です。 

ゲームが不要になった場合は 
次の手順で本製品をハードディスクから削除します。 

❶インストールした『七つの秘館』のファイルとフォルダを「ゴミ箱」 

に捨てます。 

❷メニューバーから「特別」の「ゴミ箱を空にする」を選び、ファイ 

▲ゴミ箱 ルをすべて削除します。 
國 

会 
ン 
ス 

I 

〇 

—ジ癱 

_する前の設定P.6 
ゲームを始めるP.8 

曾膣SS□固 



フレイの準備をする 

G^サウンド環境を設定する 

本製品のBGMはCD音源で再生します。 

ゲームを起動する前に、CD音源を再生するための設定を行ってください。 
•BGMの再生中に、「AppleCDオーディオプレーヤ」等のCD音源再生機能を使用するプログラムを実行す 

ると、BGMが止まることがあります。また、再起動すると、設定が元に戻る場合があります。ゲームの 

起動前にご確認ください。 

籲CD-ROMを外付けと内蔵の両方でご使用の場合、動作が不安定になることがあります。外付けCD-ROM 

の接続を外し、内蔵のCD-ROMをお使いください。 

•内蔵COROMドライブをご使用の場合- 

「コントロールパネル」の「サウンド」または「モニタ& 

サウンド」の「システムサウンド」にある「(スピーカの） 

音量」のッマミを調整して音量を設定してください。 

入力源の設定「コントロールパネル」の「サウンド」に「サウンド入力」 

という項目がある場合は、次の操作を行ってください。 

❶ポップアップメニューを「サウンド入力」に合わせます。 

❷ダイアログボックスから「オプション」をクリックし 

ます。 

❸「内蔵CD」を選びます。「外部にも音を出す」の項目 

がある場合は、その項目もチェックし、roKjをクリッ 

クします。 

〇ポップアップメニューを「音量」に合わせます。 

幼灘： 

8^ A 
マイク AV3♦クク 
〇 〇 

(13外»(こも音鲁出す) 

▲「オプション』のダイアログ 
ボックスで入力源などを設定する 

プレイの準備をする 〇 

入力源の設定2〕 

籲^付けCD-ROMドライブを 

❺ツマミを調整して音量を設定します。ツマミを0に合 

わせると、音声は出ません。 

「コントロールパネル」に「モニタ&サウンド」という項 

目がある場合は、次の操作を行ってください。 

❶「モニタ&サウンド」のダイアログボックス 

から「システムサウンド」をクリックします。 

❷「サウンド入力」の項目から「内蔵CD」を選 

びます。 

❸「サウンド出カレベル」「スピーカの音量」 

のツマミを調整して音量を設定します。ツマミ 

を0に合わせると、音声は出ません。 
◄ PEニタ&サウンド」で入力源と音置を設定する 

ご使用の場合- 

PHONE*子またはUNEX)in«子に、外部スピーカーま 

たはへッドフォンを接続してください。 

ダ準備編 

ージ• 

ゲームのインストルP.4 ゲームP.8 
ゲームの^ P.9 トラブルと思う前にP.16 

プレイの準備をする 〇 



ゲームを始める 

基本操作を覚える 

ゲームの基本的な操作は次のとおりです。 

•「決定」の操作- 

「決定」をクリックするか、リターンキーまたはエンターキーを押します。 

•「キヤンセル(作業の取り消し)」の操作- 

mmをクリックするか、テンキーの回または[esc]キーを押します。 

• niぶ」の齡- 

ポインタを対象に合わせてクリックするか、テンキーのHHMI]または方 

向キーを押します。選ばれると回りに枠が表示されたり、違う色で表示された 

りします。 

m囹 
画面の切り替え_ 

(p.ii) 

(移動時）rnsm 

(移動時） 

左を向く 

i 
囹E囹囹 
選ぶ•移動(P.12) 

SB® 

a®回 
(移動時）彳爸ろを向く 

(移動時） 
右を向く 

咖®□ 
®15J®0 

キャンセル 決定 

ゲ—ムを始める ❹ 

ダダプレイ編 

召べ--ジ癱 

ゲームのインストールP.4 する前P.6 
セーブ•終了 •□ー ドP.14 トラブルと思う前にP.16 

ゲームを起動する 

次の手順でゲームを起動します。 
•ゲームを起動する前に、本製品をインストールしてください（P.4)。 

❶CD-ROMドライブに『七つの秘館』for MacintoshのCD-ROMのデイスク1 

をセットします。デスクトップ上にアイコン「7hikan_mac」が表示されます。 

❷ハードディスク上の「7HIKAN」フォルダを開きます。その中にある「七つ 

の秘館」ファイルをダブルクリックすると、ゲームが起動してオープニングの 

のちにタイトルが表示されます。 

in I 
◄八ードディスクの[7HIKANJフォルダを開いて 

IKS] 
7HIKAN 「七つ_EJファイルをダブルクリックする► KI 

七つの秘箝 

❸オープニングまたはタイトルの表示中に、j ニー :づ！ 

キーをどれか押すかクリックすると、メニュ ' if 

一が表示されます。新しくゲームを始めると || 
きは「新しく物語を始める」を、プレイ途中 

£0 M 

It 

のゲームを続けるときは「これまでの物語を || 
続ける」を選んで決定します。 : 

メニュー▲ 



〆ダプレイ編 

新しく物語を始める 

新しくゲームを始めます。メニューそ、「新しく物語を始める」を選んで決定し 

ます。主人公の姓と生年月日を設定すると、ゲームが始まります。 

•姓を決める--- 

「あなたの姓を入力してください」と表示されます。姓は3文字まで入力でき 

ます。入力しないで「決定」をクリックするか、「決定」を選んでエンターキー 

を押すと、自動的に入力されます。 

❶1文字目を入力します。入力したい文字の 

音読みで1文字目（「光」を入力したtゝ場合は 

音読み「コウ」の1文字目「こ」）を選び、決 

定します。その音で始まる漢字とひらがな、 

カタカナが一覧で表示されます。 

❷-覧から文字を選んで決定します。囹ま 

たは[ESC]キーを押すと、〇の画面に戻り 

ます。 
•入力できる文字が多く、表示が複数の画面に分かれるときは、画面を切り替えます（次ページ)。 

©手順の〇〜❷を繰り返して、姓の2文字目以降を決めます。入力した姓が 

表示されている画面で決定すると、姓が確定します。「戻る」をクリックする 

かキャンセルすると、入力した文字を1つ削除します。 

11"- 

9 ^ it I ^ 
豸むぬす今 

:H必ねせえゴそ,M 
る息め爸兑乎 

•わ令Sd尨か ‘M 
むちき::台 

坌妙ふつく い 
^ X Vs 

A J：过ど^: 

音読みの1文字目を選ぶi 

•生年月日を決める- 

主人公の生年月日を決めます。入力しないで決定すると、自動的に年が入力 

されます。 

❶年を入力します。数字を選んで決定します。 
※マウスの場合-数字をクリックします。 

※キーボードの場合-桁を選ぶときは方向キーの上下またはテンキーの囹囹を押します。 

数字を選ぶときは方向キーの左右またはテンキーのa ®を押します。 

©手順の❶を繰り返して月.日を入力します。 

©決定すると物語が始まります。キャンセルすると1つ前の入力画面に戻り 

ます0 

表示が複数の画面に分かれる場合の操作_ 
次の操作で画面を切り替えられます。 

※マウスの場合——ページ番号または「画面切り 

替えボタン」をクリックします。 

※キーボードの場合ーテンキーの(次画面に切り 

替え)、または® (前画面に 

切り替え）を押します。 

■画面切り替えボタン 

貝べ一り.• 
ゲームのインストールP.4 _する前の設定P.6 

tf-lxoym PB ゲームのP 9 セーブ•終了 •ロード P.14 

ゲ—ムを始める ❸ 

ゲ—ムを始める ® 

1ドの短則 

•ブの穂先 

.ヤの穂先 

卜の穂先V 

一'-riドの穂先 

.の影 



ゲーム中の画面とコマンド 

メイン画面 

主人公が館を探検するときに表示されます。画面をクリックして移動します。 

ポインタを動かすと 
_できる方向される 

クリックすると表示の方向に^^る 
(マウス衛乍のみ) 

体力と方向•方角 
プレイングマニユア 

館名とフロアガ读示される コマンドを実行するG欠ページ) 
コマンドに切り替无る 

左下にはプレイ中の情報(主人公の体力と方向•方角）と現在地が、右下には 

コマンドが表示されます。他の人と話したり、物を調べたりするときは各コマ 

ンドを選んで決定します。ゲームを終了したり、メッセージの速度を変更した 

り、他の館へ移動するときは、機能コマンドで行います。コマンドの<機能> 

を選んで決定するか、回または[ESC]キーを押すと、機能コマンドが表示され 

ます。機能コマンドを実行またはキャンセルすると、コマンド表示に戻ります。 
•コマンドは常に表示されます。プレイングマニュアル記載のコマンド画面•機能画面はありません。 

•プレイングマニュアルP.9の「他館へ移動する」は機能コマンドにあります（次ページ)。 

ゲ—ム中の画面とコマンド 〇 

ダダプレイ編 

使う 持っているアイテムを使います。 P.9< アイテムを使う> 

調べる その場所を調査します。 P.5< 調べる> 

取る アイテムを取ります。 P.6< 取る> 

動かす なにかを持ち上げたり、動かしたりします。 P.7< 動かす> 

話す 誰かと話します。 P.8< 話す> 

見る 手に入れたアイテムを確認します。 P.9< アイテムを見る> 

情報 主人公のデータ(名前•生年月日•干支)、現在 
の位置と向き、体力を表示します。 

※機能コマンドにも表示 
される 

機能 機能コマンドを表示します。 ※回/[ESC]キーでも可能 

記録 プレイした内容を保存(セーブ）します。 ※手順は本書P_14 

呼出 <記録>したデータを呼び出し、続きからゲー 
ムを再開します。 

※手順は本書P.15 

環境 メッセージを表示する速度を設定します。r速 
iAir普通」「遅い」の3段階があります。 

— 

終了 ゲームを終了します（続きをプレイする場合 
は < 終了 >の前に < 記録 > を行ってください)。 

※手順は本書P.14 

他館へ移動 他の館へ移動します。移動できる場合のみ表示 
されます。 

R9<他館へ移動する> 

##?届ページ• 
ゲームのインストールP.4 ゲーム0^ P.8 

ゲームの1311/メニューP.9 セーブ•終了 ドP.14 トラブルと思う前にP.16 

コマンドー覧 

コマンドの説明は、プレイングマニュアルを併せてご覧ください。 

コマンド名 内容 プレイングマニュアル該当べ一:； 

ゲ—ム中の画面とコマンド e 

コマンド 機能コマンド 



セーブ.終了. ロードの手順 

ゲームを記録する(セーブ） 

プレイ中のデータを記録（セーブ）します。ハードディスクに10力所までセー 

ブできます。 

❶機能コマンドのく記録>を選んで決定します。セーブデータの一覧が表示さ 

れます。 

❷セーブする箇所を選んで決定します。すでにデータがある箇所を選ぶと、デ 

ータは上書きされます。 

❸データがセーブされると、メイン画面に戻ります。 

ゲームを終了する 

ゲームを終了します。 

❶機能コマンドの < 終了 >を選んで決定します。 

❷確認のメッセージが表示されます。「実行」をクリックするか、選んで決定 

するとゲームが終了します。 
•クローズボックスでゲームを強制的に終了することができます。この場合、ゲームのデータはセーブさ 

れませんので、ご注意ください。 

セ—ブ•終了•口—ドの手順 〇 

ダダプレイ編 

##?届ページ• 
ゲームのインストールP.4 _する前のISS P.6 

ゲームP.8 ゲームの*運！)/メニューP.9 黼gコマンドP.13 
-• 

CT^ゲームを再開する（呼出）4—〇 

セーブしたデータを呼び出し（ロードし)、前回の続きからゲームを始めます。 

0メニューで「これまでの物語を続ける」を選んで決定するか、 機能コマンド 

の<呼出>を選びます。セーブデータの一覧が表示されます。 

❷呼び出すデータを選びます。ディスク入れ替えのメッセージが表示された場 

合は、CI>ROMドライブに指示されたディスクをセットします。正しいディス 

クをセットすると、呼び出したデータの続きからゲームが始まります。 

~ 〇—^ ディスクを入れ替える ~ 

ゲームの途中で内容が次のディスクに移る場合は、ディスクを入れ替えます。 

❶ディスクの内容が終了すると、セーブをするかどうかメッセージが表示され 

ます。セーブする場合は、「ゲームを記録する（セーブ)」の手順で行います。i 

セーブしない場合は、❷に進みます。 ^ 

❷「引き続きゲームをプレイしますか？」と表示されます。[YES]を選ぶと、T 

ディスク入れ替えのメッセージが表示されます。 〒 
• [N0]を選ぶと、ゲームを終了します。ご注意ください。 ド 

❸CI>ROMドライブに指示されたディスクをセットします。正しいディスクを| 

セットすると、前のディスクの続きからゲームが始まります。 



トラブルと思う前に 

「トラブルかな？」と思われるような症状が発生した場合は、下記の項目をチ 

エックしてください。どの症状にも該当しない、または症状が解消されない場 

合は、お手数ですが、当社ユーザーサポート係までお問い合わせください。 

Iハードディスクにコピーできない 

□ハードディスクに十分な空き容量(P.4)があるか確認してください。ハード 

ディスクの空き容量が不足していると、正常にインストールできなかったり、 

動作不良の原因になることがあります。 

CD-ROMをセットしても「『七つの秘館』のC Dをセットしてからゲームを起動し 
てください。」と表示される_ 

□本製品は、アップルコンピュータ社純正以外のCD-ROMドライブには対応し 

ておりません。本書またはノ《ッケージの裏面の動作環境を確認してください。 

ゲームを起動しようとすると、「“QuickTimeLib”が見つからなかったので、アプ 
リケーシヨン“七つの秘館”は開くことができませんでした。」と表示される 

□ [QuickTime™]などが「機能拡張」内に正しくインストールされているか確 

認してください。Power Macintoshでの本製品の動作には、「機能拡張」内に 

「QuickTime™」および「QuickTimeTMPowerPlug」が必要です0 

症状3 

症状2 

トラブルと思う前に ❹ 

? ? ?トラブル編 

•#照べージ參 
Srf馈竟P.3 インストールに必要なものP.4 

サウンド環^の設定R6 ユーザーサボーHi P.19 

症状4 メモリ不足が表示される、または「タイプく〇〇〉のエラーが発生しました。」と表 
示されて終了する 

□本製品の動作には、システムで使用する以外に空きメモリが6MB以上必要で 

to「タイプ〈〇〇〉のエラー」と表示される場合は、通常はMacintoshを再起 

動することで解決します。症状が再発する場合は、基本システム（漢字Talk7.1 

以降）に標準装備されている以外のユーティリティーを外し、再起動してみて 

ください。 

症状5 ゲーム画面全体がディスプレイの画面に収まりきらない 

□本製品の動作には、13インチ以上の32,000色かつ640X480ピクセル表示可能 

なカラーディスプレイが必要です。 

症状6 BGMなどの音声が出ない 

•内蔵CD-ROMドラィブをご使用の場合- 

口「コントロールパネル」の「サウンド」または「モニタ&サウンド」にある「(スピ 

一力の）音量」の設定を確認してください（P.6)。 

口音量が小さくなっていないか確認してください。BGMの音量は、「アップルメ 

ニュー」の「Apple CDオーディオプレーヤ」または「CD Remote」のボリュ 

一厶設定に依存します。「Apple CDオーディオプレーヤ」または「CD Remote」 

のボリュームを調整して、音量を設定してください。 



離^付けCD-ROMドライブをご使用の場合 

□ CD-ROMドライブのPHONE端子またはLINE-OUT端子に、外部スピーカー 

またはヘッドフォンを接続してください（P.7)。 

症状7 画面がフリーズ（ハングアップ）してしまう 

□ Macintoshを長時間使用すると、アプリケーションの動作が遅くなったり、ア 

イコン類が正常に表示されないことがあります。数力月に一度、デスクトップ 

を再構成してください。くわしくは、Macintosh本体に付属のマニュアルをご 

覧ください。 

□ファイルの中身が壊れていたり、バンドルビットの不正などがある場合は、シ 
ステムエラーが発生することがあります。市販のディスク診断.修復ソフト 

で、ハードディスクを診断してみることをおすすめします。 

□キーボードやマウスのADBケーブルや、Apple TalkのLocal Talkケーブルがゆる 

んでいると、フリーズする場合があります。Macintosh本体の電源を切ってか 

らケーブルの接続を確認してください。 

□「機能拡張」または「コントロールパネル」の常駐ユーティリティーが干渉し 

て、ソフトの動作に影響することがあります。基本システム（漢字Talk7.1以 

降）に標準装備されている以外のユーテイリティーを外し、再起動してみてく 

ださい。 

? ? ?トラブル編 

ユ—ザーサポート 

お買Iゝ上げtゝただtゝた製品が起動しなtゝ場合や、何回か遊んだだけでゲームができ 
なくなってしまった場合などは、 
〇保証書 
❷サポートシート（次ページにあります。ご記入願います） 

を当社『七っの秘館』for Macintoshューザーサポート係宛にお送りください。故障内 
容を調査の上、次のように処理させていただきます。 

1.製造段階での問題など、当社の貴に帰すべき事由による動作不良の場合は、当 
社が責任を持って対処いたします。 

2•お客様の不注意によるCD-ROMの破損や、機器に原因のある故障など、当社の 
貴によらない事由での動作不良の場合は、当社ではサボートいたしかねます。 
ご了承ください。 

3. お買t僴違tゝによる交換は、一切いたしておりません。 
4. 複製品、および中古販売品にっいては一切サポートいたしません。 
籲不良品の検査には多少時間がかかる場合があります。故障内容をお書き添えいた 
だけない場合は、症状の判定に時間がかかり、処理が遅れることがあります。 

♦万一の郵便事故による紛失などにっいては、当社では保証いたしかねます。 

ぁて先：〒223横浜市街tESim-23-3街C会社光栄 

『七つの秘館』for Macintoshユーザーサポート係 

お問い甜せ：■舌045 (561) 6861 

月〜金(祝日を除く）午前10:00〜12:00午後1:〇〇〜5:00 

新製品のご案内：霞舌045 (561)1100 (パソコンゲーム専用） 
※内容に関するこ'質問は、誠に勝手ながらお受けいたしかねますので、なにとぞご了承くださ“ 

ユ—ザ—サボ—卜 



トシー 籲切り取らずにコピーしてご使用ください。 

•m 參お電話番号 

• t使用(7)環境... 

パソコン本体►(機種名： ) 

0S ►(バージョン： ) 

ディスプレイが (メーカー/機種名： ） 

ユーザーズメモリ►(容量： ）MB 

CD-ROMドライブ► □内蔵□外付け 

(メーカー/機種名： ) 

増設メモリボード►□なし□あり 

(メーカー/機種名： ） 

増設ハードディスク►□なし□あり 

(メーカー/機種名： ） 

周辺機器►□なし□あり 

(メーカー/機種名： ） 
•その他、機能拡張フォルダ、またはコントロールパネルフォルダに常駐している機能拡張ユーティリティー（基本シス 

テムには付属していないもの）があれば、すべてお書きください。 

♦故陣内容（なるべく具体的にお書きください) 

©1996 KOEI CO..LTD. I"七つの秘館』for Macintoshスタートアップマニュアル 


