






あかすきん～きしんどう

あ～お
赤ずきんチャチャ～お騒が

せ:パニッタレ,ス～
7.800円偶1)/NECホ ームエレクトロ :

ニクス/CD/.96。 10◆25/その他・

…ボードゲニム            =
同名の人気アニメをグーム化。多人数

で遊べるすころく風のグームをプレイし

ながら、テレビアニメの1話から大魔王

を倒すまでのエビソードも同時に楽しめ

る.ゲーム中にはRPCのような戦闘シ

ーンもあつて、なんとレベルアップの要

素まで存在している.フアン必見の描き :

下ろしアニメも満載。

田
○ ・̈0¨‐O ・̈0¨‐0¨‐0¨‐③ ・̈

アニメフリータFX V●:.1

60800円偶1)/NECホ ニムエレクトロ

ニクス/CD/.95。 8.12/その他・ア

ニメ情報メディア
・アニメ情報を満載した新感覚の情報ソ

フト。今回は人気アニメ「赤ずきんチャ

チャ」を大特集。また、声優の氷上恭子

へのインタビユーのほか、このソフトで

しか見らねない完全オリジナルのアニメ

「プライベー トアイドル」も収録されて

いる。

回
04。203。 603.403.6③3.304.0022.1

アニメフリ‐クFX Vol.2
60800円偶り)/NECホームエレクトロ

ニクス/CD/.95。 12.22/その他・

アニメ情報メディア

アニメ「ブルーシード」を大特集。ア

イドルフリークのコーナーでも、ブルー

シードのヒロイン紅葉とのデートが楽し

めてしまう。また、ヴォイスフリークで

は桜丼智が登場。コンサートやアフレコ、

インタビユーシーンなどで彼女の素顔に

追る。

呻
(D4。 203。 703。 303。 6GD3。 2(D3。 7(D21。 0

"ロルフィーが恥すかしがる あらかじめ

マウスを接続しておいてソフトを起動

し、メニi―画面のロリレフィーの太も

もか顔のあたりをクリックすると、恥

ずかしがつているロルフィーの声を聞

くことができる。

アニメフリークFX Vol.3
60800円傷り/NECホームエレクトロ

ニクス/CD/.96。 4。5/その他 eァニ

メ情報メディア

人気アニメの情報を満載したソフトの

第3弾。今回は「天地無用!Jを大特集。

テレビ版の総集編といつた内容になつて

いるのでフアンは注目。連載OVA「プ

ライベニト・アイ・ドル」は今回が感動

の最終回。カラオケフリークでは、人気

の「エヴアングリオン」の主題歌が歌え

ちゃうのだ。

回
α。103.403.203.6③ 2。 003.6020。 7 1

囲
ロルフイースタンプ メインメニューで :

フリークスニユースのUsers voiceを
:

選ぶ。ここで、Oを押し続けると、ロ

ルフィーのスタンプ風マークが見らね

る。このマークはベージが切り替わる

たびにデザインが代わり,全部で4種

類ある。

データが見られる ミニゲーム「潤子ち
`

やんのハートをさがせ !Jをブレイす

る。そしてゲームオーパーになり、そ

の画面で①を押す。すると、ミニゲー

ムの今までのプレイデータを見られる。

アニメフリータFX Vol.4
6.800円Gl)/NECホームエレクトロ

ニクス/CD/'97。 2。28/その他・ア

ニメ情報メディア   :
アニメフアンのための情報ソフト第4

弾。OVAの「シヤーマニックプリンセ

ス」、「魔法使い丁ai!J、 「メイズ爆熱時

空」、「スレイヤーズ」すべしゃるの4本

の名場面などを詳しく紹介している。

□
Og.904。 003.304。 004.104.2③ 23。5

アンジエリータSpeclal
フ.800円偶り/NECホームエレクトロ

ニクス/CD/´ 95。 12.22/シミュレ

ーション

スーパーフアミコンからの移植。キヤ

ラがしゃべるようになつたり、イベント

の演出が強化されたりと、さまざまな部

分がパワニアップさねている。本来は惑

星の育成が目的だが、プレイヤ=によつ

ては恋愛を目的にしてゲームを進めるこ

ともできる。

口
α 。203。603.503.5③ 3。 703。 7③2262

"相性占い ゲームを進めて土の曜日にな

つたら、占いの館へ行く.すると、休

みのはずなのに、なぜか中に入ること

ができる。ここでは占い師のサラが、

星座と血液型で判断する、相性占いを

してくれる。

アンジエリ島夕Specia12
7.800円嘱1)/NECホ ームエレクトロ

ニクス/CD/`96.12.6/シミュレー

ション

女の子たちに大人気の育成ゲームの第

2弾。前作に引き続いて登場する守護聖

に加え、かつこいい新キヤラがたくさん

登場する。もちろん、アニメーションも

盛りだくさん。

回
03。904。 003。304.O③ 4。104.2023。 5

赫       :
フ.800円偶り)/NECホームエレクトロ

ニクス/CD/196。 5ら31/アクション

同名のオリジナルビデオアニメが原作

で、『卒業』シリーズの1つてもある。

グームは、斜め見下ろしの移動画面を中

心に展開。アクシヨン性の高いパズルの

ようなゲームを解きながら物語を進行さ

せていって、ゲーム中にイベントが発生

するとアドベンチャーモードに切り替わ

る。   ・            :
回
(D4。 303.503.303。 4(D3。 6()3。 6()21。8

四
おまけモード まず、ゲームを一度クリ

アする.次に、エンディングがすべて

終わつたらリセットをして、再びゲー

ムを始めよう.すると、タイトル画面

のLOADの下に、おまけモードの項目

が追加されている。ここでは、ゲーム

に使われたグラフィックの原画を見る

ことができる。

か～こ
鬼神重子ZENKI FXヴァ

ジュラフアイト
80800円 tBり)/八 ドソン/CD/'95.
12.22/アクション

人気アニメをオリジナルストーリーで

ゲーム化.ステージ間に明確な区切りが

なく、スタートすると最終ボスまでノン

ストップでゲームが展開する。ブレイヤ

ーは、遠距離攻撃が得意な小明と接近戦

が得意な前鬼の2人のキャラを選べる。

園
03。903。 603=1罐D3.303.603。 3③20。 8

四
好きな車からスタート タイトル画面で、

O、 O、 ①、①の順に押す。ここで画

面が一瞬光ねば成功。そのあとLOAD
を選ぶと、すべての車の名前が表示さ

ねる。ここで、方向キーの上下で章を

選んでスタートを押せば好きな章から

始めることができる。

クレジットが最高 まず、4章の「幽霊

列車」までゲームを進める。そしてこ

の章をクリアすると、列車の中からカ

エルのような敵が落ちてくる。ここで、

その敵を3回踏むと八―卜が出現する。

このアイテムを取ると残リクレジット

が1増える。さらに、このあとも羅頭

518



きゃんきゃ～こくうひょ

◆鬼神童子ZENK: FX

必殺技一覧

ボタン 童子ゼンキ 鬼神前鬼

① 滑り込み足払い 前転

・0 回転かかと落とし (ジ)脳天割り

lo アシパー 膝蹴り

注 :(ジ )は ジャンプ中に入力することを表す

狼を30回路むことに八―卜が出現す

るので、これを繰り返せば時間はかか
iるがクレジットを最大にできる.

楽々必殺技 lP、 2Pどちら側でもいい

から、パッドを接続して「MODEl」
をBタイプに切り替える.するとも①ヽ

①ご①のいずれかを押すだけで必殺技

を出す子とができるも使みる技は上の

1ヽ表のとおり。        ・

おまl■tニド ます、どのレベルでもい
いのでゲームをクリアして、三度電源

を切る。次に2P側にもコントローラ

を接続して、2P側の①、①、①を同

時に押しながらゲームを起動させる。
・

すると、おまけモードになり、上下で

項目を選び①を押すとゲームの音声な

どを聞くことができる。

関西弁のナレーシヨン まず、2P側にも

コントローラを接続する。次にタイト

ル画面で、カーソルをSTARTに合わ

せてから、2P側の①、①、①を同時

に押す。すると、オープニングデモの

ナレーションがすべて関西弁になつて

しまう.       =
エンディングの出を聴く まず、どのモ
ードでもいいからゲームをクリアする.

次にタイトル画面でOPT10Nを選び

BGMにカーソルを合わせる。すると、

エンディングの歌を選んで聴くことが

できる。

歌目が表示される ゲームを起動させた

あとのデモ画面でもセレクトを押しな

がら①を押す。すると、画面に歌詞が

表示さ机る。同じコマンドを入力すれ

ば、もとに戻る。

受け身ができる ゲーム中、敵に投げ飛

ばされたら、下と①を同時に押す。す

ると、キャラが受け身を取つて、受け

るダメ■ジが少なくなる.

エンディングが変わる レベルをHARD
・にしてゲームをクリアすると、通常の 1

1エンディングとは違う。テレビアニメ「

版と同じエンディングを見ることがで
'

きる。             i  :
きゃんきゃんバ

=―
エタスト・

ラDX          :
8.800円鰐J)/カ タテルソフト/CD/:
・96.9。 27/ア ドベンチャー     .
人気の 18禁ゲームをパソコンから移

植.総勢9人美少女が登場する。会話で :

女の子の気持ちを揺さぶりながらストー 1

リーを進行させていき、最終的には彼女 :

の八―卜をがつちりつかんで親密な関係

になることを目指す.パソコン版よりも

美しくなつたグラフィックがウリだ。 '

回
e ・̈o`ご‐o¨ _〇■‐⑬ ‐̈0・…・① ・̈

キューティーハニーFX I
8。800円偶1)/NECホ =ムエレクトロ

ニクス/CD/95。 11。 10/ア ドベン

チャー

永丼豪原作のアニメをゲーム化.ブレ :

イヤーは私立探偵となり、失踪事件を解 :

決するためにアウストラルアイランドに
1

乗り込む。ストーリー展開で、八ニニと

美紅のどちらかがパートナーとなる。戦・

闘シーンはボタンの連打が勝利の決め手

となる。

中
03.903。 303.103。 203.303.3020。 1

銀河お攘様伝説ユナFX～
悲しみのセイレーン～
80800円 Gl)/八 ドソン/CD/。 96。 3.

8/ア ドベンチャー

PCエンジンで好評だつたシリーズの

続編.システムが大幅にパワーアップし

ている。アドベンチャーモードやバトル

モードは、FXの動画再生機能を駆使し

たなめらかなアニメで構成されている.‐

数種類のミニゲームもある。 :。 :   :
園
04。703.703。 203.6③ 3.603.6③ 22。 3:

囲
スピードアタックで楽勝 スピードアタ

ックのタイトル回口で、セレクト、①、

①、を押したまま、①を押してグーム
_を始める.そのままボタンを押し続け

ていると、カードが数字の小さしヽ煩に

配られる.

神経漂弱で楽勝 神経衰弱の先攻後攻を

決める国口で、左、セレクト、①t ①、
.

0を同時に押し続ける。すると、■番 :

左上のテレビ電話から横1列に、正解
のペアが並んだ状態になる.     i

プロマイドバズルで楽勝 プロマイドバ

ズルを難易度EASYかNORMALで始 :

めて、残り時間が3分以上で、さらに
:

中央の下絵の部分にピースが1枚も置
:

いていない状態のとき、上、セレクト、

①を同時に押す。すると、ビースが勝 :

手に動いて、残り1ピースの状態にな
る.                :

スニバ…ユナ砲 ユナ命中ゲームで、お :

にぎりを4つ以上持つた状態のとき、

①と①を押し続けて、パワーをMAX
までためる.そして、ユーリィが4回

転したときにボタンを同時に放すと、
ユナが一直線に飛ぶ。

無敵 ます、デメキン号危機―髪をプレ

イ中に、いつでもいいからポーズをか

ける。次に、セレクト、上、下、右、

左、①t ①、ランの順に押す.すると、

自機が無敵になる。ただしt同じコマ

ン・ドをもう一度入力すると自爆してし
まう。  ́  、11「 ` :_ ・11‐

超ハードモニド まず、QU!Z銀嬢伝で

超級を選べる状態にしておく、そのあ

と、デメキン号危機―髪が遊べるよう
になつたら、イージーモードを選んで

ゲームを始める.そして、ミニゲーム

のタイトル画面で、上、①、①、①を

同時に押すと、超八―ドモードでプレ

イできる。

パーツが動く プロマイドバズルをブレ

イ中に、下、セレクト、①を同時に押

そう。すると、パズルのビースの絵が 、

アニメーションするL  I

ニルゲンツ
7.800円Glj)/NECホ ームエレクトロ
ニクス/CD/'96。 6.28/ア ドベンチ

ヤー

アドベンチャーゲームとアクション性

のある空戦シーンが楽しめるゲーム.ゲ
ームは時間の概念あるアドベンチャニシ
ーンを中心に展開していき、イベントの

ような形でフライトシミュレータニ風の

戦闘シーンに突入する.さらに、RPC
的な要素も持ち合わせている。

園
α 。403。 703。 803.4③ 4。 004。 O③23。3

回
ワッツのスペシャルイベント 5章で現・

在時刻が「6/714:30」 のときに機

内移動マップから「機外」を選択する

とワッツのスペシヤルイベントが発生

する。

アイルのスペシャルイベント 6章で現

在時刻が「5/1616:45」 のときに発
生するフリー移動から「話す :アイ′切
を実行したあと、「話す・ピエラJを2
回実行するとアイルのスペシャルイベ

ラ7〕常贅薫フ甜:ル夫」:=:″,あ |
:スペシャルイベン:卜は全部で4つあり、 1

それぞれの条件を満たすと発生する。

条件は以下のとおり。1つ目は、2章
で現在時刻が「5/1118:00」 から

「5/1118:45」 のあいだに初めてサ

ブプリッジヘ行く。2づ日は、2車の

ラインのスペシャルイベントが発生し

たあと、3章の現在時刻「5/16
09:00」 までゲ=ムを進める。3つ目

はt_6章で現在時刻が「5/29109:00」
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こんべきの～そつぎよう

から「5/2911:15」 のあいだに初め

て母艦へ行く。4つ目はs2章でライ

ンのスペシヤリレイベントを発生させた

あと、10章までゲームを進め、現在時

刻が「6/1119:45」 から「6ノ 11

23:響」のoいだに初めてサブプリッ
ジヘ行く。        '

ビエラのスペシヤルイベント ピエラの

スペシャルイベントは全部で3つあり:

それぞれの条件を満たすと発生する。

1 条件は以下のとおり.1つ目は12章
.で現在時刻が「5/1415:00」 から

「5ノ 1416:30」 のあいだに初めて格

納庫へ行く。2つ日は、5章で現在時

刻が「5/2209:00Jから「5/22

112:00」 |のoいだに初めて格納庫へ行
: く.3つ目は、2章か5章でビエラのス

ペシャルイベントを発生させてから、

10章までゲームを進め、現在時刻が

「6ノ 141300」 から「6ノ 1416:45」

のあいだに初めて格納庫へ行く.

教授のスペシャルイベント 9章で、現

在時刻が「 6ノ0706:00」 から

「6ノ0707:30Jの あいだに初めて格

麟庫へ行くと、
｀
教授のスがシヤルイベ

ントが発生する。またイベント終了後、

「6/0714:30」 までに医務室へ行く

と、2つ目の教授のスペシヤルイベン

トが発生する。さらに、2つの教授の

スペシャルイベントを見ていれば、

「6ノ0714:30」 になると、強制的に

3つ日の教授のイベントが発生する。

「組目の艦隊

8.800円偶1)/NECホ ームエレクトロ

ニクス/CD/095.3。31/シミュレー

ション

アニメにもなつたペストセラー小説を

ゲーム化した艦隊シミュレーション。同

名のパソコンソフトからの移植版だが、

ビジュアルなどが大幅に強化され、イベ

ントシーンはアニメーションで展開さね

るようになうたふ戦闘はリアルタイムで
:進行していく。

1田
03.503.502。 903。 o③3.303.4019.5

1111illllllllll i                     t

グラフオック操作 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イックが表示

■発募3'誕2[凛鍵言驚
|:になる。

・

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b替わり、善楽演奏の項目が

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聴く

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、①で演奏停止

ができる。

さ,そ
上海 万里の長城

6.800円偶1)/NECホ ームエレクトロ

ニクス/CD/'96。 3.15/パズル ・
ピラミッドのように積み上げらねた麻

雀牌を、同じ絵柄の牌同士取り除いて減

ちしてしヽくパズルゲ■ム。壼人で対戦で
きるモードのほかに、万里の長城にそつ

て勝ち抜き戦を行つていくモー ドがあ :

る.  ・        ｀

回
()2.803.202。 803。 3(D3.502。8018。5

スー″卜 Jlワーリーグ
8.800円 傷り)/八 ドソン/CD/.96.4。

26/スポーツ・野球

PCエンジンの定番野球ゲニムのCD
版。最大の特徴は、プロ野球ニユースな

どでおなじみのフジテレビの福丼謙ニア

ナと八木亜希子アナが登場して試合の結

果をニュース風に報告してくねること。

ペナントモードのほかに、オリジナル選

手を育て上げるモードや練習モードもあ

る。

岬
()3。 503。 302。 903。 3(D3。 503。 0()19。 5

X― JS―リア ル 麻 雀 PV FX

ア.800円側)/ナ グザット/CD/。 96。

3。29/アダルト・麻雀

業務用からの移植。3人の女子高生を

相手に2人打ち麻雀で対局。ブレイヤニ

が勝てば、お楽しみの脱衣シーンを見る

ことができる。アレンジ移植さねたPC
エンジン版と違つて業務用のビジユアル

を完全収録している。

回
04.403。 303.003。 503.702。 8③20。8

囲
スタッフ白―ルが変化 まず、オプシヨ

ンでゲームレベルを8に設定する。次

にtオブシヨンのスタッフロールの項

目を選択すると、通常とは違うスタッ

フロァルが見られる。

ビジュアルセレクト 相性占いのタイト

ル画面で「ボタンを押してねつ」と表

示されたら、右下を押しながら、⑭、

O、 ①の順に押す。すると、ビジュア

ルセレクト画面になる。ここでは左右

でキャラとシーンを選び、「みる」に力

…ソリレを合わせて①を押せばアニメが

見られる.

カーソルが変化 まず、アーケードモー

ドをブレイ中にシステムウインドウを

開く。ここで、セレクトを押すたびに、

ウインドウのカーソルがさまざまなキ

ャラに変化する。

r― i可能に FX版オサジナルのタイ
トリ厠 で、①、①、①、①、

｀
③、l①、

①の順に、タタン、タン、タン、トン、 1
タン、トンというリズムで入力する6

・
成功すると効果彗が鳴り、ゲーム中に

,打観
藻

そう。   .    :ヽ
ロゴとタイトルの声が変わる ゲ■ムを
i::起動するときにl①を押し続けたまま :・

起動すると、ナグザットロゴとタイド
ルの声が、藤原綾の声になるぎ

「ナグザットJと声が出る あらかじめマ

ウスを接続して起動し、タイトル画面

の(C)naXatsoft部 分をクリックする

と、け グザット」という声が聞ける。

全日本女子プロレス.クイ冒

ンオブクイァンズ
90800円(別)/NECホ=ムエレクトロ ‐

ニクス/CD/195。 3.24/スポ■ツ◆

プロレス

人気の全日本女子プロレスの選手たち

が登場する、実写動画をフルに活用した ・`

プロレスゲーム。戦う選手たちを正面か

らとらえ、問合いに応じてコマンドを入

力するシステムをとつていて、技が入れ

ば画面が切り替わる。

田
03。303。 203.102.803.103.4019。 0

卒業E FX
8。800円偶り)/NECホ■ムエレクトロ

ニクス/CD/。 94。 12.23/シミユレ

ーション

パソコンの超人気ソフトを移植した育

成シミュレーション。フレイヤーは女子

高の教師となり問題児である5人の生徒

を無事に卒業させなくてはならない。

FX版ではその機能をフルに活用したア

ニメーションが展開き檎ると ~.I=
|:1::II言言I:言i1                                         1   1

04:604。 303。 603.804.003.7③ 2a0

四      ll‐

全バラメータ表示 個人情報を見たい生

、徒にカーソルを合わせて、パツドのモ
ニド1が Bの状態でランを押しながら1

を押すと、その生徒の全バラメータを

見らrlる。ただし、ノヽグることもある

ので、試すまえにセープしておくこと。

病気が治らない 個人画談で体力を無め

続けて体力のパラメータを10以下に

げヽる:ここですぐに病気の表示が出
ると休み続けることになり、退学かそ

のまま卒業になつてしまう6

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ずなのに、校

長が「リバーヒルソフト」と言う。
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ち―むいの～どうきゅう

TEAM INNOCENT
9。800円側 )/NECホームエレクトロ

ニクス/CD/94.12.23/ア ドベン

チャー

スプライト表示さねたキヤラを自分の

分身のように動かして、シナリオをクリ

アしていくアドベンチャニ。遠い未来の

宇自を舞台に「イノセント」`に属する3
人の女の子がそれぞれ持つている特殊能

力を武器に活躍していくお    i

-1
041304。 t03603。 4③o。 904。 2023.5

チツプちやんキィニツタ:

7。800円偶り)/NECホームエレクトロ

ニクス/CD/96。 9。 13/ア クション

1画面の固定画面の中で主人公チップ

ちゃんを操り、散が気絶したところをキ

ックで蹴散らすゲ‐ム.‐ 1ステージ体複

数のラウンドで構成されていて、先のラ

ウンドに進むほど画面の構成が複雑にな

り、頭脳とテクニックの両方が必要にな

る。ステージの最後にはボスも登場する.

園     : :
0 ・̈〇̈ ,0¨‐0,‐・①■T② ‐̈③̈・

デアラングリッサ‐FX
ア.800円側 )/旺Cホームエレクトロ

ニクス/CD/。96.4.26/シ ミュレー

ション

メガドライブ、スーパファミコンで好

評を得た人気作品を、FXならではの美

麗ビジュアメレを満載してパワーアップ移

植。シナリオが分岐したり、コンピュニ

タの思考処理が高速化されていたりとい

つた豪華な作りになつている。一流声優

による音声も追加されている。

□
()4.604。 204。 003。 904。 403.7024。 8

囲
隠しシナリオ ー度ゲームをクリアして
エンディングが終わつたら、セレクト

を押しながらランを押してリセットす

る.次に、タイトル回口で「スタート」

にカーソルを合わせて、O、 ①、O、

①、左、右.①の順に押す.すると、
隠しシナリオが始まる.

隠しショッフ アイテム装備で購入にカ
ーソルを合わせて、上、左、右、下、

右、右、①の順に押すと、隠しショッ

プヘ行ける。同様に、左、上、下、右、

左、セレクト、右、上、左、下、右、
セレクト、①の順に押すと超隠しショ
ップに行ける。ここでは貴重なアイテ
ムが多数売られている.

隠しオブション タイトル画面で□―ド

を選び、いずれかのセープデータにカ

ーソルを合わせて、上、下、上、下、

左、右こセレクトt①の順に押す.す
ると、隠しオプションが出現し、BCM、

効果音、ムービーのテストができる.

ビジュアルセレクト タイトル画面でロ

ードを選び、上、下、上、下、左、右、

セレクト、①の順に入力する.すると、
今までに見たビジユアルが見られるモ
ードになる。

シナリオセレクト タイトル画面でロー

ドを選び、右、下、上、左、O、 O、

①、セレクト、①、①の順に押す.す
ると、すべてのシナリオをセレクトで
きるようになる。       ′

アイテム増殖法 キャラメイクで、すべ
ての質問を答え終え:ルシリスの「よ
ろしいですか?」 の質問にいいえと答
えると、さっき手に入れたアイテムを

持つたまま、キャラメイタをやり直す
ことになる。これをくり返せば、最初

からアイテムをたくさん持つた状態で、

グニムを始めることができる.

天外魔境 電脳縮操格闘伝
8.800円 傷1)/八 ドソン/CD/95。7。

28/格闘アクション

人気RPG『天外魔境』のキャラが 1対

1で戦う.ゲームシステムは、日じFX本

体と同時に発売された『バ トルヒートJ

のシステムを採用。必殺技などの全ての

行動が、美しいアニメーションで表現さ

れている。

田
04。603。 203.503。 903。 804。 O①22◆9

四    |
操作がオートになる 練習試合か紅自試
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トを押すと。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
ートになる。    :

隠し技 技ポイントがフルのときに、右

下の表のコマンドを入力すると、そね

ぞれのキャラの隠された技を出せる。

天地無用:題皇鬼Ⅸ ´

80800円 (別)/NECイ ンタ■チャネ

ル/CD/。96。 7。 12/ア ドベンチ予―

パソコンやPCエンジンでも好評だつ

た、人気アニメのゲームを移植ぁケーム
は前後半に分かれていて、前半の行動に

よつて後半のシナリオが3種類に分岐す

るシステムになつている.さらに、アニ

メ同様の声優の音声や、、他機種版よりも

美しいビジュアルもファンには見逃せな

い。

EEヨ 匿 冒 ヨ ロ 蒻 :        `

証霧:]ピ:塁意
・
i:璽

夕方に、鷲羽の研究所に行き、砂沙美
に話しかけると『わしゅうちゃんのク

イズでボン!Jをブレイできる.ここ
でクイズを全問正解したあと砂沙美に

話しかけると、鷲羽の隠しグラフィッ

クが見られる.

CGも～ど AかCルートまでゲームを進

めて、自亜の登場デモを見る.そして

彼女の具合を見ないて、露天風呂に向

がう.ことで「ポージ:とする」を選ぶ
とこ夫地め夢の■に津名魅が現れ、プ
レゼントはしヽらないかと聞いてくる。
ここで 日ま、はじ」と答えて、一度セ
ープしてリセ

'卜

する.すると、タイ
トル画面にCGも～どが追加され、今
まで見たCCを自由に見られる.

あらすじが見られる 清音逢遇のタイト
ル画面で、上、①、右、O、 左、①、

下、下、①、上、左の順に押す.する
とtいままでのあらすじを見ることが
できる。

同級生2    1 1
8」圧DttGll)/NEアベニュー/m/
096。

8。9/ア ドベンチャー

パソコンで大ヒツトした美少女ゲーム

を、グラフィックと音声を強化して移植.

PCエンジンで発売された前作では、パ

ソコン版が18禁ソフトだつたため、お

色気シーンをカットしての移植だつた.

しかし、今回はなんと18禁指定入りで
エッチなシーンまで完全移植されてい

る。       1  ‐

園        :
○ ‐̈0"‐0,¨ 0¨‐③ ・̈0¨ :③ ・̈

四
お金が増える 如月町のマップ画面で、

スタジオATARUと テレビ局の中間地

点にある建物のところへ移動する.す
ると、隠しイベントが発生して所持金

が4D00円増える. |
1月8日以降もプレイできる :1月 6日に

桜子と海へ行つたら、「海に入るJを肛
でキャンセルすると、時間が10分進
む。これをくり返すと時間がどんどん

進んでいき、通常ならゲームが終了す

るはすの 1月 8日以降になつてもゲー

ムが続けられるようになる。

た
～

キヤラ名 コマンド

自来也 左+技十回避

卍丸 左+技+術

カプキ 左+技+挑発

絹 左+技十術

綱手 左十技+攻撃

マントー 左+技 +攻撃

猫姫&おタマ 左+技+回避

菊五郎 左+技十挑発

カンピエ 左+技+術

ヨミ 左+技十術

注 ::表中の「+J‖ タンを同時に押すこ
を示す。
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ときめき力巨‖   ス恵
0ロイい漱 トレニトラ■,
シュ | :

18。800円偶り)/ソネット・コンピユ
=

タエンタテイメント/CD/.96.1.
26/テープル|カードグーム
4種類のカードゲームで、5人の女の

子と1対 1で勝負。勝てば、女の子が1

枚EEを脱ぐとしヽう過激なルール。ランダ

ムでゲームが決定されるが、脱衣ビジユ

アルの見れるデートモードと、脱衣はな

いが好きなゲームで勝負できるフリーモ

ードがある。           |
回
03。702.902。 6∈D3。 203。 203:O018。 6

四
グラフィックモード ①、上、セレクト

を押しながらゲームを起動させると、

ゲームに登場する女の子のグラフィッ

クを見ることができる。ここでの操作

は、①を押すと次のページに切り替わ
り、①で前に戻る。

おまけグラフィック ゲームを起動させ

て、SONN=Tの ロゴが表示さねたら、

そのあし`だに①、①t ①、①、O、 ⑪

の順にボタンを押す。入力が成功する・

と、ゲニム中のグラフイックを見られ

るようになる.ここでの操作は、①を

押すと次のページに切り替わり、①で

前に戻る。また、方向キーで画面をス

クロールさせることもできる。

アニメーシヨンモード ①、O、 Oを押
:

しながらゲームを起動させると、グー

ムに登場するすべてのアニメを見るこ
1とができる。ここでは、ランを押すた

びに次のアニメ=ションに切り替わる.

ゲームを選べる ます、①、①t Oを押

しながらグ
=ム

を起動させるo次に

DATE MODEを選んでゲニムを始め

て、誰でもいいから相手を選ぶ.する

と、ゲーム中のカードグァムを、ポー

カ
=、

スピアド、プラックジャツタ、
パパヌキの4種類から選ぶことができ
る.

いきなリエンデイング ①、①、Oを押

しながらゲニムを起動させると、いき

なリエンデイングが始まる。

1ま=,I凛:.

バウングリーゲニト ドータ
ー・オブ・キングダム
7.800円偶り)/NECホームエレクトロ

ニクス/CD/'97.1。 24/RPC
FヽXに は少ない大人の雰囲気の漂うt

本格派の3DタイプのRPC。 町やダンジ

ョンなどはすべて3Dのマップで構成さ
:れている。戦闘シーンは画面を切り替え
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ときめきか～ふ

キャラ名 鶴 コマンド (威力大) コマンド (威力小)

反乱軍
連続技 下、左s下、右+必殺ボタン 上、左、上、右+必殺ボタン

超高速技 左、左、右キ必殺ボタン 右、右十必殺ボタン

帝国軍
連続技 下、右、下、左十必殺ボタン 上、右、上、左+必殺ボタン

超高速技 右、右、左+必殺ボタン 左、左+必殺ボタン

ることなく、スムーズに展開し、アニメ

ーションによる演出もある
`イ

ラストは

フアンタジーやホラー系を得意とする藤

川純―氏を起用。

回
03。904。 003。304.O③ 4。 104.2③ 23.5

バチ夫くんFX幻0■大決 |

戦           |
8。800円偶り)/NECホームエレクトロ

ニクス/CD/'95.9.22/アダルト・
:

:バ
チンコ              :

ほとんどの機種で発売されている、人

気シリーズのFX版。登場人物のアニメ

ーションや、パチンコ台を拡大して見る

ことができるのがFX版の特徴6登場す

る8人のキヤラは、5種類の必殺技を持 `

つていて、玉を数多く出せば大技を使用

できる|           :
剛
()3.803。 603.103。 2(D3.003。 0()19◆6

四 :

バチ夫とシヤリテを使える タイトル画

面でPUSH RUNが表示さねたら、⑩

を押しながらランを押す.そのあと、

フリーバトルでゲームを始めると、ノ《

チ夫とシヤリテを使えるようになる:

スキルポイント増加 タイトル画面でs

Oを押しながらランを押す.そのあと
STOR:ESを選び、誰でもいいのでキ =

ャラを選ぶ.すると、スキルポイント

が9999の状態でゲームを始めること

ができる。

バ‖レヒート
80800円tBll)/NECホ雪ムエレクトロ

ニクス/CD/.94。 12。 23′/格闘アク

ション

アニメーシヨン動画で描かれたキヤラ

で闘う、格闘アクシヨン.ブレイヤ,の
視点が固定されず、攻撃するたびに違う

視点に切り替わるため、従来の対戦型格

闘アクシヨンにはない効果を演出してい

る.

田 ): :
()4.203。 803。 603。 4033804.2③ 23。 0

田
帝国軍キャラが使える オァプニングデ

モ回回中に、①、⑪、①、①:O、 O、

⑪、O、 ランの順に押すと、帝国軍の

キャラを使うことができる。

隠し必殺技 自キヤラの体力が4分の 1

以下の状態のときに、上の表に示した

各キヤラことのコマンドを入力すると

出せる。

パヮ=ド
ニルFX

ア・800円側 )/NECホームエレクトロ

ニクス/CD/.96.2:23/シ ミュレ■

ション       `
女性だけで組織された特殊部隊を指揮

するのが目的。隊員たちは人型兵器パワ

ーローダーに乗り込み、全部で9つある

任務を遂行していく。6人いる隊員たち

はそれぞね能力や特性が違い、役割を考

えながらゲ=ムを進めなくてはならな

い.                   :       i

田     :
04。203。503.403.6③3.9②3.3③22ふ 0

囲
楽々クリア ます|キヤンペァンかシナ

リオのどちらかを選んでゲームを始め

る.次に、自軍のターンになつたら、、

①、O、 Otランを同時に押し続ける。

すると、なぜかその場でミッションク

リアしたことになる。

フアニランドストーリーFX
7.800円側 )/NECホームエレクトロ

ニクス/CD/.96。 10。25/シミュレ

ーション・RPC
パソコンなどで人気の面クリアタイフ

のシミュレーシヨング■ムで、パソコン

版の1作目をパワーアップして移植3 FX

版は面をクリアすることに、オリジナJL

のアニメーシヨンが挿入されている。

田
03。0。003。 304。 004。 1()4。2③23。〔

田
ビジュアル再生モード タヽイトル画面で、

O、 O、 Oを押しながら①かランを調

すと、すべてのビジユアルシ=ンを遭

続再生してくれる。        ′

フアイアーウーマン鵬組
7,800円偶1)/NECホ TムエレクトE

ニクス/CD/'96。 12。20/ア ドベじ

チャー

プレイヤーは経組の一員である主人多

となつて、自鷺学国で起こるさまざまた

事件を解決していくふその過程で、女α

子の好感度を上げ、告白されることがE

的となる。

田
00.904。 003。 304。 O③4.lr2D4.2③23。 |

四
パレエ団人部方法 オカルト部の岡田珀

奈と親しい状態で、1月 6日に彼女‖

話しかけ、ドリンク剤を試す.そして

次の日にもう一度会いに行き「黒いノ

リ
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ふしぎのく～るなてしヽっ

―ド」をもらう.すると放課後に「謎

の男たち」が現れ、彼らに勝つとパレ

エ団に入部できるようになる。

不思麟のアルバム入手 新聞部の編集長

に7回話しかけると、膝 思議のアルバ

ム」がもらえる。これは、今まで見た

ことのあるビジユアルを見られる。

不思議の目0アンジエリー

タ
6。800円偶り)/NECホームエレクトロ

ニクス/CD/。 96.10。 11/その他・

ボードゲーム

女の子たちに大人気のアンジェリーク

の世界をすころく仕立てにしたもの。ブ

レイヤーはアンジェリニクとなつて、飛

空都市をサイコロをふつて冒険する。特

定の場所では、パズルグームやクイズな

どの、さまざまなミニゲームを楽しむこ

とができる.

回
03.99。 003.304。 004.104。 2①23。 5

ブルー・ シカゴ・ プルース
80800円偶lj3/NECホ ームエレクトロ

ニクス/CD/196.3。22/ア ドベンチ

ヤー

パソコンや各種コンシユーマ機で発売

されている、JoB.八ロル ドシリーズの 1

作.今までのシリーズ同様の渋い世界観

と、実写取り込みによるグラフィックが

特徴。ブレイヤーは刑事J.B。 八ロルドと

なり、シカゴで起こつた連続殺人事件を

4日間のうちに解決しなければならない。

回
03.703。 803。 403.4(D3。603。 61D21。4

ブルーブレイカー
70800円偶1)/NECホームエレクトロ

ニクス/CD/.96.9。 27/RPC
RPCのストーリァによくありがちな

敵の悪玉を倒すという目的のほかに、自

分の結婚相手を探すという、恋愛シミュ

レーション的な要素も含まれた新感党の

グーム。もちろん、純粋なRPCと して

だけ見ても、イベントの豊富なマルチシ

ナリオのゲームとして十分遊べるのだ。

田
○ ‐̈0¨‐○ ‐̈〇 ‐̈③ ‐̈② 。̈③ ‐̈

囲
宝箱の中身取りたいほうだい シンマ城
へ行くイベント中に、マヤが教えてく

れる隠し通路の宝箱の中身を取つたら、

一度外に出てみよう。そのあともう一

度そこに行くと、宝箱の中身をもう一

度手に入ねることができるぞ。

ポイスパラダイス
8.800円偶り)/NECホームエレクトロ

ニクス/CD/.96.5。 17/ア ドベンチ

ヤー

プレイヤーは事故で故障した宇自船を

修復するために、音声ノυレスというもの

を集める.音声パルスとは実は声優の声

のことで、これを集める過程でさまざま

なイベントに運遇することになる。また、

グーム中で声優のデータベースを作成で

きるのも、このゲームの特徴だ。

回     「

03。703。 603。003。 4①3:104。 1020。0

四
ズベシャル データベースの達成度をす
べて100パーセントにすると、「スペ

シャノb」 `という項目が増えて,ビジュ

アルなどが見られるようになる。

ま～も
麻雀悟空 ス三

6。800円偶1)/NECホ ームエレクトロ

ニクス/CD/195。 3.24/アダルト・

麻雀

随 遊記」の世界をモチーフに、さま

ざまな妖怪を相手に麻雀を打つ。純粋に

ゲームをブレイできるように作られてい

るので、イベントなどはほとんどないが、

強力な思考ルーチンとイカサマのない対

戦で楽しむことができる。

回
03。003。 103。 203.2()3。 102。 9疑)18.4

ミラータJレム

フ.800円偶J)/NECホ ームエレクトロ

ニクス/CD/.96。 3。29/RPC
世界征服をもくろむ邪神率いる魔族と

人間との戦いを背景に、主人公ジェイた

ちの戦いを描く。コマンド入力のタイミ

ングによつてダメージ率が上下する戦闘

シーンや、天候の変化を取り入れるなど

新システムを満載している。

回
()4。 404。 304。 004。 l③4.303。 8③ 25。 0

四
空を歩ける パシフィール神殿から右ヘ

進み、行き止まりになつたら下に進ん

でいくと、パシフィール神殿のマップ

の端に着く。ここから神殿の外へ出よ

うとすると、なぜかフィールドには戻

らず、空の上を歩ける。しかし、しば

らく歩き続けると画面が黒くなり歩け

なくなる。

シャワーをのぞく シンデイかレイラが

仲間のときにラックランドかノースピ

ックの宿屋に泊まると、一定の確率で

彼女たちのシャワーシーンを見られる。

女 神 天 国
=

7.800円偶り)/NECホ=ムエレクトロ

ニクス/CD/'96.7.26/シミュレー

ション

雑誌「電撃PCエンジン」の誌上企画

をゲーム化.PCエンジン版に続いての

シリーズ第2弾となる。今回は、前作の

RPGか らシミュレーションにジャンル

を変更。敵の目的が、世界をポリゴンの

世界に変えてしまうことという、FX以

外のグーム機を風刺したものなのが笑え

る。

呻
04。803。 903。 803`804。 004。 2③24。5

m
スペシャルエンディング グームに登場

する服をすべて集めてゲームをクリア

すると、声優のメッセージつきのエン

ディングが見らねる。

ら～ろ
Last imperial prince
8.800円偶J)/NECホ ームエレクトロ

ニクス/CD/.97。 3。 14/ア クショ

ン・RPG
『ザナドゥ』や『ソーサリアン』など

を世に送り出してきた、木屋善夫がプロ

デュースするアクションRPC。 このグ

ームでは敵との戦闘に力を入れており、

1000体以上のモンスターに1体ずつ、

それぞれの性格づけが行われている。も

ちろん、ストーリーの途中にはアニメー

ションが挿入される。

□
03。904.O03。 304.O① 4。 104。 2③23.5

リターン・ トゥ・ S」―タ
90800円偶り)/NECホームエレクトロ

ニクス/CD/.95。 5。27/ア ドベンチ

ヤー

アドベンチャーの元祖的パソコンソフ

ト『ZORK』 のリメイク。現代のCG技
術を活かした動画が多用されており、音

声も充実している。はげたかの谷という

地上と、ゾークと呼ばねる地下帝国を舞

台にストーリーは進む。

中
()3。 303。 502.7GD3.O03.303。 4(D19。 3

ルナティックドーンFX
8.800円偶1)/NECホ ームエレクトロ

ニクス/CD/'95。 11。24/RPG
パソコン版の1作日と2作目をリニュ

ーアルして移植。膨大な数のパラメータ

と、決まつたストーリーのない自由度の

高さが特徴。戦闘シーンは、地形の変化

がわかるクォータービューで表現さねて

いて、リアルタイムで戦闘が進行する。

呻
(D3。 403.403。 303.5(D3。 803。 9縫)21.4

囲
歳を取らなくなる キャラメイクの誕生
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るなていつ

日設定のとき、ます2月以外の月を選

び、日付を29日、30日 、31・ 日のお

いだに設定する。再び誕生白設定を始

め、2月 を選び日付は決定せずに①で

キヤンセルする。すると、誕生日が暦

に存在しない日になり、歳を取らなく

なる。
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あ―むどえ～あうとらい

あ
アームドF
6.700円 偶1)/パ ツク。イン・ビデ

オ/Hu/90。3.23/シューティング

このグームの特徴はオプションのフォ
`ニメニションチェンジだ。これによつて

前だけでなく、うしろへの多彩な攻撃も

可能になつた。不気味な背景が独特の雰

囲気を作り出している.

田
03。403。003。002。 9C)3.403。 1018。8

"コンティニユー ゲームオーバーの表示

が出ているときに、セレクトボタンを

10回押せばコンティニューできる。コ

ンティニi―は7回まで可能。

R‐TYPEE
4。900円側 )/八 ドソン/Hu/88.3。
25/シューティング

PCエンジン初期の名作.フォースと、

ため撃ちができる波動砲が、当時とても

斬新だつた。2本に分けて発売されたう

ちの前半に当たる。パワーアップはパス

ワードを使用して『 E』 に継続。

回
a。404。304。 303。 904。 504.O③ 25。5

四
クレジット増殖法 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。

2周ロ フル装備の状態で、1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周目の最強パスワード バスワード入

力回口で「CPL‐3590‐CMJと入力す

ると、2周日の最強状態でゲームを始

められる。

タプロックの無駄な抵抗 1面で2匹目

のタブロックを倒さずにポスを倒す:

すると、クリア後の無敵になつた自機

にタプロックが攻撃してくる。

R‐TYPEE
40900円01)/八ドソン/Hu/188。 6.

3/シューティング

業務用の『Π』の移植ではなく、PC
エンジン版『 1』 の後編。『 IJの最後
に表示されるパスワードを入力すること
によつて、パワーアップを持ち越すこと
ができる。

田
04。204.203.503。 403。 603。 7022.6

四
クレジツト増殖法 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。

フォース変換パス 『R‐TYPE I』 をク

リアしたときに出現する『R‐WPEE』
用パスワードの後ろの2文字を上の表
のように変換するとご自分の好きなフ

オースを取りつけられる。

ビットを前後に動かす 画面の一番左端
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.

R‐WPE Complete CD
7。500円偶1)/アイレム/SCD/.91。
12.20/シューティング

自機はフォースと呼ばねるオプション

を装備することができ、ショツトボタン

を押しつばなしにすることで、強力なタ

メ撃ちが可能となつている.また、アイ

テムを取ることにより3種類のレーザー

が装備できる。

園
03。904。 203。 6⑪3。8③ 38603.7③ 22。9

:● PANIC
8。 900円 偶り)/アイ・ジー・エス/
CD/'92.2.21/その他 :クイズ

このグームのメインとなるモードは、

戦闘がクイズで行われるRPG風のモー

ドと、5人同時フレイで遊べるクイズ番

組風のモード.問題数は1万 5千間以上

用意されており、10種類のジャンルに

分かれる。

回
03。602。 903.203.603。 503。 4③20.1

菫・ 1晰日
80900円 (別)/日本コンピュータシス

テム/SCD/.95.2。 24/シューティ

ング

カル ト的な人気を誇つた前作『超兄

貴』。今回はオブションだつたアドンと

サムソンがその肉体美に磨きをかけ、主
人公に抜擢。攻撃のほとんどがコマンド

入力式となり、従来のシューティングと

一線を画した操作感覚となつた。

田
04。 103.803.2GD2.9(D3。 5C)4:1(D21.6

囲
何度でも復活 まず、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2つ目の砂時計の砂が全部

落ちて点減したら、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

場で満タンになりごゲームを続けられ

る。これを繰り返せば何度でも復活で

きる.ただし画面がバグることがある。

怪しい声 自機がすべてやられたあとも

ゲームオーバー画面になつたら、ラン

を1回押すらすると、早送りの変な声

がする。

アヴエンジャー

6。780円 Gl)/日本テレネット/CD/
.90:12。7/シューティング

自機は戦闘ヘリだ。機種を左右に振る

ことで5方向に攻撃が可能で、攻撃方向
を固定することもできる。全5ステージ

の中には2うの作戦を選択できるステー

ジがあり、選択肢によつてその後の展開
が変わつてくる6

園
03。003.903.603.703。 9②3。 8③22.7

`囲

すべての武器が使える タイトル画面で

上、右、下、左、①、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

能になつている。

無敵コマンド タイトル画面で上、右、

下、左、①、上、左、下、右、①l上、

右、下、左、①、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つた上に無

敵状態でブレイできる。

お知らせ タイトル画面でセレクトを押

すと、お知らせが始まる。

アウトライブ
50600円偶1)/サン電子/Hu/89。 3.

17/RPG
このゲームは自機がファイティングワ

ーカーというロボット。メタリックな感

じのトンネル内などで、敵ロボツトたち

との戦いを繰り広げる。攻撃力と防御カ

は別々に成長していく。

回
04。003。 803。 703.903。 903.9023.3

四
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、

いつもよリコミカルなBGMでブレイ

できる。

バスワード入れ換え技 ノt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

ルが30まで上がる。

D:L‐ 1134・‐∞

パスワード AiC EIG K M10

●
フォース 無 1段階 2段階 3段階

周回 l 12 l 12 l 12 1 12
O レーザー 剛 対地 対空
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あうとらん～あすかひゃ

何度もシティに入る まずシティに入る

とき、方向キァ以外のボタンを押しな

がら入る。次にパスワード画面で「し

ない」を選択すると、コクビットの外

は真つ暗になるどここで、上を押すと

「D00R」 の表示が浮かぶ。それを開

けて入ると、再びシテイの入口に入つ

てしまう。パスワ=ド画面で「しなし」

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、あつ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、1ネス

トシティヘのダンジヨンに出る。ネス

トシテンまでミスせずに行き、パニサ

ーカーシステムに負ける.オラフシテ
‐ ィに戻されたところで、アイシスにデ

ュエリングを挑むと、戦つてもいない

のに勝つたことになり、賞金とライト

アーマーを獲得できる。

簡単レベルアッフ アタックレベルを上

げたいときは,一撃で敵を倒せるよう

なエリアで、方向キーの左右どちらか

と、連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

うすれば時間はかかるが、勝手に戦闘

をしてレベルアップしていく.また、

ディフェンスレベルを上げたいときは、

アンチフアイアなどの直接攻撃に関係

ない武器をたくさん買つておく。散と

の戦いでそれらのアイテムを使つてワ

ザと攻撃を受け、その後で敵を倒す。
.すると大量の経験値を得られる。

クレジットを節約する シテイでポイン

トをクレジットに変換したら、ダンジ

ョンに戻つてわざとやらねる。すると、

クレジットを減らさすにエネルギーを

満タンにできる。

「ミュージック3J入手 ノヾスワァド入力

画面で、FW起動コードを「プラウデ

ィスJ、 パスワァドを「ゾバキゴド メ

ケヤリン ラコセセグ ヘナユゴブ

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。するとオブ

ションに「ミュージック3」 を持つて

いて、戦闘中に使用すると普通にゲー

ムをブレイしたのでは聴けない曲を聴

ける。

「プラウンストーンJがオプシヨン パス

ワード入力画面で、FW起動コ=ドを

「クリスタ′bj、 パスワ
=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 フシエテホ マ

ダホダモ ズレバボナ」と入力する。

するとオブシヨンに「ブラウンストー

ン」を持つていて、戦闘中使用すると

ダンジョンの曲がデュエリングの曲に

なる。

アウトラン
フ.200円 Olb/NIЮ アベニュ=/Hu/
。
90。 12.21/スポーツ・レ■ス

業務用の体感ゲームの移植作。フェラ

ーリに似た車を操り、ひたすらゴールを

目指すゲ∵ム.このゲームの魅力は美し

い景色の中を走ることにあるが、PCエ
ンジン版でもみことに再現してある。

回
()3。 903。 503。 303。 6蝙D3。 7()3.2()21。0

mil   :               :
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17し続ける。̀

発車すると同時にギアをH:からLOW
へ、そしてまたHlへとすばやく変える.

タイミングが合うと、ロケットスター

トができる。       :

青いプリンク   :
6.200円 側)/八 ドソン/Hu/'90。 4:

27/アクシヨン

横スクロニル型のアクショングーム。

全体の流ねとしては情報収集をしなが

ら、ノく―テイを組んでクリアしていくと

いうもの。l先頭に選んだキャラによつて、

攻撃方法が変わつてくるのが特徴。

回
()3。 703。303.2()3。203.203。 3019◆9

囲
隠しデモ 電源を入れてからデモを見続

ける。すると3回目のデモ|まストーリ

ー紹介になつている。

百書狼と自審牝鹿 元朝秘史

9。800円偶1)/光栄/SCD/'93。 9。

30/ジミユレーション      =
4つのシナリオがあり、ユーラシア大

陸の統一が最終日標となる。自分の治め

る国で、内政、軍事、外交といつた戦略

を行い、戦争で勝つた国を支配して領土

を広げていく6国王の継承者を作ること

ができるのが特徴。

呻       :
03.503。 703.303.503.70o。 7021。3

悪魔城ドラキユラX血の輸

廻
7.800円偶1)/コナミ/SCD/93。 10
29/アクション

ドラキュラシリーズの10作目にあた

るPCニンジン版。ファミコンから始ま‐

り様々な機種へと展開したこのシリーズ

の集大成とついえる内容だ,PCエンジ
ン版の特徴は、分岐点によリル■卜が分
かれるステージ構成。

国日目 :    :   :
04。504.704.404。 104◆ 5②3.9③26。0

酬
ステージセレクト ネームエントリー画

:

面で名前を「X‐X!V"Q」 と登録する。

次にデニタフアイル画面でステージセ

レクトを選ぶ。すると、まだクリアし

ていなしヽステージも選択できるように

なつている。これで裏ステ=ジ
にも簡

単にいける。

薔告用ミニゲーム 旧システムカードで

ゲームを起動させる。すると『あくま

ぢょおどらきゅらXJI:というタイトル
のミニゲームができる。このステニジ
の終わりに、システムカードのバージ

ョン違いの警告国口が表示される。

マリアの隠し技 マリアでブレイしてい

うときに、上、下、右下、①の順|こす

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

逆になる。

リヒタ‐の隠しアイテムクラッシュ リ`

ヒターでアイテムを持iつてなくて、八
ァトが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。

リヒタァの隠し操作法 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、ムチのリーチが延

びる。また,直立時に①を押しつばな

しで左右移動せずに方向転換が、①を

押しつばなしで方向転換せずに左右移

動ができる。さらに、①ボタンをすば

やく2回入力すると|パク転ジヤンプ

する。

マリアが踊る マリアでプレイし、方向

ギーの上を押し続ける。すると、マリ

アが踊り出す。         ・

カギを使つて? カギを持つているとき

にアイテム攻撃をするとカギを振り回

し、アイテムクラツシユでは、ただ無 :

敵のポーズを取る。どちらの場合も八
―卜を消費しない。

親子ガメが登場 マリアで八―卜が53
個以上あるときに甲羅をかぶ1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 ステムジ0で、デス

が「この次はそうはいかんぞ」といつ

たあと、リ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い6

あすか1200/07キシマJt―

ニングフェスト
9。800円 (別)/NECア ベニユー/
SCD/'95。 7.28/格闘アクシヨン

パソコンからの移植作。お嬢様学校を

舞台に、各クラブ代表の女の子たちが|:

部費獲得のために播闘トーナメントで戦 r

う
`技

と技とがぶつかりあうと、互いの

攻撃が打ち消さねる相殺や、相手の技を

受け止めて反撃する返し技などのシステ

ムが特徴。

呻
04.503。 803.704。 2③4.003.7③ 23。 9

酬
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、
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あつばれげ～あどべんち

使用したキヤラの隠しグラフイックを

見ることができる.   :
・

ア…ケードカァド対応 アーケ■ドカT
ドを接続して電源を入れ、左と①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=ドカァドが接続されて

いれば、対応させるか質問されるので

日ましl」 を選べばアーケードカード対応
1 となり、グ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、VS USERで
ゲームを始める.そして試合中に1お
互いが空中でぶつかるようにジャンフ

して、lP側は上と①を連打し、2P側

は上と①と①を連打する.するとlP
側の攻撃を2P側が防御した状態のま

ま、どんどん上昇して画面から消えて

しまい、最後にはなぜか画面の下から

現れる。           ‐

ハンディキヤツプ VS MODEでゲニム

を始め、キャラ選択画面で、左、右、

下、上と押す.:すると、キヤラの名前

の下にHC(ハンデイキヤッカ 8と表

示される。この数値は左右で変えるこ

とができ、数値が高いほどキヤラの攻

撃力が増す。同じくキヤラ選択回口で、

左、左、右、右、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

1 なる.また、6ボタンパツドを接続し、

キャラ選択画面でノマッドのモードを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

のいずれかを押すと、点減が止まるの

で、HCと Oが両方表示された状態で

止めて、パッドを2ボタンモニドに戻

せば、両方の効果を同時に得ることが

できる。

奈々が金田リ マルチタップを用意して、

2P側にもパッドを接続しておく。次に

VS MODEで 、小和田奈々と山崎電子
r を選び、ゲームを始める.そ して、

奈々が、舞刀着炎陣 。二を出して体が

光つたとき、電子の回転レシープを出

すと奈々が動かなくなる。

デモのキャラが薔わる 通常どおリゲー

ムを起動させ、オープニングデモのあ

とめタィトル画面で:なにも押さすに
1  

約1分待つ。すると、キャラ紹介のあ:

とのタイトル画面で、最初とは違うキ

ャラが表示されている。

体カゲージが変化 試合直前のキャラ紹

介画面になつたら、上下左右のいずれ
: :かの方向を押したまま試合開始を待つ。

すると、体カゲージのパックの模様が

押した方向によつて通常とは違うもの
―に変化する.

あつばれ:ゲニトボニル |:
14.900円 (別)/八 ドソン/Hu/・88.

12。22/スポーツ・グードボール  :
変わり種ゲートボールゲーム。ルール

が分からない人でもプレイできるよう

にも:ルール説明モードが付いているのが

親切.ブレイモードは対コンピュT夕、

対ブレイヤ=の2種類がある。

―

:・ :

04。203.303.603.703.504.2③ 22.5

田
HU‐GEESが出現 レベル4のコンピユ

ータに勝つとHU‐GEESが出現する。

ルーJbmで懇られる ルールの解説を

聞くとご「どれも大切なルールだから…J

といわれる.5回以上聞くと、fもう忘

れちゃつたの…Jといわね、7回以上

聞くと「あのね―!いいかげん、おぼえ

てよ覇 と怒られてしまう。

ポニ」btS・Hえてしまう 対戦ブレイでも

対コンピュータ戦でも構わないから、

第1打を打つて第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

タートセットして打とうとすると、初

めに打つた人のボールは第1ゲートの

ところにある八ズなのに、消えてしま

つている。

ポーズがかかる マルチタップを用意し

て、3P側にもパッドをつないてゲーム

を始める.すると3P側のランで、い

つでもポーズがかけらねるよう1こなる.

デモ国口やルール解説でもポすズがか

けられる。

変な音が疇る レクチャーモードにして、

条件のSETで①番ボールから⑨番ボー

ルまでを同じ場所に重ねる。'さらに⑩

番ヽ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しヽ切り

当てると、「リリリリリ」という音が鳴

る。

アドヴアンストV.0.
8.800円 偶1)/テ イジイエル販売/
SCD/94。 7。22/アクション  1
パソコン版からの移植となる格闘アク

ション。最大の特徴はこ使えるキャラ全

てが女の子ということ。各キャラの服装

と対戦ステージは、実在のフアミリーレ

ストランのものがモデルとなつている。

キャラも3人増え9人に。

田
α 1503。903。 603。603。 003.5022:8

囲        ´

隠しビジュアル ストーリーモードをク

リアしてエンデイングが終わつたら、

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.

敵キャラでブレイ マルチタップを接続

し、2Pに 6ボタンパッドをつなぐ.そ  ‐

|してt電源を入ねtTCLのロゴマーク

が表示されたら、2P側の①と①とO tl
と上を押しながらlP側のランを押す。 .
すると、「VoSoMODE」 で、敵キヤラ

|の曾根崎啓―と曾根崎恵の2人を選ん ・
で使える。必殺技は2人とも同じで、 三

1下の表のとおり。

優書とだけ闘う マルチタップを接続し、

2Pにもパッドをつなぐ。そして、ゲー

ムモードを選択する画面で「NORM"・ _

AL MODEJを選んだら、すぐ2P側の 1｀
・
ランを押し続ける.すると、キャラ選 ,
択画面がまつ黒になるが、・カーソルを

動かすとキヤラが表示され、lP側と

2Prllのキャラを選べる。ここでlP側

のキャラを適当に選び、2P側を優香に ヽ

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なる。

ビジエアルオンリ=モ
‐ド マルチタッ

プを接続し、2Pに 6ボタンパッドをつ

なぐ。そして、電源を入ねてTCLのロ

ゴマークが表示されたら、2P側の①

と①と0と上を押しながらlP側のラ

|ンを押す.そのあと揮鋼ORY MODE」
を選び、rCONT:NU自 を選ぶ。する
と、ビジュアメレシーンだけを見らねる。

アドバンチヤ■アイランド |
a300円 tBll)/八 ドソン/Hu/。91。 4。

19/ア クション

業務用『モンスターランドJの続編。 1
横にスクロールする国口を、剣と魔法を

駆使して進んでいく.前作との違いはキ ・

ャラが人間ではないことと特殊能力が使

えること。              |
口
04:0嵯∋3。603'603.603じ 5()3。 5③21.9

四
復活の薬でライフ満タン フレイヤーの

ライフがなくなつて、復活の薬を使い

ライフが回復しているときに①を連打

する.すると、通常なら八■卜3つ分

しか回復しないライフが:満タンにな '

るふただし、連射スイッチを使うとな

注 :コ マンドは、キャラが右向きのものし左向きなら左右が逆になる。「+」 はボタンを同時に
押すことを表す。

技 名 コマンド

サンダニボルト 下、右下、右、+バンチ

サイコパリア 左、1下、左下、+パンチ

サンダースノ1-ク バンチ連打

サイコスルー 右、左、左下、下、右下、右、+バンチ
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あどべんち～あるなむの

かなか成功しない。・  ・

ヒューマンでブレイ パスワ=:ドを

「MoDE FOR 0000 000」 と効 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、ヒユーマンの

状態でゲ■ムが始まる。ブレイヤーの

ライフゲージは、ハート1つしかない

が最強の伝説の剣を持つている.しか

し、一度ほかのキヤラに変身すると、

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 FPL

AY ttHE ONGA KUN」 と入力してゲ

=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。

アドベンチヤータイズ カプ
ロシワールドハテナの大目
険
6.200円偶1)/ハ ドソン/SCD/'92。 :

6◆ 19/その他・クイズ

『カプコンワールドJと「八テナの大

冒険』の2つの業務用ゲームをカップリ

ングしたもの。2作ともスゴロク形式で

フィ■ルドを進み、止まったマスによつ

: てクイズやイベントなどが発生するよう

・  になつている。

回
3。803.6C13。7003503.o3。 3021。4

フトミツクロポキッドスペシ

:ャ ,レ

: lヽQ7〔DROl1/り l■/HレイてЮ.1。 19/
シューテイング

業務用からの移植だが、ライフ制の採
: 用などのアレンジにより、難易度は低く

抑えられている.各エリアは横スクロー

ルと迷宮、バトルモード、デカキヤラの

エリアに分かれている.

一

口

O103。 500.403。 503。 7②じ.o①21.6

四
破片でライフ回復 りtワーアップクリス

タルを何回も撃つていると(4つの破

片が飛び散る.この破片を取ると、1

つにつきライフゲージが1回復する。

飛び散らない ①、①ボタンの連射スイ

ッチをオンにして、①、①ボタンを押
:ヽ  したままミスする。すると、自機の破

片が飛び散らない。

燿(あねきLli

7。800円 (別)/NECアベニユ‐/
SCD/895。 2。24/アクシヨン

登場キヤラがすべてレデイースという

個性的なアクシヨン。グームの流れは、

キャラ選択後アクシヨンステージを経

て::自分の部屋でボーナスゲームやHP
を回復する。ボーナスゲームの怖い顔グ

ランプリは対戦モードでも楽しめる:

田
i    03。 103◆ 402.702.902.802。 9017。 9

四
所持金が増える ますマルチタップを用

意して、
・
2ptmにもパッドをつないてお

く.そして、タイトル画面で「対戦J

を選んでゲ‐ムを始める。このとき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Jを選び、1通信販売の画面にする。

すると所持金が増えている。対戦を何

回もすることでよりお金を増やすこと

ができる。

HPが減らない ゲームオーバー後にタ

イトル画面に戻つたら、「はじめからJ

を選んでゲームを始める。すると、必

殺技を使つてもHPが減らなくなる。

ギャラリーが消える ます、最終面まで

ゲ=ムを進めて、ポスキャラに負けて

ゲームオーバーにする.次に、「はじめ

から」を選ぶと、最終面からゲームを

再会できる。ここで、再びボスのとこ

ろまで行くと、背景にいた人たちが消

えてしまつている。

アフタ=パ
■ナーE「

7200円 鋤 /NECアベニユ■/Hu/
。
90。9。28/シューテイング

パルカン砲とミサイルで敵機を撃墜す

る3Dシユーテイング:業務用の特徴で

あったローリングもしつかり再現されて

いるのがうれしいふスピ=ド感は業務用

よりある。PCエンジンのハー:ドからす

れば、なかなかの出来といえる。  I
園
03。603。 80■403。 604。003。402■8

四
全面の安全地帯 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=ジをまつた

く受けなしヽ ただし、6、 7面だけは安

全地帯が反対になつているので、自機

を左下に持つていかなければならなしヽ

ザコが一列に出てくる デモ画面が9面

のものになつたら、ゲームを始める.

すると、ザコが画面左から一列になつ

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なくな

る。

アルザデイツク
2.980円 Gll)/ナグザット/CD/'92。

7。 17/シ ユーティング

3種類のアタツクモードと2種類のス

トーリーモードが用意されている。武器

はアイテムによつて変更できる4種類の

メインウエボンと、ゲーム開始前に4種

類から選択できる強力なサブウエボンの

2種類がある。    ` ・
:

回
03Ю3。0。504。l①3。703。10122.6

口 ■ 目
:｀   ‐

:     ∫

縦目面モー ド オプションモ‐ ドで

SCOREを64万、M:Nを 04、 SECを
13、 SOUNDをOEに i設定してE測丁す

ると、ゲーム国回が縦長になる。

スタッフロール オプシヨンモードでSC
OREを 64万、MINを 04、 SECを 13、

SOUNDをOFに設定してE測Tすると、

画面が切り替わつてスタッフロTルが

流れる.ハイスコア画面オプシヨンモ

ードでSCOREを64万、M:Nを 04、

SECを 131 SOUNDを 01か:らODに

設定してEXITすると、ハイスコアが出

たときに出るナンパー1の画面を見ら

ねる。

サウンドのタイトルが見られる オプシ

ョンモードでSCOREを70万、MiNを

01、 SECを 23に してEXITす ると、

ゲーム中に使わねた場面ことのBCM
タイトル

'獅

覇面に表示される。

新記録画面 オブシヨンモードでSCO
REを 70万、M:Nを 03、 SECを 11に

してEXITするとヽ新記録を出したとき

のこほうびグラフイックを見らねる.

アルシ■ニタ
8.800円 Gll)/ピクターエンタテイン

メント/SCD/.g躊 .8。26/R腱
パソコンでヒットしたRPCを移植。

広大な宇宙を舞台にストニリ■が展開す

る。自機の航目艇アトライア号で二十余

の感星を駆け巡る●不毛な宇自戦争に終

止符を打つのが目的だ.豊富なビジユア

ルも魅力のひとつだ.

田
()3◆ 603。 203。 003。 103.4貶)3。 3(919.6

四
カンタンにお金持ち 惑星ウユJレ トリア

の首都ウエルトリアに入つたら、すぐ

左にあるアイテムショップに行く二次

に特殊ツールの超電磁フイァルドを買

い、スクラップにするここねをスクラ

ップ交換所でお金に換えると、買値の

4倍近くのお金になる。これを何回も

繰り返すとすぐに所持金を増やすこと

ができる。

いないのに返事をする 感星ザジルで、

ショーコがさらわねたら、惑星マ三ズ

の首都テスウイルに行く。そこで、町
・の北東にある防具屋の上の通路にいる

男に話しかけると、いないはずのシヨ

ーコが返事をする。

アルナムの牙 獣族十二神徒

伝説
8。300円偶1)/ラ イトスタツフ/SC

i D/94。 12.22/RPG      I
人間が獣の姿に変身できる異形の民族

「十二種の獣族」がメインキヤラとなる



あんこくで～い一すざど

RPO。 その独自のキャラが織りなすス

トーリーやシステムは、今までのRPC
にはない独特の雰囲気を作りあげてしヽ

る。    |
田
a.504。 0036703。 504。 004。 O023。8

四       |
デバッグモード メーカーのロゴ画面で、

①、①、①、①、上t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〔ゲニムがスタートする。

そこでフイールド画面でセレクトを押

すとデバッグウインドウが出るので、

下段の一番右の文字を方向キーの上下

でFに、左から7番目の文字に方向キー

の左右でカニソルをあわせて①ボタン

で1に設定すると、敵が出現しなくな

る。

嚇 税
6.200円 偶1)/ビ クター音楽産業/
Hじ/'90.917/アクション

『魔境伝説』の続編。前作同様、縦や

横にスクロールするアクショング‐ム。

ゲーム中で入手可能な4種類の武器を使

いながら突き進んでいく。難易度が高い

からtプレイする人は覚悟が必要。

田    ■

03。003.102.803。 002:702.9③ 17.3

回       :
クレジット増殖法 `ゲームオーバーの表

示中に①、ランを押しながら方向キ‐

の左を連打する.すると、連打した分
だけクレジットが増える。

Ll
イース:`= :
70800円偶り)/八 ドソン/CD/.89。
12。21/RP0 0ア クション

パソコンでヒットした『イース I』 と

『イ■スコ』を1枚のCDに収録。PCエ
ンジン版オリジナルのビジュアルシーン

の美しさは発売当時、衝撃的でさえあつ

た。音楽のクオリティも高く、まさに

CD‐ ROMの機能を世に示した作品とい

える。

田
∝ .104:604。 204.3③ 4。60431026。 3

回
:  ||  |｀  :1,

オブションモード まず、パスワニド入

力画面で「いわさきひろまさ」と入力
する。すると「J〔スワードが違います」
と表示されるので、カーソルを「いい

え」に合わせる。そしてコンティニュ
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カロさねている。オ
プションモードでは、「BCM」 、「Slu
nd」 、日tem」 の3つを選ぶことができ・

る。

最強バスワード バスワ■ドを「あまの

ばぬ/れぬ検らぬめま/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 I』 をスタ=卜す

:ることができる。パスワニドを fむベ
|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」と入力
すると、最高レベルで『イースΠ』を

スタートすることができる。

すばやくセ…ブ ゲーム中にセ=ブ画面
:を出し、セ‐プするデータフアイルの

番号を選んだところで①を押す。
‐ 1

戦わすにレベル3 『イース IJをスタ
ートしたら、ビムの店に行つて「サフ

アイアの指輪」を買う。次に、酒場に

行つて、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.これを売つ

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になるc

ドルーガ攻略法 ドル‐ガの部屋に入う

たら、一歩も動かすに、真正面に向か
つてフアイヤーの魔法を連射する.す

‐
ると、簡単に倒すことができる。

:ア ドルが登場しない 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」r

と入力すると、ア日レが出現しない.

まばたきする 『イース I』 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。しばらく待つてい
ると看護婦さんがまばたきする.   :

壁にハマる パスワード入力画面で「あ
ああleOJとすべて「あ」と入力すると::

アドルがミネアの街の壁に八マつた状
態でゲームが始まる。

場所表示が出る ステァタス画面でセレ

クトを押すと、場所が変わるたびに、
その場所の地名が表示さねるc

変なメッセージ 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 日まい/いいえJと画

面に出たら①を押す。すると::変なこ

とを言われる:        =
:イース

=ワ
ングラーズフロ

ムイ甲ス
7.200円 偶り)/八 ドソン/CD/.91。3
22/RPG・ アクション

2作目までのシステムを一新したパソ
コン版を忠実に再現。追カロされたオリジ

ナルのビジュアルは、前作のクオリティ

をさらに上回る。ストーリニは、イース

世界を救つた主人公アドル・クリスティ

ンの次なる冒険だ。

回
α 。304。 603。004.204.103。総 24.6

囲    「

オブシヨンモード ます、パスヮード入

力画面で「よしのすいJと入力する。

1「入力を続けますかJというメッセージ

が出たら、「いいえ」を選びデータファ

イルの回向に戻る。そこで右を押すと、

データフアイルが増加してオプション

`モードが現ねる。オプションモードで

:ま、「BGMJ、「SoundJ、「:tem」 の3
つを選ぶことができる。

最強パスワード バスワード画面で「あ
つすすぞ/く くくくきでき/できでき

てくう/たはのああ/ちつるけけけ

け/けけけけさけけ/けけけけけ/け
けけけけけけ/けけけけけけけ/けけ

けけく/ねねJと入力するごすると初
めからレベルとゴールドが最高で、装

備もかなりそろつた状態でゲームが始
まる。

すぐにコンティニュ■ 起動画面で、ラ
ンを押してから①を押し続けると、す
ぐにコンティニュニ画面になる。

透明のアドル バスワード入力画面でも

「あひあああ/ぐぐあむめなぞ/にずざ

みだきう/たみみみみ/みみまベベベ

ベ/ベベベベベベベ/ベベベベペ/ベ
ベベベベベベ/ベベベベベベペ/ベベ

ベベこ/う う」と入力してゲニムを始
めると、アドルが透明でゲームが進め
られなしヽ 建物の中に入ると直る.

下半身が消える ティグレー採石場へ行
く途中にあるつり橋で、中ほどまで進
むと、途中でアドルの下半身が消えて
しまう.

シTルドを装備? ゲームスタートした
ら武器屋でショートソードを買つて装

備して、アドルのグラフィックを見る
と、:持つてないはすのシールドを手に

している.

イ,スⅣ IThe Dawn of

Ys
7:800円Gl)/八 ドソン/SCD/'93,
12。22/RPG・ アクション
パソコン版の1～3作を制作した日本

フアルコムの基本設定をもとに、オリジ
ナルとして制作。ストーリ■:ま 2作目か
らの続きとなつている。ノンフレイヤー

キャラや魔法のタメ打ちといつた新要素
も盛り込まれた。

園
ac704。 704.404。 304。 504.O⑬ 26.5

囲   :
Ys4開発室 ゲームをクリアしたあと
に、もうす度ゲームを始めてコンテイ
ニューを選ぶ。そして□―ド選択画面

:で①を押すと、ウイジドウが開いて

530:



いがにんで～いのうえま

「Ys4開発室」という項目が出現する.

これを選ぶと、開発者のコメントを聞

くことができたり、ビジユアルシ■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

を接続してゲームを始めると、下の表

のような働きでそ組ぞ組のボタンを使

用できる。

クイックセープ セ=ブフアイル表示画

面で、①を押すとクイツクセープがで

きる。ただし、この場合のセープデー

タはリセットするとクリアされる。

目

“"騒

別 旧システムカードでこのグ

ームを起動させると、「イースV 愛の

劇場Jという人形劇を見られる。  ・

サウンドテスト イースⅣ開発室にある

け ウンドルーム」へ行くらそして、ビ
・ アノの右横の壁の1歩手前にアドルを

移動させ、壁に向かつてブラックポニ

ションを使う。爆風がおさまつたあと

に、黒こげの人が出てくるので、その

人に話しかけねば、サウンドテストが

できる.

伊翼忍伝凱正 _

7。900円偶1)/日本物産/SCD/'93。

12。 10/アクシヨン

忍者が活躍するアクシヨンにSF風の

味付けをした世界観が独特.鎖国と封建

社会を続ける現代の日本という架空世界

が舞台だ.主人公、凱王の攻撃方法は刀、

手裏剣等のほかにご広範囲を攻撃できる

電磁忍法がある。       t
園
02。002.202.902。 303。 002,4615。 6

囲
いきなり最強装備 ゲームスタT卜前に

出現するマップ画面で、セレクトを押

しながら、上を10回、下を10回、・①

の順に押す。すると、すべての武器、
防具、手裏剣を持つた状態でゲ‐ムが

始まるc        il:

1941
90800円 編彗)/八 ドソン/SG/.9198。

23/シューテイング

SG専用のソフトc2人同時プレイが

できる縦スクロールシューテイング。自

機はパイタリティ制を導入し、ダメージ

を受けるとバイタリティが1つずつ失わ

ねていき、0の状態で敵の攻撃を受ける

と自機の数が1機減つてしまう。

① 魔法使用

① コマンドウインドウを開く

① アイテム国回の呼び出し
｀

① 装備画面の呼び出し

① セープ画面の呼び出し

⑪ □―ド回回の呼び出し″

口
()3。 003.203。 003。 003。 5煙)3。 1019。4

囲
シチュエ=ションモード 電源を入ねて

画面に‐WARNING‐と表示されたら、

①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エーションモ

ード画面になる。

1943改      :
70200円 側)/ナグザット/Hu/'91。

3。22/シューテイング

こく普通のシューテイングゲーム.業

務用からの移植だが、.オリジナル面が追

加されている.アーケード面とオリジナ

ル面の間にはアニメ=ションが挿入さね

ている。難易度は高めになつている。 1

回
03。403.403.203.3① 3,4C)3。 3020.0

四
設定口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、
・
0、 3、 3、 8、 3、 9、

0、 0、 8、 0の順に選曲するとクレジ

ットが9まで増やせるようになる。7、

ア、7、 7、 9、 3、 10の順に選曲する

とオリジナルモードでブレイできる。

1、 6、 0、 10、 5、 2、  10、 3、 8の

順に選出するとグームのスピードが倍

になる。3、 ア、3、 5、 1、 8、 2、 1、

9、 8、 4の順に選出するとヒットポイ

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なる。

メガクラッシュ無制限 ゲーム中にポー

ズをかけて、:①、①、左、①、①、上、

①、下t①、①、セレクト、上、下の

順に押す.そしてポーズを解除すると、

メガクラッシュが無制限に使えるよう

になる。              _
武器無制限 ゲーム中にポーズをかけて、

右、左、①、①、上、下、①、⑪、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

ようになる.

サイドフアイター無敵 ゲーム中にポー

ズをかけて、上、右、下、左、下、右、

上、左、①、①、①、①、セレクトの

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9何かシヨットアイテムを持つ

ている状態でもポ~ズを力ヽすて下、①、

左、①、上、①、右、①の順に押す.

そしてポーズを解除すると、セレクト

を押すたびにショットアイテムが変わ

り、好きなシヨットを選ぶことができ

るるこのウルテクはゲーム中何回でも

使うことができる。      ・

宙返りが無制限になる 普通にゲームを

始め、ポーズをかけて上、上、下(下:

右、右、左、左、l①Ol順に押しポ‐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。1:

グームスピードが倍になる 設定画面の

MUS:Cのメニューで、7、 5、 8、 4、

1、 10、 5、  1、  10、 8、 5、 1、 8の

順に選出するとゲームのスピードが倍

になる。

グームスピードを元に戻す 設定画面の

MUSICで10、 0、 0、 0、 0の順に選

曲すると、ゲームスピードがノーマル

になる。

破片破壊で点数稼ぎ 各面のポスを倒し

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機同時に動かす マルチタツプを接続

して2Pでスタ■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

80800円鰐1)/アスク講談社/SCD/
.93。 7.16/シミユレーション `:
天下統=を目的としたロングシナリオ

と、合戦を主体としたシヨートシナリオ

がある.実在の武将のほかに、自分だけ

のオリジナルの武将を作つてプレイでき

る.戦略、作戦、戦闘を繰り返して、領

土を広げてしヽく。

園
03。303.203。 102.8③ a503。 9① 19.8

囲
サウンドチェツカ‐ ゲーム起動画面で

ランを押したらすぐ、上と①と①を同

時に押し続ける.するとサウンドチエ

ッカー画面が現れる.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。方向

ボタンの上下で音楽の種類、左右で曲

の設定、①で曲のスタート、①で曲の

ストップ.

歴史講座をまとめて見る シナリオ選択

画面で「LECTUttE」 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t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

になる。

この星にたつた0
とりのキミ  :
50800円 偶り)/八 ドソン/SCD/.92.
12.25/ア ドベンチヤー

『みつばち学園』のミスCD‐ROMコ
ンテストで優勝した丼上麻美がヒロイ

ン.主人公の高校1年生の男の子は、夢

に出てきた女の子そつくりの同級生の麻

美ちゃんにホの字になつてしまう。麻美

ちゃんの実写取り込みや歌づくしのソフ

トだ。              1
呻

・

03.8031403.O⑬ 3.2①31103。 4④20。0

531



いめ―じふ～うおりす
｀

イメージフアイト
7。0∞円鋤 /アイレム/‖u/90:7。

27/シューテイング

ひたすらシビアな縦スクロールのシュ

ーテイングゲーム.特徴はs最大3体装

備することができるポッドだ.ボッドは

プルーとレッドの2種類ある.そのほか

にも様々なアイテムがあり、こねらの装

備なくしてクリアは考えらねない内容と
,なつている。

回
03。803。 603.503。 904。 003。 6③22.3

囲       1
いろいろモード 電源を入れ、画面に

「iremJの文字が出てから①ボタンを
すつと押しつばなしにすると、タテ画

面モードになる.また、タイトル回口
でセレクトボタンを押すとサウンドテ

ストになる.

自機がM■HEL:になる まずサウンドテ
'ス トの画面を出して、■番最後の曲

「SONe C」 を選ぶごそして下、①、
:0、 セレクトを同時に押す。すると、

「MR.HEL」 という曲が現ねるここの

曲を①で選び、ゲームを始めると自機
がMLHELiに 変わつている。

・

イメージフアイトロ
7。700円鋤 /アイレム/SCD/92.
12118/シューテイング

・前作は業務用からの移植だつたが、今

回は全ステージオリジナルとなつてい

る.自機は16種類の特殊攻撃バニツと、

ポッドと呼ばれるオフションを装備する

ことができる.ポッドは、前方に飛ばし

て攻撃することも可能だ.BCMは前作

の自のアレンジ版になつているのでti前

作のフアンは必聴.またステ=ジの間に

は、アニメニシヨンによるデモが挿入さ

れている。           ‐

口       :
03。703.803。 603。oOo。,03″敏 25
囲   ‐ ‐11
オマケモード エンディング終了後に、
1タイトル画面でコンフィグレーション

を選ぶとご「OMAKE」 という項目が追

加されている。これを選ぶとビジェア
リレテストとプレイヤーチェンジができ

るcプレイヤーチェンジでは、自機を

『ReTYPE』 のR‐9s『大工の源さん』

のGENSANに変更することができる

ようになる:‐
補習ステージで無敵 補習ステージが始

まつたらポーズをかけ、左、①l上、

①、右、①の順に押す。このときlUP
の音がしたら自機が無敵の状態になるも

赤ボッドフル装備 ゲーム中にポ■ズを

かけて,右、①、下、①、左、①と入

力し,ポーズを解除すると赤ポッドを :

3つ装備している
`    1   ::・

ヴアージン・ ドリーム
8.800円側 )/徳間書店インターメデ

ィア/SCD/。 96。 5。31/シミュレー

ション

平成美少女コンテストで絵奈という少

女を優勝させることが目的。ブレイヤー

は、絵奈のコーチ役となつて、さまざま

なレッスンやアルバイトを1年間指導し

ていく.絵奈には7人のライパルキャラ

がいて、数回行われるコンテストの予選

で何度も激突することになる。なお:キ
ヤラデザインは漫画家の弓月光が担当。

田        l:
03。203。102.903。 2(D3。 102。0018,6

四         ‐

デバッグモード まず、ステータスを選 :

んだら、ステータス回口が表示される

まえに、上とランを同時に押し続けよ

う.すると、資金調整、CD再生、CC
一覧si天気の変更が可能なデバツグモ
ードになる.             :

体カロ饉できる 特定の場所に移動する

だけで体力を回復できる。1つめは屋

上の左端、ただしイベントが発生しな

いときに限る。2つめはイベントホー

ル前の公目の部分、ただし時間が12=
時01分から17時 00分までのあいだ

に限る.

ヴアリスコ
Q7&F]OD/日 本テレネツト/CD/
89。6.23/アクション

′1ソコンから移植され、PCエンジン

でヒットしたアクショングーム.CO‐
ROMならではの豊富なビジュアルが随 1

所に盛り込まれている.また主人公麻生

優子もPCエンジンの人気キャラとなつ
:

た.

口
04。 50t4。 403.803。 7CD4。 003。 8024。2

回
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、セレクト、

①、①、①の順に押す。するとポーズ

をかけるたびに①、①ボタンでアイテ

ムを選べる。

デモ&音楽セレクト タイトル画面で上、

①、セレクト、①、下、ランの順に押

すと、デモ&音楽セレクトができる。

文字が出ないポーズ 左、①、①、セレ :

クトを押しな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。

′1ンチラ 4面以降、ジャンプして落下

するときに、スカートの中身がチラリ
:と見えるのだ。         1 :

iヴ

"リ

スE
6:閣円側 1/日本テレネット/CO/
。
∞ 。9.フ/アクション

:この Fヴ ァリスE』 はPCエンジン版

がオリジナル.アクションの操作性が改

良され,キャラも3人のうちから選べる

ようになつた6このシリーズの特徴でも

あるスライディングの動作も『～Ⅲlか
ら導入さねたものだ。

田
04。604。203.803。 704。 103.7③ 24。0

囲
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バッグモード
‐1になる.デパッグモードはPACEOと
I R唯蓬1の2つに分かれていて、①ボ

i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。PACEOで はゲーム中のすべての

ビジュアルを見ることができる。

PAGElに は、サウンドテスト、メッ
:=セニジ、Jb―レットがあり、サウンド

・テストはti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.ルーレットは,優子や
・アイテムのグラフィックを使つた、お

まけゲームになつている.

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なり、日口右下に

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

ストー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

が流れるぶ

ゴジラEE l面のビル上で、背景にゴ

ジラのシルエツトが見られる。

ヴアリスⅣ
QZЮ円Ol1/日本テレネット/CD/
191.823/ア

クシヨン

『～Ⅲ』で麻生優子を主人公としたシ
ナリオが完結したため、新たな主人公と
してレナが登場。シナリオも一新された。
システムは『～Ⅲlのものを継承.プレ
イヤニキャラも3人のなかから選べるよ
うになつている。

暉
a.204.003。 703。 703.803.4022.9

四
デバッグモード タイトル回口で下、下、

左、①、①、左、右の順に押すと、デ

バッグモニドに切り替わる。デパッグ

モードではサウンド、ビジユアル、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ね、自由に選ぶこ

とができるようになる。サウンドは全

部で10餞 ビジユアルは全部で7項目、

トークは,全部で14項目用意されてい
1る:i:,■   ‐  1 =

一，
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レベルアップ自由自在 グーム中にポー

ズをかけて右上を押したままラン、①、

①を押すと、自キヤラのレベルを押し

た回数のレベルに変えられる.つまり

ラン、①、①を2回押すとめヽ レ2.3
回押すとレベル3.4回押すとレベル4。

5回押すとレベル5になる.

ハードモード マルチタップで2P側に

パッドをつなぐ.そしてタイトル画面

で2Pパッドの①、①、ランの順に押

す。すると八―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、デバツグモー

障か画面を出す。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

ージセレクトが増える.この数字を変

えれば、ACTl～9までのステ=ジを

選択することができる。

ステージ飛ばし ゲーム申ならどこでも

いいのでセレクト、上、下、左、右、

上、下、左、右、上、下、左、右、①、

①、①、①、セレクトの順に押す.す

るとそのステージがクリアとなり、次

のステージが始まる。

隠れステージ ます、コマンドを入力し

てゲームを八―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、ACT10という隠れス

テージに進める:隠ねステ■ジ1ま 、

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■ジ飛ばしのウル技を
‐
使うと、ステニジ8‐7でレナでガルギ

アと戦える.ただし、セリフ1まアスフ

アーのものだ。

針山も大文夫 レナやアムで針山に落ち

たら、動かずにアスフアーにチェンジ

すればダメ=ジを受けないですむ。
｀
ウルトラマン登場 スヽテージ1,3の最初

のところの背景で、帰つてきたウルト

ラマンとグドン、:ツインテールが戦つ ,

ているシルエットが見ら机る.

セープデータ整理モード タイトル画面

でセレクトを押すと、セープデータを

整理できるモードになる。

ヴアリスビジュアJb4
4980円偶1)/日 本テレネット/CD/
.93.2。 19/その他      :
『ヴアリスEl『ヴアリスⅢl『ヴアリ

'

スV』 に挿入されたビジュアルシーンの 1

全カットを収録したものなストニリ■の

流ねを把握しやすいように、ビジュアメレ

シーンの合間には簡単なストーリー説明

が入つている。

回
04.103.70a2030③ 3。00312鋭Q3:田

      i:   ::

裏ストーリー まず、『ヴアリスⅢJのシ

ーン01を再生する.そ して、シ■ン

01が始まつたらセレクトを押すと、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=・
=

8。400円 (別)/ナ グザット/SCD/
.93。 7.23/RPG
『 I』 と『ⅡJをカップリングしただ

けでなく、同=のシステム上で動くよう

になつている.そのため2つのシナリオ

を自由に行き来できるのが特徴6また、

先行して発売さねた『V』 にデータを転

送することもできる。        ´

田
03。703。 903803.703。 903.鍛2.3

囲 :       ::
モンスタニのグラフィック グァム中、

右上とセレクトと①を同時に押す.す
ると、ノ《―ティがいるフロアに出現す

る、モンスターのグラフイックが現れ

る.このグラフィックは、①を押すこ

とに切り替わる。また、モンスターの

グラフイツク以外にも、そのフロアで

起こるイベント関係のグラフィックも、

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「U暫 :ties」 を選び、次に

。 その中の「SUMMONCHARACIRJ
を選ぶ。するとパスワニド入力国口に

なるので、ここで「Dク 55EEス スモ

1イ000000□ 80Aく えBA00000
0000000000835Cを20WJ(0は
すべてゼロ)と入力すれば、レベル

1000の忍者が現ねる。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。

戦目をせずにお金を入手 適当なキヤラ

を何人か作つておき、キャラの目性は
、 統=しておくo次にギルガメッシュの

酒場で1ヽ,テ イを編成し。FP00L
GOLD」 のコマンドで1人のキヤラに

お金を集める.そして所持金がゼロに

なつたキヤラを消し、キヤラを作成す

るところからの手順を繰り返せば、簡

単にお金を増やせる。

善悪混含パーティを編成 層性が悪のキ

ャラだけでバーテイを組む.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rQUiTJ

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

ΠNSPECT」 のコマンドで悪のキヤラ

のパーテイを探し、悪のパーティと合

流すれば、善と悪の混合バーティを編

成できる。

レベル 175の忍者 メニュー画面で

「U■ :忙 ies」 を選び、その中の「SUM
MON CHARACTERJを選ぶ.する

とパスワード入力画面になるので、こ

こで「カカカカカカカカカカ カカカ

カカカカカカカ カこ7ンンンlJ と

WiZARDRY E・ W    I
8。400円 (別)/ナ グザット/SCD/
094β

。4/RPO
rI・ E』『V』 と共通のシステムの

『ⅢJと、:異なるシステムを持つ『V』

をカップリング●『Ⅲ』については前2
作にデT夕を転送してブレイすることが

できるょ『Ⅳ』はシリーズのなかでも番

外編的な内容のものだ.

回 :

03。403。 9031403。 5C)31503.4021。 0

四   :
モンスタT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①を

同時に押す.すると、現在パーテイが

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
ヘの切り替えができ、ランを押すと再

びゲームに戻る。

WiZARDRY V
7。400円 (別)/ナグザット/SCD/・
092.9。 25/RPC
世界的なフアンを持つ3Dダンジョン

RPC rWlzARDRY』 シリーズをPCエ

ンジンに初めて移植.原作の雰囲気を忠

実に再現した.ダンジョンの壁はパソコ

ン版と同じワイヤTフレすムに変えるこ 1 1
ともできる。        1
中
03。603。Ю 3.503。Ю 4。203.7③ 22.4

囲
最強キャラネーム キャラメイク時に名

前を「PONJにするともボ=オスポイ

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

で作つた君主は、最初からODINSW
ORDと00LD PLATE+5を 持つてい

るしまた、同じようにこの方法で作つ

た忍者は、MURAMASA KATANAと
GOLD PLATE+5を 最初から持つてい

る。このキヤラクタを作つておけば、

序盤からゲームを有利に進められる。

キャラクタ増殖法 1「たろう」という名

前のキャラを増やす場合なら、ユァテ
`

イリテイのキヤラクタ転送で「たろうJ

の転送呪文を取り出す.次に「たろう」

の名前を、まだ使つていない名前、た

とえば「じろう」に変更する。そして、

さきほどの「たろうJ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、キヤラクタを1人育てた

らそのキャラを何人にも増やすことが

できる。ただし、転送呪文で取り込ん
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だキャラはアイテムを1つも持つてい

ない状態になるので、あらかじめ、ア

イテムをほかのキヤラに渡してから転

送呪文を取る本うにしよう.また、ま
つ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パラン

スを考えて増殖させること。

善悪混含パーティの作り方 まず、どち
|

らか片方の性格のキヤラでパーテイを

組む。このときに、同じパーテイに入

れたい、違う性格のキヤラの分だけ人
｀

数を少なくしておく.地下迷宮に入つ
.たらs「QU:T」 のコマンドを使つて冒

険を中断する。次に、もう片方の性格

のキヤラでパーテイを組んで地下迷宮

に入ろう,そして、すっき冒険年中断
した場所で1日NSPECT」 の「DEAD
80DiES」 のコマンドを使い、、地下迷

宮内に残つているパーテイを探しだす。

そして発見したパーティと合流すればt

ギルガメッシュの酒場では不可能な、

性格が善と悪のキヤラを同一のパーテ

ィに編成できる.このウルテクを使え

ば、君主と忍者を同一パーテイに編成

しても強力なパーテイを作り上げるこ

とも可能になるので、ゲームを有利に

進められる。

最強忍者で大金持ぢ まず、3人のキヤ

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」のコマン

ドで1人目の名前を選び、名前を変え

ずに終了する。すると、1人日と2人
: `目はロスト、3人日はレベルと年齢が

175の忍者になる。この忍者は大金を

持つていて、ポルタック商店などでお

金を集めると、合わせて29475265
75CP手に入る.しかし、この忍者は

アイテムを調べるとバグつてしまうの

で、お金を集めたら、転送呪文を取っ

て消してしまい、あらためて転送明文

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

ターとも1人で渡り合うことができる。

RuNm FLA鵬活用法 ダンジョン内で
見つかる自uNED FLALをキャラが装
備すると呪われてt歩くと死んでしま

う。しかしゞ そのままの状態でパーテ

ィが城まで帰り、カント寺院で死んで :

しまつたキヤラを生き返らせて呪いを
,解くと、攻撃力が田 0位まで増えてい

る.ただし、キャラが死んでから城に

戻るまでのあいだに、モンスターに通

わないようにしなければならなしヽ 運

つてしまうと攻撃力は上がらない。ま

た、一度攻撃力が上がつても、装備を

替えると攻撃力が元に戻つてしまう。

攻撃力増強法 まず、僧侶かピショップ

にチェインメイルを装備させてACを

低くする。そして武器をはずす。この

状態で敵に攻撃を加えると200ポイン

トくらいのダメージを与えられる。

rt―ティ全員のACを下げる キャンプ

でLEVEL4のMAPORFICを かける.

そして、1地下4階へ行つて100Nに会

い、LEAVEする。すると:城へ戻リパ

.―ティ全員のACが下がつた状態にな

つている。こねを何度も繰り返す

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つてしまう.

ステ■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s PET
RI日ED 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ー

タスがドンドン上がつていく.この状

態では、バイタリティは2まで減つた

あと18に増えるようになつていて、

そのあとは18～2のあいだをループし

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、最大

9999までSTATUSを上げることが

できる.ただしsバイタリティが3以

下の状態で宿屋に泊まると、そのキヤ

ラはLOSTになつてしまうので、ステ

,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も

0歳で始められる まずメニュ
=画面で

「Uti:litiesJを選び、次にその中の

「SUMMON CHARACttER」 を選ぶ。

するとパスワード入力画面になるので

「0」 を27個入力すると0歳のキャラ

でゲームを始めらねる。このキヤラは

0歳なのでその分多く転職できる。

ウイエングシヨット
5.500円偶1)/データイースト/詢/
389。

3。3/スポーツ・ゴルフ

PCエンジンで最初に出たゴルフゲー

ム。3つのモードがある。1人でコース

をまわるストロークゲーム、スコアを競

いあうマッチゲーム、そして、4日間の

賞金を競うトーナメントゲ‐ムの3つ

だ。 ● :|・      ■ 1■  :

回

:                           ｀

03.603。 303。 303.803.603.1020。 7

四
大たたきしてトップ トーナメント戦の

1番ホ
=ル

と2番ホールを、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つてしまう。

最強′ヽスワード トーナメントモードの

パスワァドを「3さきは/ぬれれう/

,0お 58/912あ /ま けて0/の
588/8あ 0あ/9688/く き35/
めBれ0/6ささ4/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|サングー

6.800円偶1)/八 ドソン/SCD/'93.
4。23/シューティング

.フ アンタジ
=世界を舞台にした、横ス

クロールシューテイング。主人公は鎧を

まとつた剣土で、ゲームスタニト時に4
つの鎧を選択することで、́攻撃方法を変

えられる.また、敵に接近すると剣を使

つて攻撃できる。

回
00.804。 303。 903.8③ 4。 003。 9③23.8

E口 因 目
.    _1    

・

最初からクリスタルたつぶり まず、:コ

ンフィグレーシヨン画面で、LEVELを

「SUPERJに、MUSICと SOUNDを
「02Jに設定する

`i次

に、EX「以外に

1カ‐ソルを合わせてtセレクトを押し:

ながら①を押す。‐そしてコンフイグレ

ーションを終わらせ、ゲ=ムを始める

とも初期状態で通常300Gのクリスタ

ルが、1万Gで始まる.

ボスとだけ戦う コンフイグレーション
i画面で,LEVELを 「HARD」 に、

MUS:CとSOUNDを「01」 に設定す

る.そして,EX:T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、EX「の表示が30SS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
=イ

グス
6.700円 偶1)/ビ クター音楽産業/
1Hu/'90。6.29/アクション

パソコンからの移植の強制スクロァル

型のアクシヨングーム.:かなり大味なゲ

ームで、ダメージを受けると頭や手が吹

き飛んでいく。キャラが大きいため、攻

撃を回避するのはかなり難しい.   :
闘    :
()3。 4()3。 302。 9CD3。 lC)3。 3()3.3(D19.2

四
ミュージックモード 電源を入ねてメー

カー名が表示されたら、①を押してリ

=セットする。そして方向キ

「

の左上こ
.セレクトをタイトル画面が出るまで押

し続ける.すると、タイトルの下にミ
:ュージックモードと表示さね、①を押

すたびに曲が変わつていく。これでゲ

ーム中の音楽をすべて聴くことができ

るようになる。

イージーモード 電源を入ねてメ=カー

名が表示さねたら,①と①を同時に押

してリセツトする.そして方向キーの

有上年ャレクトをタイトル甲面まで押
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し続ける。すると、イージーモードで

ブレイできる.

コンティニユーモード 電源を入ねてメ

ーカー名が表示さねたら、タイトル画

面が出るまで方向キーの左下とセレク

トを押し続ける。するとコンティニユ

ーモードになる3

ヴォルフイード      :
6.600円偶り)/タイトー/HU/.89。

12.27/アクション

『クイックス』のリメイク版。エリア

内を敵にぶつからないように75%以上

の範囲を目めばクリアとなる。単純なグ
ニム内容のわりに奥が深い。業務用から

の移植ものだ6

呻      :
03。102。 903.203.5①3.903.8① 20。 4

四
コンティニユー ゲームオーバーになつ

たら、タイトル画面に戻つてランボタ

ンを押し、デモが始まつたら方向キー

の左を4回押す。すると、コンティニ

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ボタンを押しながら、左、

左、上、上、右、右の順に押すとサウ

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ードになる。

宇日戦艦ヤマト

7.800円偶1)/ヒ ユーマン/SCD/
.92.12。22/シミュレーション

ガミラス星人に侵略さねた地球を救う

ため、宇自のはるか彼方のイスカンダル

星へ向かう.途中、ガミラス軍が様々な

妨害をしてくる.シナリオはストーリー

ビジュアルバートと、クリア条件付きの

ゲームパートで構成されている。

回
04。2C・ 4。 103.503.503。 003。 9022。 8

田
シナリオセレクト マルチタップを付け

て、3Pにパッドをつなぎ、オープニン:

グビジュアル後のタイトル画面で、3P
パッドのセレクトを押す。すると、シ

ナリオセレタト回白が現ね、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&ビジュアルモード マルチタ

ップを付けて、3Pにパッドをつなぎ、
1

オープニングビジユアル後のタイトル

回自で、3Pパッドのランを押す。する

とサウンドセレクトと、グーム中のビ

ジ三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.サウンドセレクトは、3Pパ

ッドの左右を押すことで全6曲の中か

ら好きな曲を選び、①を押せばスター

トする。

うる星やつらSTAY WttH
YOU
6.500円彿J)/八 ドソン/CD/'90.6。

29/ア ドベンチヤー

コミックやアニメで人気だつた「うる

星やつらJが原作。オリジナルストーリ

ーで展開するが、1アニメと同じ声優を起 .

用している。コマンド選択方式のいわゆ

るデジコミだ.結末はドンデン返しの意

外な展開になつている。

□
04。8a。404。 2③4'104。 404.0025.8

EIIIヨ

・

デバッグルニム ます、スタートかコン

ティニューかの選択画面でコンティニ

ューを選ぶ.すると、ラムちゃんの説

明が入る。そこで①を押すと、押すこ

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、方向キーの右と①、ランボタンを

押したままで①を押す。すると、デバ

ッグルームに入ることができる.デバ

ッグルームにはな音楽室、談話室、ス

トーリーの3項目がある。音楽室は、

各ステー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、ゲーム中の各パートを直

接□―ドするためのもので、ステージ

セレクトにあたる項目。なお、ストー

リーを実行するとデバッグルームには

戻れなくなる。

パズル簡単解読法 ①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 日wl‖ stay with you・・・foreved

という画面が出たら、方向キーの左と

①、①ボタンを押しながらランボタン

を押すと、メッセージなどが流ね、

「ANOTHER S丁 ORY」 ガ鴨まる。

オープニング飛ばし タイトル回口で①、

①、上、下、ランの順に押す.すると

オープニングを省略して、すぐにグー

ムを始められる.

ULTRABOX創刊号
4。800円 (別)/ピクター音楽産業/
CD/.90.6.15/その他 。CDマガジ

ン

「CD‐ROMの雑誌化Jというコンセ

フトで作られたもの.アイドルやグーム

の情報コーナーをはじめとし、ラッシャ

ー木村の星占いやデート講座、簡単なミ

ニゲームといつたものが、全部で13コ

ーナーも入つている。         ‐

回

四
女の子が代わる 「あなたもきよたくん」

のタイトル画面で、方向キーの右上と

ランと①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
4。 800円偶1)/ビ クター音楽産業/
CD/.90。 9。28/その他・CDマガジ

ン

ボタンを押すだけでストーリーが進む

連載アニメ「クストJ。 また、お嬢さま

たちの知らねぎる学園生活などを徹底解

剖した、ミッションスクール図鑑が新コ

ーナーとして盛り込ま机、よリマニアツ

クな内容になつた。

園
()3。 103。 003。 303。 2CD3。 lC)3。5()19.1

回
裏日から入る タイトル画面で、方向キ

ーを右1回、左5回、下2回、上 1回の

順に素早く入力すると、「きよたくんの

裏日」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

向キーの上とランポタンを押すと、す

ぐにゲームクリアになり次のステージ

ヘ行ける。

デー トに必ず成功する このソフトの

『実用デート講座』で、合コンで女の子

とうまく会話ができなかつたときは、

電話番号を聞く回口で①を押す。する

と合コンの中盤まで戻つて、やり直し

できる。デートで必ず女の子とホテル

まで行くには、ます一度うまくいつた

女の子を何度も日説く.するとデート

のとき最初から八―卜がいつぱいにな

つていて必ず成功するのだ.

ULTRABOX 3号
40800円 偶り)/ビクター音楽産業/
CD/90。 12。23/その他 ◆CDマガジ

ン

敵キャラがすべて女のコというシュー

ティングやパズル、RPCといつたゲー

ムを盛り込み、ゲーム性が強くなつた第

3号.「クスト」の第2話や、PCエンジ

ンソフトの美少女たち総勢20人のデー

タ集などが入つた。

園
041003.703。 803。 4①3.6②3.8③22。3

四
コマ送リモード このソフトの『仮面ビ
クター』で、ゲーム中にランを押しな

がらブレイすると、コマ送りのように

なる。

rきよたくんJのやり方 まず、連射スイ

ッチ付きのパッドを用意する。次にメ

ーターの画面で、①を押したまま連射

切り替えスイッチを上下に動かす。す

るとメニタ=が ドンドン上がつていく.
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うるとらぼ～えいゆうさ

あとは3つのメーターが、上でそろつ

たときに①を押せばOK。

いつても戦■ 「ラッシヤー木村の星に

願いをJの出世占いで自分の番のスゴ

ロクが表示さねているときヽ マルチタ

ップの4Pにパッドをつなぎ、左下、

ランs①を同時に押すと、バトルモー

ドになる。

ULTRABOX 4号 、
4。800円 (別)/ビクター音楽産業/
CD/091。 5。24/その他・CDマガジ

ン

第1号から第3号までは約3ヵ 月おき

に発売されていたが、第4号は第3号か

ら約半年後に発売された。内容は、F‐ 1

世界をバロディ化したRPCや「クストJ

第3話など、今回もいろいろなコーナー

を暇 。

回
()3.503。 303.703。 4爆D3.603.8(D21.3

四
素早く歩ける このソフトにある「フォ

ネ』で、①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
4:800円偶1)/ビクター音楽産業/C
D/.91。9。27/その他・CDマガジン

収録されているグームは、アニメ業界

を舞台にしたアドベンチャーやバロディ

シューティング「DASA:YA」 など。ま

た、「PCエ ンジンソフト図鑑VOL。 4」

がある.そして「クスト」がこの号で最
・終回を迎える。

回
○ ‐̈0,¨ 0 ・̈○…‐③ ‐̈②…‐③…‐

四
隠れグラフィック発見 まず『Art

Ca‖ery 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、シュビビン

マンの絵に進めるときに、データ読み

込み中の黒い画面で、左を押す。する

と、エッチな下着姿の女の子のグラフ

ィックが現ねる。また、
°
そのあとでほ

かの絵を見ても、52枚目の絵を選ぶた

びに、このウルテクはいつでも実行す

ることができる。

ULTRABOX 6号
5.800円 (別)/ビクター音楽産業/
CD/・92。 1。31/その他 ecDマガジ

ン

4作にわたり連載された「クスト」の

1話
‐
4話までを、未発表カットや新た

な場面を加え、完全版として収録。また、

プラックユーモアたつぶりのアドベンチ

ャー「フラグの国のアリス」など、ポリ

ュームたつぶりだ。

回
03。703。103.903.303.303。 5020。7

囲
ラウンドセレクト 「どきどきドライブ

ランド』のタイトル回口で、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で始められる 『じやんけん

フェアリーズ』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、ゲームの最初からブレイ

できる。

検索スピードアップ 項目検索のときに

①を押しながら操作すると速く検索で

きる。             ‐

オールキャンセル ランと①を同時に押

すと項目を一度にキャンセルできる.

目次に戻る ゲーム中にセレクトを押す

と、日次に戻る。

職

ス   :
エア■プラスターズ
6.500円偶り)/八 ドソン/Hu/。90。

11.2/シューテイング

業務用『エアバスター』の移植作。

2P同時ブレイ時に協力して必殺技が使

えるなど、オリジナルの要素も付加され

ている.多重スクロールと高速スクロー

ルがウリのそう快シL―テイング。

回
03。703。803.5(D3.8(D4。003.4022.1

回
いるいるモード 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「CREDIT」 と表示され、クレジッ

トが0～9まで変更できるようになる。

rCRED「J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①を10
回押してランを押すと2面111回だと

3面、12回だと4面、13回だと5面 t

14回だと6面からゲームを始めること

ができる。

含体ブレイa無限クレジット まずマル

チタップを使つて2Pで始める。そこ

でマルチタップを抜き、パッドを1つ

だけつなぐと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機が完全に重なる。ここで

重なつた自機を同時に失い続けると、

クレジットの表示がバグる。残機が0
の状態で最後の自機を失うたらランを

連打する。するとクレジットが無限に

なり、何回でもコンティニューできる。

難易度設定 まず、タイトル画面で方向

キーの右3回、セレクトの順に押し、

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トを同時に押

すと、イージーモードになる。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周日と同じ難易度

の八―ドモードになるo

確実ス…パープラスタ■フラッシュ法

lPs 2Pのプラスタニメニターをフル

にしてポーズをかけ、①を放してから

ポーズを解除すると、スーパープラス

ターフラッシュを確実に出せる。

栄 冠 は 君 に 高 校 野 球 全 国 大

=̂ 90800円 (別 )/アー トデインク/
SCD/094。 7.15/シミュレーション

20年間、高校野球の監督として選手

を指導し、甲子日での全国制覇を目指す.

選手の隠れた能力を見いだしたり、弱小

高校を甲子園の常連に鍛え上げらねるか

どうかは、監督であるプレイヤー自身の

手腕に掛かつている.

田
03.403。 103。 103。 O③3.703.8③ 20。 1

回
黒板に水着出現 メイン画面の黒板に、

「日KAN HA KIM:N」 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。

英雄三目書
ア.700円側 )/アイレム/SCD/。 93。

3.26/シミュレーション

単純なシステムで、初心者にもプレイ

しやすいシミュレーション。ゲ=ム終了

時点で、一定の点数以上得点するとシナ

リオクリアになる。史実を基にした「シ

ナリオモードJと、架空の「もしもモー

間 が楽しめる。

回
()4。 503.OID3.303。 4(D3.5()3。 7(D21。3

四
下巻モード 8本のシナリオを全部クリ

アすると、r■■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トして、再びゲー

ムを起動させると、上巻と下巻の選択

回回が出現する。ここで下巻を選ぶと、

上巻とは設定が異なる8本のシナリオ

の中から好きなものを選んで、遊ぶこ

とができるようになる。

リセットする 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 FAre Vou Sure?」 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、セレクトを押しながら回

数を決定する.これで設定した回数に

関係なく命令ができる。
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えいりあん～えすじ二せ

エイリアンクラツシュ
5。200円tBll)/ナ グザット/Hu/88。
9.14/テープル・ピンポール

このグームのビンポ,ル台はエイリア

ンだらけ。ボ‐ルを操うてそれを倒して

いくのだ。台は縦に2画面分もある巨大

なもの。一定の条件を満たしてエイリア

ンの日にボールを入れると、ポーナスス

テージに行くことができる.

園   :
04。003.803。 503.動。803。 7③22.7

囲
セレタト運打で変― を起こす ゲー

ム中にポールが落ちそうになつたら、

ポーズをかけ●:そこでセレクトを運
打すると、ハイスコア画面とフレイ画
面が交互に切り替わり:ボァルがコマ
送りのように動く.このポ=ルが下に
落ちた瞬問ポーズを解除すると、落ち

た八ズのポールが戻つてくる.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,ミスになつてし

まう.    1. =

A.I.
90800円 (別 )/アートデインク/
SCD/・ 93。6。 11/シミュレーション

プレイヤーは鉄道会社の社長となる。

そして、鉄道を敷いたり、ビルや遊園地

などを建てたりして、町が発展していく

ところを楽しむグームだ。本業の鉄道以

外に、株式取引や土地の売買など、多角

的な経営が可能だ。

回
03。403.603。 503。 704。 004。 l①22.4

四
建物を0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つていき、

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、もう二度建物を

選ぶと、金額が0円のまま建てること,

ができる。ただし、建物に必要な資材‐

がなければ、この技は使えない.

資金が1兆円になる 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こと.そして建物

の維持費を払えないくらいの状態にし

てしまう。すると倒産するはずなのに

「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

になる。そのあとしばらく待つと南び

ゲーム画面に戻り、資金が1兆円にな

つている。

エグザイル時の狭間ヘ

60780円 Glj)/日本テレネット/CD/
091.3.29/RPC・

アクション

パソコンからの移植となるアクション

RPO。 情報収集やイベントなどを進め

るRPCシーンと、サイドピューのアク

ションシーンで構成されている.イスラ

ム教異端派の階殺集団アサシンに属する

サドラァが主人公.

回

聾:軍1:i北
'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、下、右、左、右、左、①、
°
①の順

に押す.すると、ビジユアルとサウン

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なる.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、好きなビジュアルやサウンド

を楽しむことができる。

エグザイル
=邪

念OFn
7.200円 (別 )/日本テレネット/
SCD/92。9.22/RPG・ アクション

前作の半年後から始める続編.前作同

様、宗教色を前面に押し出した難解なス

トーリーが特徴だ.前作では主人公のサ

ドラーしか操作できなかつたが、『 El
では5人のうちから選択できる。基本シ

ステムは前作と同じ.

園
04。 0燿)3。 9(D3。 303.6033603。 4021,9

四
ビジュアルデバッガー タイトル画面で
コンテイニユーにカーソルを合わせ、

上を押しながらランを押すと、ビジユ

アルの選択画面が出てくる。見たいシ

ーンを選び、①、①、ランのいずれか

1 を押せば、ビジュアルが始まる.ただ

し、このウルテクは、セープデータが

ないとできない.

CDリ クエスト エンディング終了後に

①、①、方向キーのいずれかを押すと

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

ら方向キーを使って動かし、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リクエストのメニュ

ーが現れる.それぞれの音声や音楽を

聴くには、フキダシを前と同じように
①を押しながう動かし、フキダンの先
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ー

ムを起動した画面でも行うことができ

る。

フアキール空を飛ぶ アクシヨンステー

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①を押し続けると、フアキ,ル

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

ることなくゲームを進めることができ

る.

SaC.1.

7.200円偶1)/タイトー/Hu/91。 1。

25/スポーツ・レース

前作では、ただ敵に体当たりするだけ

だつたが、このグームでは体当たりだけ

でなく、銃による攻撃も可能になつた。

車もポルシェのような車から、フェアレ

ディZのような車になつた。

園
03。503。 403:203.4①3.603.6① 20.6

回    11111::
露のモ…ルス信号 グ■ムを始めたら、

どのステージでもいしヽからポーズをか

ける。そのまま15～ 20分ぐらい待つ

と、モールス信号が鳴る。  
‐

S●3HオJb7~イネス
9。800円 Gll)/八 ドソン/SG/91.2
22/シューティング
SG初の横スクロ,ルシュ■ティング.

巨大な敵キャラかチラうかす動くのは
SGならでは.自動的に敵を攻撃するオ

ブションなど、パワ■アップも強力.し
かし、ゲームバランスは良くない。

中
()3.303.502。 903.4()3。5()3.O019。 6

四
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:0と0の機能
が逆になる. :

SGUH
100800円 偶り)/NECア ベニュー/
SG/990.7。 27/アクション

SG専用版.ゲームセンターで人気を

博した『魔界村』の続編。今回は攻撃に

上突き、下突きが追加されており、より

変化に富んだアクションが楽しめる.武
器の種類も多少変更され、魔法も使用可

能に。

回
α。204。102.903。 804。 203。 9①23.1

回     :
クレジット増加 デモ回口でランボタン

を押し、上、上、下、下、左、右、左、

右、①、①と押すと、クレジットを 1

つ増やせて、最高で9まで増やせる.

難易度設定モード 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‖レ
=,ス

6.500円 偶り)/八ドソン/SG/.89◆
11.30/シューテイング

SG初の3Dシューティングゲーム.



えすじ二せ～えふわんさ

SGの性能を活かし、スプライトをふん

だんに使用した派手で迫力のあるグーム

となつている.武器はパルカンとホーミ

ングミサイルの2種類.『アフターバ=
ナー』のように、ローリングも可能。

回
03.403。 403.O03。 103.403。 2③19.4

口■目    : _|
ミユ

=ジ
ックルーム 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.

残機増殖 ます、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ァの上を1回押

してセレクトボタンを離す.次に、上

3回、右6回、下2回、左2回と押して

ランポタンを押すと、残機を255まで

設定できるシチュエーションモニドに

なる.

SG専用魔勁王グランゾー

ト
6.500円偶1)/八 ドソン/SC/.90。4。

6/アクシヨン
・武器と特殊能力の異なる、3体の魔動

王を操リゲ‐ムを進めていく.ゲーム中

いつでもほかのキャラに変更することが

可能だ.3体を状況に応じて効率よく使

い分けていかないと、クリアできないよ

うになつている。。

回
03.803.603。 203。403。 403。 4③20.6

四
面セレ■デモブレイ.ロセレのやり方は、
電源を入れて:画面が揺れている間に

方向キーを下に4回押す.そして、タ

イトル回口でカーソルがl PLAYER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、面セレクトができる.デモプ

レイのやり方は、画面が揺れている間

に①、①ボタンを順に押し、タイトル

国口で①、O、 ①、ランボタンの順に
ポタンを押す.すると、デモブレイに
なる.

運射になる タイトルロ国で上、上、下、

下、左、右も左、右、①、①と押して

スタートする。
・
するとTURBO SHOT

ACTⅣ Eと画面に現れ、オート連射に

なる。

エナジ‐

5。200円 (別)/日本コンピ三―タンス
テム/Hu/'89。4。 19/アクシヨン

会話、謎解きなどのアドベンチヤー要

素を含んだアクショングーム。超能力の

エナジーボールを使つて敵を倒しなが

ら、先に進んでいく。超能力は、アイテ

ムでノ〔ワーアップすることが可能。

田
()2。 902.902.602.802。 702。 9016。 8

NHK畑 ドラ
6.500円偶り)/NHKエンタープライ

ズ/Hu/。 92.1。 31/シミュレ■ショ
ン                =
2本のシナリオが入つたゲーム。シナ

リオ1は鎌倉幕府の存亡、シナリオ2は

南北朝の大乱がテーマ.戦闘シ■ンはア

ニメ
=シ

ョンで展開し、戦国絵巻さなが

らの雰自気。世界観以外は、特にテレビ

ドラマとの関連はない。

田
03,303。 502。 603.4③ 2。 902。 4③18.0

回              :
第21日から始める タイトル回口で「新」
にカーツルを合わせて、セレタトを押
しなからランか①を押すと第2部から
始まる.          :

2Pモード タイトル回口で「新」にカー

ソルを合わせて、①を押しながらラン

か①を押すと2Pモードで遊べるよう

になる。また、①とセレクトを押しな

がらランか①を押すと第2部を2Pで遊
べる。

=7=ラ
アンド、ジリォ:フ

ジ・エンブレムフロムダ■
タネス
ア.200円 偶1)/ブ レイン・グレイ/
CD/℃ 1。 12。 13/RPG・ アクション

ひかわ玲子さんの小説が原作。OVA
になつたシナリオをゲーム化したもの

だ.主人公は魔法使いのエフエラと剣士

ジリォラの2人組の少女.敵と戦うイベ

ントシーンと、ストーリーが進むイベン

トシーンで構成。

回
()4.003。 803.403.2C)3。 503.6()21。 4

田
ビジュアルデバッグ 著作権の表示画面

で、左下、セレクト.①、①を同時に

押す6すると、ビジユアルシエンの選

択画面に切り替わる。数字を方向キ

「の上下で変えて、①で決定すれば、ゲ

■ム中のビジュアルを自由に楽しむこ

とができる。         ■

F‐ 1 01RCuS
6,900円偶1)/日本物産/Hu/'90:9.
14/スポーツ・レース

縦スクロール型のレースゲーム.特徴

はマシンのセッテイングが細かいという

こと.天候や周回数、サーキットなどに

合わせて、ハンドル、プレーキなどをセ

ッティングしなければならない。  ■
田
03。603.403.703。 9Q4。 103。 6③22。 3

m
コースセレクト ワールドチャンピオン

シップを選び、チーム契約画面で①ボ

タンを押しながら①ボタンを押す。す

るとコースセレクトができるようにな

る。

スピリット変更 ノくスワードが表示され

ている国口で、①ボタンを押しながら

①ボタシを押す
`ル・マンモードに鱗 |タィトル国口で、

方向キーの上と①、①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

ーの下を押しな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

なり、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 モードセレクト

画面でワニルドチャンピオンシップを

選び、ネニム、チニム、スピリットを

適当に決める.そして、メニュー画面

になつたらCOURSEを選択し、

COURSE選択画面が出たら①ボタン

を押しながら①ボタンを押す.すると、

もう一度チ三ム選択画面になり、今度

は12チームの中から自由に選択でき

るようになる.

いきなリエンデイング ネームエントリ

ーで名前を入力する。そこで、聯冬」に

カーソルを合わせtセレクトボタンを

押しながら①ボタンを押すと、いきな

リエンディングが見らねる。

必ずポールポジション PRACTICEを 選

び、2周目のコールのときにゴールラ
インの上で止まるよそして、タイムの
文字が黄色になつたら①ボタンを押し
て通り過ぎ、残り1周はキヤンセルか

リタイアする。すると、タイムが4。88
秒になり、ダントツの1位になれる。

隠れキャラ タイトル画面で、方向キー

の上と①、①ボタンを押しながらラン

ポタンを押す.そして、ワールドチャ

ンピオンシップを選び:チーム選択ま
、でいく.ここでチ■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年目はリヤカーがti 2年目

はオバケのQ太郎が、3年目は赤いり

ヤカーが出てくる。
:4年

目以降はその

繰り返し。

天候が自由に変えられる コース選択画

面で、方向キーの上を押しながらセレ

クトを押すと晴ねになる。右を押しな

がらセレクトを押すと曇りになる。下

か左を押しながらセレクトを押すと雨

になる。

フェラーリでブレイ 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、フエラーリのマシンでレースが

できる。

すぐに発進する レーススタニト直前に

①を押しながら上を連打すると、スタ

ートと同時に発進する。

デモ早送り F‐ 1マシンがトレーラーか
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えふわんさ

ら降ろされるデモは、セレクトを押し

な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、上を押すと画面が早送りにな

り、下を押すと一時停止できる。メッ

セ=ジ画面では右を押すと早送りでき

,る。

卜 l CIRCuS.01
6.900円偶り)/日本物産/Hu/091。 70

12/スポーシ 0レース

ドライパーの移籍や、新チームの参戦

によるデータの変更などがなされてい

る。また、操作の練習ができるトレーニ

ングモードやs好きなサーキツトを走る

ことができるフリーアタックモードの追

加など、初心者にはいたれりつくせりの

うれしい内容になつている。

回
03。603。803.903.904。 403。 6023.1

四
全14チームが選べる まずワールドチ

ャンピオンシップのネームエントリー

画面で、名前を入力する.エントリー

終了のマァクにカーソルを合わせ、左、

①、ランを押しながら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なる。

必ずポールボジシヨン どのコースでも

いいから,予選1回目のタイムアタツ

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

赤くなり数秒おきに光るbそのラップ

タイム表示が光つた瞬間に、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な

っている.前進させるタイミングがか
:なリシビアなので、小刻みに前進させ

ると成功しやすい.

決勝ラップが2日になる メニュー画面

でコースを選択し、コースデータ回口

で方向キニの本を押しながら①を押

す。すると音が鳴つてメニュー画面に

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周になつ

ていて、Qタイヤでも走りきることが

できる。

天候を変えられ0 まず、メニュー画面

でコースを選ぶ。そこで、方向キァの

上を押しながらセレタトを押すと晴れ

になる.右を押しながらセレクトを押
すと曇りになる。左か下を押しながら
セレクトを押すと雨になる。

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コースの中か

ら好きなコースを選ぶtデモコースセ

レクト回回が出てくる.デモのレース

中に上、①を同時に押すとスピードア

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

レースでのフア=ステストラップは、

ベス:ト ラップとしてブレイヤーの名前

で記録される.         |
コースレコ

=′
ドを消す インターフ土イ

λスラニタダ夢雰夢:3警薔喜を5顧
①を押すか、または

'セ

ツトしてすぐ
①か①を押し続けるoするこメッセー

ジが面白し`、コースレi― ドを消すこ

とができる画面になる3

名前のお遊び ワールドチャンピオンシ

ップのネ=ム エントリ=画面で、

「ALA:N.PJと入力すると、最初から

FERRALiに 乗れる。また、「AYR丁0
N.SJと 入力すると、最初からMcR
ALENに乗ることができるようになる。

ウォッチモード タイトリレ回口で右とセ

レクトを押しながら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、スタート

したらトンネルの前のヘアビンカープ

の手前でマシンを止める。すると、ほ

かのすべてのマシンがカープでクラッ

シュし、だれもいなくなつてしまう.

あとはだねもし`ないコースを走ねばラ

クに優勝できる。ただしマシンを上め

る位置を合わせるのは難しい.

表示が選く助く ワールドチヤンピオン

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ーの上を押す。

すると表示が速く動く.また、セレク

トを押しながら下を押すと、スクロー

Jレを止めることができる。   ｀
マ

いきなリエンディング ワールドチヤン

ピオンジップとフリーアタックのネー

ムエントリー回口で、方向キーの左上、

①、セレクトを押しながら①を12回

押す.すると、いきなリエンデイング

が始まる。

メニューに戻る ワールドチャンピオン

シジプでセッティングを決定する前に

予選を始めてみよう.そして、スター

トしないでセレクトを押すとメニ三―

回口に戻されてしまう:    
´

=

F‐ l CIRCuS'92
7.400円偶り)/日本物産/Hu/'92.
12。 18/スポーツ・レース

参戦するFlチームやドライパー名が、

すべて実名になつて登場。3つのモード

があり「ワール ドチヤンピオンシップJ

モードでは、マシンを自動的にセッテイ

ングするコマンドもあり、初心者に,親
しみやすいも

園
03●04.003804・O③ 4。303。 0《勁3.9

四             :
オートドライブ機能 :レース中にポ‐ズ

をかけてセレクトを押す.すると、オ

ートドライプになり、コンピユータが

自分の代わりにマシンを運転してくれ

る.

決勝が2日になる 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●シンセ走る セッテンング
回回で、EXITにカーソルを合わせt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

ォルメぎれる:さらiニ シフトあ表示
がサイコロの目に、マシンから飛び散

る大花が爆弾になる。

ラクに予選を通過 予選開始時の回口で、

左とセレクトを押しながら①を押す。

すると予選を走らなくても好タイムで

走つたことになヽ 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 タイトル画面で下を押
・

しながらランを押し続ける.すると、

サウンドテスト回国が現れる。こねで、

ゲーム中の音楽や効果音が聴けるよう

になる。    ・

デモコニスでレース観戦 タイトル画面

で右と①とセレクトを同時に押す。す

ると、チ=ムセレクト画面が現ねる。

ここで好きなチ■ムを選ぶと、デモコ

ース回口になり、レースを観戦できる

ようになる。上下でサーキツトを選び、

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、シフトチエンジが可能.

レースをやり直せる レ=ス中に、上と

セレクトと①と①を同時に押す。する

ともレッドフラッグが出てs何回でも

レースを初めから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①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

キーの上で晴れ、右で曇り、下か左で

雨になる。

F‐1●:RCuS SPECIAL
フ。900円偶り)/日本物産/SCD/。92.

6。 26/スポーツ・レース

ワールドチヤンピオンを目指すモード

や、タイムアタック、専門用語の解説な

ど、全部で5つのゲームモー ドがある。

マシンのセッテイングは、細かい部分ま

で自分でできる。加速やサウンドは迫カ
―

「

9。                     |

呻
03。804。 203.503.8銀 。303。71e23。3
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えふわんち～えめらるど

回
必すポールボジション ます、予選を普

通にスタートする.そして、三ニスを
1周したら、ゴ■ルラインを少し越え

たところで車を止め、そこでタイムの

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

ルボジションを獲得することができる
・

鍍 。

プロロ,グを驚ばせる ゲームモ‐ドセ

レクトの回口で、ワールドチヤンピオ

ンシップを選ぶ。そして、ニューエン

トリーを選んで右とランを押しながら

①を押し続ける。すると、プロローグ

が飛んで、いきなり会長が登場し、ラ

ンダムに登場する3つのチームのいず

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

①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日になる 予選終了後の周回数

を選ぶときに、下を押しながら①を押｀
す。すると、本戦が2周になる:

オートドライ7mt 本戦中、ポーズを

かけてセレクトを押す.ボーズを解除

すると、コンピュータが自車を操作す

る1同じ操作でオートドライブ機能の
,解除もできる。

ラクラク予選通遇 予選中の順位が表示

されている国口で、左とセレクトを押

しながら①を押す.すると、予選1日

目には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週で

きる。モナコなどの難しいコースでも、

このウルテクでポールポジションが獲

得できる.

天気、路面温度が変えられる :天気、路

面温度とも予選前のコースコンデイシ

ヨンの画面でコマンドで入力できるよ

うになる.天気は、セレクトと①を押

しながら上を押すと晴ね、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、①を押

しながらセレクトを押す。すると、セ
レクトを押すたびに不規則に温度が変

化する.

コニ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lagの ON、 OFFができ

る.

F‐1マシンがCカーになる テストドラ

イブモードのセッティング画面で、セ

ッティング終了後にE測T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、F‐ 1マシンがすべ

てCカーになつてしまう.

卜1チームシミュレーション
プ■ジェタトF
6.980円 (別 )/日本テレネット/
SCD/.92.94/シミュレーション

F‐ 1のチーム運営をシミュレ‐卜した

ゲーム.ブレイヤーはF‐ 1チマムの監督

となり、コンストラクターズ・チャンピ

オンを目指す|マネージメント関係や、

マシンの開発、レースの作戦など、細か

い指示を出せる。

田
()3。 8∈∋3.903.403.3《 )3.4く )3.3()21。 1

回
スキップコマンド レ=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 レクトを押しながら、

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、あっという間にレースが終わつて

しまう.

F‐lDREAM
5」(D円側 )/NECアベニュー/Hu/
089。

8。25/スポーツ・レース

街道レーサニからF‐ 1レーサーになる

までの、サクセスストニリーをゲーム化.

街 道 レー スでお金 をためて 、 F‐

3000‐ F‐ 1へとステップアップしてい

くという、異色のストーリニ展開が魅力。

回     11
(D3.303.203.303.203.6C)3.2()19e8

囲
楽にポイントを得る F‐3000か F‐ 1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.そこでパスワー

ドを取つてからリセットし、そのノtス

ワードを入力する.すると、リタイア

したはずなのにポイントを得ている.

最強パスワート パスワード入力画面で

「BBOBD MFHMD AAAA: H:::
□□□□□  7□ ABC DEFG□
VVVV□Jと入力すると、最強状態で

F‐ 1の 12戦から始まる。

最強F‐3000パスワード バスワード入

力 画 面 で 「 ABCAP COM□ □
BBBBA ABAAP PKKKK PAAAA
AAAAA A好 いAJと入力すると、メ

カニックなどが最高でいくらでもお金

を使える状態でF‐3000から始められ

る。

卜1トリ1カbJlトル
6。300円Gll)/ヒ ユーマン/Hu/.89。
12.23/スポーツ・レース

その名の通り3人同時にレース可能な
ゲーム.しかし、それだけがこのグーム
のウリではない。タイヤのセッティング

から、エンジンのセッティングにいたる
まで、細かい設定も魅力的だ。

|「1塵コ歴ヨ医菱l      .

i03。003。 203。 103e103。 403。 5019。 2

回
サウンドテスト ′tスワ

=ド画面にして、

| 一番下の段に「TESTAJと 入力する.i

そして①ボタンを押すと曲が聴ける。

いきなリエンディング バスワード入力
画面の一番下の段に「MASUDAMA
SA丁oJと入力すると勝つたときのエ
:ンディング.FONOZAK:TAKESH日
と入力すると負けたときのエンディン

グが見らねる.

ウオツチングモード テストランのスタ
ート時に、方向キーの左、①、①を同:

時に押す。すると、マシンをコンピュ
ータが操作するウォッチングモードに

なる。    ‐

同じドライバ…で遊べる パトルモード
で2人以上のCOMと対戦するとき:‐

COM全員分同じドライパニを選ぶこと

ができる。  ・

F‐l PILOT  :
6。 300円 C811)/パック・イン・ビデ

オ/Hu/.89。 3。23/スポーッ・レ=
ス

画面はFolドライバーの視点から見た

景色を映し出す、リアル指向のレースゲ

ーム。RPC要素がプラスされている。

巨大で無意味なパックミラーが特徴的.

`ゲ■ムは淡々と進んでいく。|

1田
02。902。 802.502。 802:903。 l①17.0

回
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①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
:選べるようになる.

つられて止まる パツクミラーに後ろの

車が映つているとき、急ブレーキをか

ける。このとき、常に後ろの車がミラ

ーに映つている状態を保つ.すると、

後ろの車もつられたように止まつてし

まう。

エメラJレドドラゴン
フ.800円偶り)/NECホームエレクトロ
~ク

ス/SCD/94。 1。28/RPC
龍族の青年アトルシャンと人間の少女

タムリンの交流を中心に、壮大でドラマ

テイックなス トーリーが展開するRPO.
移植にあたり、1パソコン版でユーザーに

不評だつた部分を大幅に改良。シナリオ

も追カロ・修正されている。

田
04。804.504。 304。 204.504。 1026:4

回
簡単に金もうけ 所持金が100～ 199_



えるでいす～おぼうちゃ

ノUレスの状態でカジノヘ行く。そして、

スロットマシーンを選び、スロットを

回転させるだけでもなんと所持金が

1677万ノUレス以上になる。

薔告画面が見られる ゲーム起動中、セ

レクトとランを押し続けると、システ

ムのパージョン違いの警告口国が出る.

メモリーベース使用 メモリーベースを
‐
接続し、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

モリーベースのデータ転送画面になり、

ランで項目の選択、上下でメモリ
=ベ

ースのぺニジを選択し、①で選択項目

を実行する。これであらかじめセープ

してある月1ゲ‐ムのデータ転送もでき

る。

エルデイス
6.500円 (別)/日本コンピュータシス

テム/CD/.91。 4。5/シューテイング

このグームの特徴は、何といつても自

機や敵がしゃべりまくること。自機はア

イテムをとることにより、フ段階にノ〔ワ

ーアップするこさらに、3種類のオプシ

ョンを装備することで、多彩な攻撃が可

能となつている。

中

()4,103.7(∋ 3。4運動3.503.503.8《 )21。9

四
デバッグモ=ド 難易度を選ぶ画面で①、
`右、左、①、上、下、①、①、①、①
lの頗に押す.すると画面がデバッグモ

ードに切り替わり、無敵の有無、ステ

ージセレクト、オプションの選択、自

機のパワー、残機設定、バリアースト

ック、ミュージックセレクトなどを自
_由に選択することができる。

お
オ…ダイン
60800円 偶J)/ナ ムコ/′ 卜1じ ./`39。 9。

8/シューテイング

2P同時プレイ可能なシューテイング

ゲ■ム。敵を倒すと出現するお金を貯め

て、_シ ヨップで買い物をしてパワ,アッ

プすることができる。業務用のウリだつ

た派手な演出はここでも可能な限り再現

さねている。

国 謂

04.203。 903.403。 903.703.5③22。 5

四
かなちゃん&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

なちゃん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=ムを

1 スタートすれば、オレンジ色の機体に
:乗つた、かなちゃんを操つてゲームを

することができる。このモードでは最

終面をクリアすると、かなちゃんの登

場する別ノヽニジョンのエンディングが

見られる.テストモードは、まず、タ

イトル画面で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①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(ラウンドセレクト

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

ラウンドセレクト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

スタートすれば、好きなステ■ジから

始めることができる)、 自機のストツク

数の変更 (1～ 10機)、 トリガーのマ

ニュアルか連射かの選択ができる。ま

た、スイッチテストという項目があり、

パッドのどのボタンが押されているか

を画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

～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うている.

テストモードの各項目は、セレクトを

押しながらランを押すことで切り替え

る。

その場コンティニュー ゲームオすバー

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

所から復活。

後ろにワイドプラスター アフタニフア:

イアーを装備して、空中インがくるの

を待つ。アフターフアイアーを発射す
.

ると同時に空申インに入り、ワイドプ

ラスターを買つて出るとワイドブラス

ターが後方に撃てる.

乱入する マルチタツプにパッドを2つ
。付けて、1人用を始ゅる.グ■ム中に
どちらかのパッドのランを押すと(2
人同時プレイになつてしまう。

オーバーライド
6.500円偶1)/データイースト/Hu/
.91.1.8/シ

ューティング

自機がホバータンクのオリジナルシュ

ーテイング。アイテムを取ることによっ

てオプションを装備することができる。

ショットを撃たずにいることにようて、

ため撃ちが使用可能になる。

暉
03。303.103。 303.603.502◆ 9019。7

岬
ステージセレクト タイトル画面で10
回リセットする。そこで上、セレクト

を押しながらランを押すとステ
=ジ

2、

右、セレクトを押しながらp~iンを押す
1と

ステージ3、 下、セレクトを押しな

がらランを押すとステージ4、 1左、セ
レクトを押しながらランを押すとステ

―ジ5、 右上、セレクトを押しながら

ランを押すとステージ6がそれぞれ始

まる.            :
サウンドテスト タイトル画面で10回

リセツトする.そこでセレクトを押し

ながらランを押すと、サウンドテスト

になる。

無敵コマンド まず、タイトル回口で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、①、セレク

ト、ランを押し続ける:成功すれば自

機が無敵になる。  ■1  11・
いきなリェンディング ますIタイ:トル
画面で10回リセットする。そしてタ
イトル画面で左上

「
①:①、セレクト

を押しながらランを押すと、,いきなり
°
エンディングになる。

オーロラクエストおたくの

星 座 IN ANOTHER
WORLD

8。800円 (別)/パ ック・イン・ビデ

オ/SCD/393.12。 10/RPC
フアミコングーム『おたくの星座11を

大幅にリメイタ。シナウオit裁加えt

ビジュアルシエンも追加された.オ‐ロ

ラ5人娘に支配された未来の宇宙に男の

威厳を取り戻すべく、主人公のおたくが

立ち上がる。

田
()3。 703。102.902.9罐 )2.8α )2.9(D18。 2

回
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1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 フイール
‐ドの移動中ならどこでもいいので、ラ

ン、上、下、左、右、①の順に押す。

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、

セープをすることもできる・
:

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、

敵が出現しなくなり移動速度が速くな

る。

オペレーション・ウ

'レ

フ
ア・aЮ円傷り)/NECアベニュ■/Hu/
.90◆

8。31/シューテイング:i

画面に現ねる敵をマシンガンで倒す、

ガンシユーテイング。ゲーム中に出現す

るアイテムで弾やライフを補給して進ん

でいく。時々民間人が出現するが、誤つ

て撃つとライフが減つてしまう。

中     :
()3。 603.203。 0(D3.3罐 )3.603。 6()20。4

おぼつちゃまくん  :・

61800円侶1)/ナムコ/HUノ℃‐
1:3。

5餞11



か―どえん～かいぞうち

15/アクション

横スクロール型のアクシヨングーム.

このゲームのウリは何と言つても、豊富

な茶魔のポーズに尽きる。どのポーズも

役に立たないものばかりだが、中にはな

くてはならないものもあるのだ。

回
03。903。 003.O03。 2(D2.8()3。 3③ 19.2

‐
か

カードエンジェルス
8。800円偶り)/フジコム/SCD/'94。
12。9/テーブル 0カードゲーム

メインのグームはプレイヤーが主人公

の3人娘となり4種類のカードゲニムで

女の子と対決するというもの。また「フ

リープレイ」では、対戦相手をメインの
:

ゲームでクリアー済みの女の子の中から

選択してブレイすることができる。

田
03。Ю 3。203110333① 3。403.3③ 20:2

四
女の子のデータを見る パスワニド入力

画面で、全部を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t

次の女の子のデータが表示される。

隠しビジュアル ノtスワード入力画面で、

ジョーカー、ジョーカーのAと入力す

ると、隠しビジユアルが見られる。こ

のビジユアルは方向キァの上下でスク

ロールする。

ゲームを選べる 対戦ゲニムが決まつた

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

の関係は下の表のとおり。

さらに脱がせる LEVELを HARDにし

てゲームを始め、グームに勝つて女の

子の服が点滅したら、①と①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
5.500円偶1)/日本コンピュータシス

テム/Hu/.88.9。 23/シ ミュレーシ

ョン

パソコンからの移植でストーリー重視

のフアンタジーシミュレーション。ブレ

イヤーは光か闇のいずねかを選択し、敵

の領地を占領していく。シナリオは全

ゲーム ボタン

ポニカー セレクトと上

ブラックジャック セレクトと右

スピード セレクトと下

ババ抜き セレクトと左

542

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+①十①

キャラクタの形が変化 左+セレクト+①十①

魔法選択のとき

ミュージックセレクト 下+セレクト+①

30章.

回
03。303.503。 103。 3① 3。403.4③ 19。9

囲
5大隠しコマンド キヤンペーンモード

のユニット選択のときに、上の表のコ

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番

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。

改造町人シユビビンマン

50200円 (別)/日本コンピュータシス

テム/Hu/.89。3.18/アクション

軽快な音楽とユニークな音声合成が印

象的なゲーム。音声合成はよくできてお

り、「いくぜ!」「いくわよ!」 といつたせ

りふがクリアに聞こえる。2人同時ブレ

イでは協カシュビビームという合体ビー

ムを撃つことができる。

回
()4。 003。 703。 303.3()3.5()3。 4(D21.2

回
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、セレクト、ランと押す

と、ポス面までワープする。同じよう

に、右、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、①、セレ

クト、ランと押すと無敵になる.今度

は,ブレイヤー選択画面で、セレクト

とランと①ボタンを押しながら①ボタ

ンを押すと、同じキヤラ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人用を選ぶと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。

人シュビビンマン2
6。600円偶り)/日本コンピュータシス

:

テム/Hu/。 91。4.27/アクション

人気ゲームの続編。前作はおちゃらけ

路線だつたが、今回はがらりと変わつて

シリアスになつている。2人同時プレイ

も健在で、協力し合えば協カシュビビー

ムも当然撃てる。今回はキャラによつて

シュビビームに違いがあるのだ。

園   :
04。303。803。403。 7①3。 803。6022.6

四
ライフ回復コマンド ゲーム中にライフ

が減つてきたら、ポーズをかけて左、

セレクト、①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。:

サウンドセレクト まず=度クリアする.

回向に「TO BE CON■ NUEDJと表

示されたら、セレクトを押しながら、

方向キーの上か下を押す。方向キーを

押すたびに曲が変わる。

頭からシユビビーム ビームチャージし

てジャンプし、ジャンプ中に上を押し

ながら①を離すと、頭からシュビピー

ムが出る。

2人同時操作する パッドひとつの接続

で2P側でスタートすると、2人を同時

に操作できる。

ビームでふっ飛ぶ 味方にシュビビーム

を当てるとふつ飛ばされ、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

たらビルの下にわざと落ち、しばらく

自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

ボスとの戦しヽこ専念できる。

手押し車復活 1面の最初の工事現場で、

工事人ロボットが回回外に出たあと左

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面スタート時の変身前に

方向キーの上を押すとポーズをとる。

改造町人シュビビンマン3
異界のプリンセス
60800円 偶り)/日本コンピュータシス

・

テム/CD/'92.2.28/アクション

PCエンジンオリジナルの人気シリー

ズ。前2作はHuカー・ドで発売された。

CD‐ROMになつたことによリビジュア

ルシーンが盛り込まれ、ストーリー性が

豊かになつた。シリーズの特徴である2
人ブレイも健在.

園
04.504。 103。 9⑬3。903.803.6⑬23.8

四
デモを早送りできる デモが流ねている

間に、方向キーの上下左右のいず机か

を押し続けるとデモが早送りできる。



がぃふn―～かぜのでん

ただしこのとき音は消えてしまう。

OMAKEモード まず、ァ度ゲームをク

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、オブシヨンを

選ぶと、OMAKEモードが選べるよう

になつている。OMAKEモードではユ

ーザーたちから寄せらねた「シユビビ

ンマン」のイラストや、4コマ漫画を

見られる。

オブションモードの追カロコマンド マル :

チタップを付けて、2Pパッ:ドの下、① :

を押しながらlPパッドのランを押し

続けてシステムを記動する。そのあと

でオブションモー ドを選ぶと、

OMAKEモード、ステージセレクト、

ビジュアメレセレクトの3つのコマンド

が新たに加わつている3 ■  i
すぐブレイヤーセレクト: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、すぐにブレイヤー

セレクト回口になる。    ・

2人同時で無敵 マルチタップを接続し

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人が重なつていると

きにシュピビームを撃つと、数秒間無

敵になる。

ガイフレーム′

50800円偶1)/日本コンピユータシス

テム/Hu/'90。 1.26/シ ミュレーシ

ョレ′ _

数々のリアルな設定と斬新なアイデア

が魅力のSFシミュレーシヨンL RPG要

素を含んでおり、特に情報収集は重要な

作戦の1つ。また、主人公はクリスタル

を集めることで魔法攻撃が可能。

田
()3e303。 103。 103。 1∈)3。 503。 1(p19.1

鏡の国のレジエンド
60750円 偶1)/ビ クタ言音楽産業/
CD/.89。 10.27/ア ドベンチヤー

誘拐されたアイドルの酒丼法子ことの

リピーの行方を追う。ゲーム中にのリピ

ーが歌う歌がヒントだつたり、プレイヤ

ーの名前を肉声で呼んでくれたりすると

いうフアンには涙もの。CDl曲 目の警

告ものリピーの声だ。

|||liiillllli::il111111111`                                                                                 :

04.304。 20364③ a8③3.70a7③ 23.2

"歌をとばす のリピーが歌つているとき

にランボタンを押すと、歌をとばすこ

とができる。

デパッグモード タイトル画面で、①を

16回、.①を16回押してさらにランを

押そう.するとデパツグモードの画面

が現ねる.

かなピーがくやビーに このゲームで普
:通 tゲームオーバーになるとのリピー

が出てきて「かなピー」を連発する。

しかし、ホイリングパツトに吹き飛ば

されてからケームオーバーになると、
のリビニの回口も変わつて、「くやビ

=」
を連発する.

のリビニEEE 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「のりびいここうざJと、入力

してみよう。するとsのリピーが先生

になつて、のリピー語をクイズ形式で

教授してくれる。     1
うらないのりE― まずデパッグモード

にして名前登録で「うらないのりびし」

と入力してみよう。なんと、のリビー

と相性占いができるようになる。

再生で懇られる このCD‐日OM2ソフト

をCDブレイヤーで再生してみよう.

するとヽ「こら
=! 

だめよ―。これは

CD‐ROM2用のグームソフトよ: この

まんま再生してたらダメになつちやう

んだから! な一んてどうもありがと

う。でも、こねは、ゲームをやるため

のものだから、ちゃ一んとCDlROM2
を使つてゲームしてね。じゃ、グーム

の中で会いましょうねJとのリビニか

らのメッセニジが聞ける。

スタートボタン このグTムでは、「のり

ピーのROM2講座」と称して、ゲーム

の基本的な操作をのリピー先生が教え

てくれるどここで、のリビー先生は重

大なまちがいをしていた。なんと,1ラ

ンボタンをスタートボタンといいまち

がえてb16のだ。

構闘覇至伝説アルガノス

70800円偶1)/イ ンテック/SCD/
'94。 1.28/アクション

10人のキヤラが使用できる対戦型格

闘アクシヨン。10人のキャラそねぞれ

に違うストーリーが用意さねたストすリ

ーモニドが特徴となつている。パトルモ

=ドでは2人対戦も可能。操作方法はオ

ーソドックスなタイプだ。  ・
呻
()334延勤2.903。 3(D3。 303。 8C)2。 8019.4

囲
マップセレクト マルチタップを用意し

て、2Pにもパッドを接続しておく.そ
してバトルモ=ドを選んでキャラ選択

画面にする。lP側は適当に選び、2P
側の選択時にlP側のたと①とラン、

2P側の右と①を同時に押しながら、

2P側のランを押し続ける。するとマッ

プセレクトロ回が出現。

麗

8.600円偶1)/ナグザットィSCD/.94:423/ア
クシヨン  :

"Cエ

ンジンオリジナルの忍者アクシ

ョン
`簡

単な操作で、ダツシユ、′スライ

デイング、前・後方への回転など多彩な

アクションができるのが特徴。攻撃も同
一の操作で敵との問合いの違いにより3

種類に切り替わる。

□       ・
04。303。 703.0疑 D3。 6曖)4。 2受)3。 l③21:8

四
隠し必殺技 受けたダメージが4以内の

状態で①を押しながらセレクトを押す

と、大柱の隠し必殺技を出せる。

隠しキヤラでブレイ どのモードでもい

いからグームをクリアして、エンディ
ングが終わつたらランを押してタイト

ルに戻る。すると、オブションにブレ

イヤータイプの欄が増えていて、女の

子のマイキヤラが使えるようになる。

日のほ税ザナドウ
7。 800円 (別 )/日本フアルコム/
SCD/'942。 18/RPG・ アクション

日本フアルコムが同社の人気パソコン

グームを自ら移植。邪龍ダルダンデイス

と勇者の末裔アリオスとの戦いを描く。

戦闘は、フイールドではトップピユータ

イブ、ダンジョンの奥で|まサイドピユー

タイプとなつている。

回  :
04.504。 3041004。 1(D4。204。1(D2562

四 i

デバッグモード ゲームをスタート:して

「はじめから」を選ぶ。そしてメモリー

スフイ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、港の南東に告機能こと
の看板が出現する。ここでは、ビジ

=アルセレタト●アタシヨンパニトたけ:ブ
レイできるモード、HPが高く金持

ちの状態でブ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人同時ブレイ :マルチタップを用意し

て、.2Pにもパッドを接続しておく.ア
クシヨンパ下卜をブレイ中、画面二年
仲間がいる.ときに2P側のランを押す,

するとt仲間を2P側で操作できる:

EOEHザナドゥエ
9。800円 (別 )/日本フアルコム/
SCD/'95。 6。 30/RPC Oア クション

前作から3年後の世界が舞台。経験値

やレベルが存在しない、熟練度による成

長ンステムゃ、見下ろレ画面でのアィン
ョンは今回●健在oまた、ボス戦での横

スクローメレジーンがなくなり、演出と格

闘ゲームのようなアクションが強化され

た。

中
α 。704。 703。 704。 l③4。3a:4③ 24。7

四
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①を押し続けてタ

.543



かだつしゅ～から―うぉ

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①を押
しながらランをおす

`す
ると2P側の

キャラが連続でタメ攻撃を出せるよう
になる。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

ふみつけ攻撃。ジヤンフ中に右下と①‐
を同時に押すと、空中から敵を踏みつ
:ける。もう1つはプレッシングパリア

:二:下、右下、右、右上、上と①を同

時押しのコマンドで無敵のパリアーを

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。

いきなリブレミアムモ‐ド ます、タイ

トル画面でスタートを選ぶ.そして、

データがセープさねていないファイル

にカーソルを合わせ、セレクトを押し

′ ながらランと①を押す.すると、通常

はクリアしないとできないブレミアム

モードを、っいきなリブレイできる。

カグッシュ
1 66600円

Gll)/タイトー/Flu/91。 1。

18/RPG・ アクション ::

キャラクタが大きめなこのグニム。そ

れを生かしたアクションが要求される.

なぞは解けたが敵にやられて進めない。

なんてこともあり得る。アクショングー

ムの得意な人向けのグームだ。

回  :
`00.700.503.503。 703:7036021.6

m
最初からレベル20に 普通にスタート

させて、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になつている。で

も、たしかにレベルは高いけれど、ゴ
:l=ル ドや持ち物はスタ■卜時と同じく

何も持うていない。だから、なるべく
魔法を持つ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ブレ

イしやすい。

最初からレベル20に 名前登録画面で
1名 前を「ちょびん」と入力すると(3

面からレベル20で始まる.また、名

前登録画面で「りんりんJにすると、

4面からレベル20でスタニトする●:

宙に浮く 2Pでスタートして、下に降り

る。ツタのあるところで1人はツタか
ら離れて立うたままで、もう1人はツ
タにつかまらないようにギリギリまで
ツタに近づき、そこでツタに向かつて
ジヤンプするとツタを飛び越して自に

浮く。           1
前後に攻撃 僧侶で立つて攻撃し:方向
キーの左右を連打すると前後に武器が

1伸びる。

名前がない? 名前登録回口でなにも入

力しないで「おわりJを選ぶと「なな
し」という名前になる.けすむ」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.

カツトビ:宅配君   :
0.印円側 )/トンキン八ウス/HI/
.90。

11。9/アクション
｀

頼まれた荷物を配達するという、:前代

未間のアクシヨングーム.敵か味方かわ

からない、町の人々の攻撃(!?)を 避けな

がら荷物を無事に届けるのが目的.新し

物好きな人に向いているソフト6

園
03.403.1021903.O03。 103.7t01912

囲
タイムが増える 普通にゲニムをスター

トし、荷物を受け取らずにいる。そし
て残リタイムが0001秒になつたら運

送屋に戻り、すぐに運送屋から出よう。

すると、残リタイムが9999秒になつ

ている.         :  :

カトちやんケンちゃん : ‐
40900円 (別)/八 ドソン/Hu/.87.
11。30/アクション

コメディアンの2人を主人公とした横

スクロールのアクショングーム.とにか

くキャラの表情がリアルなのが印象的.

ゲーム中の仕掛けに何らかの動作をする

ことで|さまざまなことが起こる3.:
圃
04。 103。 303。 103.303。 203。0020。 0

囲
ハンマーヨングの法則 ハンマーヨング

を蹴るとき、走つているスピードが速

いほど高得点になるが、最高速だと

lUPになる.

エレベーターで硬直 エレベーターに乗

つた瞬間にしやがんだリキックをする

と、・そのポ=ズのままでエレベニター
が動いてしまう。

カプキT刀涼談     :l
フ。800円Glj)/八 ドソンれ /.95.2。

・

24/格闘アクション

『天外魔境 風雲カプキ伝Jの外伝的
な格闘アクション.COM相手に勝ち進
んでいく「ストーリモー日、2人対戦の 

‐

「VSモード」、体力がなくなるまで何人

倒せるかを競う「ライフアタックモー岡
の3つのモニドがある。      :
回
03。903。303。0嘔D3.303.302。 0(D19。 6

田
ガープ菫場 グームモードで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、

ガープが選バるようになる.

ラダ・エム●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 l

ダ・エム・アンクを選べる.ラダ・エ

ム・アンクの必殺技は下の表のとおり。

カラ‐ウォ■ズ
7。200円 (別)/ココナッツジヤバン/
CD/'92.7。 10/パズル      t
4色のボールを使つた立体オセロ。

16本のビンに4段までボールを積むこ

とができ、自分のボールで縦、横、斜め

に相手のポールを挟むと自分のポールに

できる。最後に一番多く、自分のポール

が残つている人か勝ち。

回
《)4。 103。 400。003.303。 503。 8(D21｀。1:

囲  _1     1‐

クリアコマンド ゲーム中自分の順番に :

なつたら、上と①と①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、次に一

手置くだけでt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 :

いとできない。・

ステージセレタト モ=ド選択国口でア

ドベンチャーモードを選んで、「NEW
GAMEJを選択する。名前を入力して

「おわり」を選ぶとビジ三アルシーンが

始まる.このビジュアルシーンが流ね
ているときに、セレクトを押しながら 一

ランを押し、そのままセレクトを押し

続ける。するとステ‐ジ数の表示が現
れるので、:方向キニの上下で数字を変 ・

更して①で決定する.そうすれば、好

ラダ・エム・アンク必殺技

エレメンタメレスパーク 右も下、右下+弱バンチ

サッキュバスタ= 左にタメ、右+蒻キック

グランドスマッシャニ 下、右下、右十弱バンチ
:☆ソウルクラッシユエクスプロージョン 左、左下、下三_右下|:右t右下、下、左下、左十弱バンチ

注:コマンドはキャラが右向きのもの。左向きの場合は左右の入力が逆になる。また十の記号は,ボタンを同時に押すことを示す。技名の前に☆の
ついているものは超必殺技であることを示す。
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がるくらい～がんへつど

きなステージから始めることができる.

ただし,こ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、

ほかの面をブレイしたい場合には、リ

セットをかけるなどして、モニド選択

のところからやり直さなければいけな

い .

ガルクライトTDF2
7.800円 (別)/パ ック ◆イン・ビデ

オ/CD/.91。 1.25/シ ミュレーショ

ン     :
突如襲来した宇自怪獣と、地球防衛軍

tTDF)の戦いを描いたキヤンペーン型戦

略シミュレーション。TDFのユニットの、

3機のガルアタッカ=は合体して巨大ロ

ボ、ガルクライトになれる。

回
03.503。 503。 103。 203。503。5020.5

カルメンサンデイエゴを追え:

7.200円 (別)/パ ック。イン・ビデ

オ/CD/90。 3。30/ア ドベンチヤ=
探偵になつたばかりの主人公がs世界

各国を飛び回うて悪の組織を追う。悪の

組織の女ボスは世界各地の財宝を専門に

盗んでいる.世界中の30の都市のひと

つに潜む女ボスを逮捕することが最終日

的となつている。

□
03:OID3.20/3。 0(D3ら 202.803:0018。 1

目目

“

■‖2    1
6。900円鋤 /八 ドソン/AC/394.3。

12/格闘アクシヨン

業務用s NE000EO版ともに大ヒッ

トした格闘アクシヨン.派手な必殺技と

スピーディな試合の展開が魅力.アーケ
ードヵ=ド発売と同時に移植された専用

ソフトの第1弾。2ラインバトルなどが

忠実に移植されている.   i
田
O.303.804.103.904.103。 4023。6

四
楽に必殺技を出す 必殺技 (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。          .
キーコンフイグ画面ヘ キヤラクタ選択

画面で、キャラクタを決定した後に上

を押し続けると、キーコンフイグ画面

に行く。

目目謝醐税SPEC:AL
6.900円 (別)/八 ドソン/AC/`94。
12。2/格闘アクシヨン

餓狼シリすズの第2弾。登場キャラが 1

2人増えて15人へとパワーアップした。

連続技が使用できるようになり、その中

に組み込むことができる超必殺技もあ

る。ウル技を使うことにより最強の格闘

家リョウ・サカザキが出現する.

回
04。 103.903:803.703.903。0022。 3

四
リョウ0サカザキが使える ます、マル

チタップを接続して、2Pにパッドをつ

なぐ。次に,1電源を入れてオープニン

グデモが始まつたら、すぐ2P側の方

向キーの下とセレクトを押し続け、囲

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

ぶと、リョウが使える.

川のぬじ鈍り自然派
6。900円 (別 )/パ ック・イン・ビデ

オ/CD/9233。 27/RPC
フアミコンからの移植.PCエンジン

版はCDの特性を生かし、川のせせらぎ

や鳥のさえずりなどの自然音が立体音響

で楽しめる。経験値は山の動物を倒して

稼ぎ、お金は釣つた魚を売つて稼ぐとい

うシステムだ.

回
03.6031603。 203.O03.1lGX365020。 0

‐

1llllllllllill                                                    i

′1グつて止まる ウキを投げるときに、

①と①を同時に押すと、バグつて止ま

る.

タダで泊まる お金がないときに宿屋ヘ

行つても泊めてもらえる.

がんばれ:|:■レフJf―イズ
5。300円鋤 /日本コンピュータシス

テム/Hu/89。 3.28/スポーツ 0ゴ

ルフ

マルチタップで最大4人まで楽しめる

ゴルフゲ■ム。コースは3種類用意され

ていて、有名なコースをヒントにデザイ

ンされている.モードはトーナメント、

ストローク、:、 マツチの3種類.

園
03.202。 003。 003。103.103.1018。 5

田
最後と音と風きらい 名前を適当に入れ
、て、会員番号を「さいこみたいJと入

力すると、エンディングが見られる.

同じように「うしくん」と入力すると

サウンドテストに。また「かぜきらしJ
としてエンドを選び、会員番号を空自

にして始めると風を0にすることがで

きる。

キャディさんをナン′ヽ コマンドセレク

トの画面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

ねるが、これを何回もやつてみよう.

すると、とんでもないことをいい出す

ようになる。

蹟水が上がる まず,トーナメントを選

ぼう。18番ホールを終了すると、成績
:発表の日国が出て、そのあと続けるか

どうかを選択する日口になる。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.     1

ガンヘツド  :
50800円側)/ハ ドソン/Hu/389。 7。

7/シューティング

同名の映画が原作だが、内容に関して

は関連がなく、一連のキャラバン認定の

シューティングゲームと同様、ノヽリバリ

の縦スクロールシューティングに仕上が

つているこパワーアップも強力で、=そう

快感が存分に味わえるc: |   ■

国菱劃目 :

04。004。 103。 904。 204。103β③24。 1

田    .

8方向ショット I番かV番の武器を最

高状態にして、ボムのストックを0に

する.そして、あとはひたすらジェル

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.こねを取れば8方向シヨッ

トを装備できる。        1
ミュージックセレクト タイトリレ画面で、

セレクトを押しながら方向キ■のなと

右を交互に 10回ずつ押す。するとミ

ユージレクセレクト画面になり、方向

キーの左右で曲を選び、①ボタンでゲ

ーム中の音楽が聴ける.    =
面セレクト:タイトル画面で、セレクト

ボタンを押しながら方向キーの左と右

を交互に10回ずつ押してミュージッ

クモ=ドにする.そこで、①ボタンを

1回、①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、面を選んでスタートす

るときに、①ボタンか①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個に増え、しかもその場から
コンティニュー機能付きで始めらねる

ようになる。

無敵モ■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.すると回口が消え、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なる。

レベルセレクト タイトル画面で、セレ

クトボタンを押しながら①ボタンと①
ボタンを交互に10回ずつ押す。する
と「NORMAL D00」 と「HAR,D
HUMAN」 のいず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「SUPER MAN:A」 が増え、

また繰り返すと「GOD OF GAME」
が増える。

いきなリエンディング タイトル画面が

出たら、すかさずランを連打するか、
ジョイパッドのスロ■スイツチを入れ

る。タイミングが合えばェンデンシグ
が始まる。

隠れポ,ナス 1面のポスが出現したら
`

545



きあいだん～きそうる‐
=

こちらから攻撃しないでひたすらよけ

続ける.しばらくするとボスは飛び去

つてしまい、ガンヘッドが10機、ボ

ムも20発追カロ店れている。

その場からコンティニュー 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なる。こねを取る

とその場の敵が全滅するがti実は効果

は、それだけじゃなくて自機がやられ

たとき普通なら前の場面に戻されるは

ずが戻されず、その場に次の自機が出

現してゲームを続行できるようになる.

しかもこの効果は、輝く玉を取つた数

だけストックされる.機数表示が黄色

になつていねば安全だ.

マルチボディだらけ まず面セレクトを

使つて83面でプレイしよう.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。

ロセレクトでバグる 面セレクトのウル

技で「01」 ～「09」 以外の数字を選

ぶとバグる.

ボスと戦う・面セレクトのウル技て下の

表の文字を入力し、セレクトを押しな

がらランを押すと、文字に対応したポ

スと戦える。この技は、自機&ポム増

やしのコマンドと併用できる。

タイトルがバグざ ランを押しながら電

源を入れると、タイトルがバグる.

パタステージ 面セレクトのウル技で

「88Jを選ぶと、音楽がなくあまり敵

の出現しない8面を遊べる.

キアイダン00
6.980円 (別 )/日 本テレネット/
SCD/.92.10。 23/シューティング

武器は全部で5種類あり、グーム中に

自由にセレクトできる。また、ノ1ワーゲ

ージをためることで、強力なキアイダン

攻撃ができる。巨大ロボットアニメのノ

リを追求した設定とビジュアルが最大の

魅力だ。

田      :
03。903。 703e4G13。6Q3。603。8③22。0

Ш
クレジット無限 タイトル画面かオプシ

ョン画面で、①も① ①ヽ ①ヽ、①、①、|

: ①、①、セレクトの順に押す.そのあ

とゲームを始めると、ゲームオーバニ

になつたとき、コンティニュー画面の

クレジット数の表示が:通常は5なの
1 が∞ (無限大)になつている:

ステージセレクト タイトメレ画面かオブ

ション画面で、上、上、下、下、左、

右、左、右、①、①の順に押す.する
: と、オプション画面の一番下に、面選

択の項目が出てくるなステージ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トすね |

ば、好きなステージから始めることが

できる。

シニルド&パワーゲージ満タン タイト

ル画面かオプシヨン画面で、上、下、
‐左、右、①t 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

トを押せば、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なる。

奇 々 怪 界      :
6.600円偶り)/タイトー/Hu/.90。 31
27/アクション

業務用でも人気があつた。縦横スクロ

ールのアクショングーム.おはらい棒と

お札を使い分けながら、さらわれた七福

神を助け出せ.ゲームに出てくる和風キ

ヤラが雰囲気を醸し出している|   :1・

園
04.303。 503。 403.703.503.5縫齢21.8

田
ブレイヤーが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①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■バ

ーになつて、タイトル回口に戻つたらt

方向キーの上を押しながらランを押す.

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.

題しアイテム 各面の丼戸から出現する

パケウリを破壊すると、たまに野菜が
'・

出現する。これを破壊するとお札にな

るc

すり抜:ナる お堂から現机るお芸ちゃん

に、正面からおはらいを連射して向か :

: うていくと、すり抜けてしまう.

機装J「ガ   ,
8。800円 (別 )/工画堂スタジオ/
SCD/193.12。 3/シミュレーション

古代文明の遺産をめぐる戦いを描いた

戦略シミュレーション。ストァリー性が

重視さ根、要所に流ねるビジュアルも美

しい.戦闘をしてもユニットは成長しな

いが、武器や防具の強化によつて能力を

上げることができる。

回
Oo。903.903。 403.303。 8貶)3.5()21.8

酬       
・

隠し特技 ゲニムをスタートして第1章

が始まうたら、ヴアイスのメニューの‐

攻撃を選んで戦闘に入る。そして次に、

攻撃開始を選んで、敵との戦闘になつ

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、

クリティカルヒットを受けない限り、

残りHPが2になる。ここで特技を選ぶ
‐

とダブル真空斬が出せるようになる。
:警告画面 旧システムカードでこのゲー

ムを起動させると、「こめんね」と警告

国国が現れるo

′:グる セープデータのあるとき、タイ

トルで右上と①を押したままコンティ

ニューを選択すると、パグつて止まつ
:

てしまう。

ステ‐ジセツクト・セ■プデ
=夕

がない
状態にしておく.そして、起動画面の
ときに右上と①を押しながらランを押

: 
し、メニカーのロゴ画面が表示される

まで右上と2は押し続ける.そのあと

ゲームを始めてセープをすれば、デニ

タロード画面でステージを自由に選ぶ

ことができる。

隠しロロ エンディングでENDと表示さ

:な
Fこ浅笙

`)鍵

t路磐L繁・

mb― ガE
8。800円 rJlj)/NECホームエレクトロ

ニクス/SCD/095.5。 26/シミュレ

ーション

古代文明の遺跡をめくる戦いを描いた
1続編.グ‐ムの流れは前作の流れをくん
でいるが、メインとなる戦闘が武器を強

化していく方法から、RPCのように戦

闘終了後に経験値を得てレベルアップし

ていく方法に変わつた。:

園

`

03.903.603。 4GD3.203。 7()3e2()21。0

m
旧キャラ劇場 タイトル画面でコンティ
ニューを選び、コンテイニユー画面で

しばらく待つ.すると、『機装ルーガ』

のキヤラが登場し、さまざまな迷シー

ンが見られるようになる。

隠しイベント 第8章までに、キールや

ラィゼルなどサブキャラすべてが、や |

られるか、仲間になつていない状態に
: するごそしを8章が始姜つたらt編成

国口で「状況説明」
‐
を選ぶ.すると隠

しイベントが発生しt弱気なヴアイス
の姿を見ることができる。ただし、こ

00 ビッグ・ボルゴ

02 バジア・グレート

04 クイーン。ブラウラ

05 八イ′t-0ビグレ

06 ジャイアント0ボルテク

08 ノtヌア 0シエード

０９ アイアン・ベリオル

OA キング・ブレイル

OB サンダープレス

OC ラブル

怖



きつくぼ―
～
きゃる

のあとの展開が非常につらくなるので、

セープはしなしЧまうがいい。

ちょっと難しいモード
｀
タイトル画面で

スタートを選び、オープニングビジュ

アルが終わり、編成画面になるあいだ

セレクトボタンを押し続けると、ティ

フアイアが出てきてtゲームの難易度
が上がる。

キッタボール
6.200円 偶1)/日本コンピュータシス

テム/Hu/'90。 11。24/スポーツ

野球とサッカー、そしてドツジボール

を足して3で割つたようなゲーム。ルー

ルは単純で:バットの代わりにポールを

蹴つて飛ばし、守備側はボールをランナ

=にぶつければアウトにすることができ

るc

呻
04.103。303.3優D3.3廼 )386()4。 O③21。 6

四
観戦モ…ド 2プレイヤーのチーム選択

回自でセレクトを押しながらランを押

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ブレイヤーのチー

ム選択画面で方向キーの上と①を押し

ながらランを押して決定する。すると、

肌や髪の色が違い、パワーも違つた選

手で試合ができる。

同チームで試含ができる 2ブレイヤー

のチーム選択国口でセレクトボタンを

押しながら方向キニでチームを選択す

る。そのあと同じチームを選んで、ラ

ンを押すと同じチニムどうして試合が

できる。

球場セレクト チーム選択画面で、方向

キーの上と①を押しながら①を2回押

す。そしてさらに、画面にPLAYBA
LLと表示さねたところで、セレクトと

ランを同時に押す。国国が黒くなうた

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

押すとバラ球場を選ぶことができる。

いきなリエンディング チーム選択回回

で、
・パスワードを「0080Jと入力す

る。すると、いきなリエンディングが

始まる。

簡単スーパーショット 守備で相手の走

塁中に①を連射すると簡単にスニバー

シヨットが出る。

機動警察バトレイJt―
=グリ

フォン篇
ア.200円 Gl)/リ バーヒルソフト/
SCD/つ 3。9.30/ア ドベンチャ=
汎用型人型作業機械(レイバー)の犯罪

を防ぐ警視庁警備部特殊車両2課 (パ トレ

イバー)の泉野明が主人公兼ヒロイン。

突然出現した謎の黒いレイパ■の正体を

突き詰めていくデジコミ。おまけゲーム

7つも充実。       :
岬
()4.504.003。 803.9礎螢3.6C)3.ア (勢23。 4

囲
ジャンケンで同キヤラ対戦ができる メ
三二一回口で「じやんけんぼんドカー

ン」を選び、モードセレクト画面で、

た、右、セレクト、①、ラン、①の順
に押すcすると、「じゃんけんぼんドカ
ーン」のl Pvs2Pモ ードで、同キヤラ

を選んで対戦ができるようになる。

ウインドウの色を変えられる メニュー

画面でメイングームを選ぶと、CHAP
TERlの画面になるので、カーソルを
一番下の空欄に合わせて①を5回押す。

すると、空欄だつた場所に「ウィンド

ウ色」というコマンドが現ねる。こね

を選ぶと、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なる。

チャプターセレクト まず、チャプター

7までゲームを進めてセープしておく。

そして「続きから」を選び、セープし

たデータでゲームをクリアする.再び

そのデータを選ぶと、メニュ
=にチャ

プター1から7までが表示さね、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①かランを押し

続ける。するとオープニングを飛ばし

て 日NDEX」 に行くことができる。

警告目回 旧システムカ=ドでこのゲー

ムを起動させると、香買花 0クランシ

ーの隠しビジュアルが警告画面として

現ねる。

ギャラガ
188

4.900円 Gll)/ナムコ/Hu/.88。 7.

15/シューティング

基本的には派手なインベーダーゲーム

だが、なかなか奥は深い。業務用からの

移植作.ほぼ問題なく移植されている。

敵に捕まつてしまつた味方を助けると、

合体してパワーアップできるシステム

も、もちろん健在。

園
04。 104。 103.8③ 3。9Q3.803。 4③23.1

回
裏ステージヘのコマンド タイトル画面

で、方向キーの上を押しながらランポ

タンでスタートする。すると裏面が始
まる。裏面に出てくるアイテムの効果

は、右下の表を参照Q

シークレットボニナス ギャラクティッ

クダンシングのときに一発も弾を撃た

ず、動かないでいると、隠しボーナス

点が得らねる。ディメンション1では

10000点 、ディメンション2では

15000点 、デイメンシヨン3では

20000点 :ディメンション4では

25000点も入るc

止まつてがつくリ 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

が止まつてしまつて、何をしても動か

ない。

撃墜率200% まず、デュアルフアイタ

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減させると

撃墜率200%と表示さねる。

味方機を取り戻す キャプチャ下された

味方機が敵になつたら、味方機が消え

るまで逃げ続ける。すると、次の面で

捕虜になって復活する。

OALAXY刑事OAYVAN
7.800円偶J)/イ ンテック/SCD/
。
93。 10。29/アクション

お笑いタッチのビジュアルでストーリ

ーが展開するコメディアクション。ガイ

バンとミッチニの2人のキャラが使え、

2人同時プレイも可能だ。メインの横ス

クロールのモードのほかに、.1対 1の対

戦モードもある。          =
呻
()3。 603.203.202。 803.603。 2(D19。 6

四
デバッグモ…ド タイトル画面でオプシ

ョンモードを選び、オブションロ自で

下、上、①、左、①、右、ラン、セレ

クト、ラン、セレクト、①、右、①、

左、ランの順に押すと、デバッグモー

ド画面が現れる。ここでは、ステージ

セレクトやサウンドテスト|ビジュア

ルテストなどができる。

キヤラチェックモニド ゲームを起動さ

せるときに、ランを押したらすぐ①と

右を押し続ける。すると、ザコキャラ

チエックモード画面が現ねる。同様に、

ランを押したらすぐ①と下を押し続け
る。すると、主人公キヤラチェックモ
ード画面が現れる。どちらのモ=ドも
上下でキヤラを選び、①と①でそのキ
ャラを動かすことができる。

画面を議長 0横長にできる マルチタッ
プを付けて、5Pにパッドをつないでお
く。タイトリレ画面になつたら、5P′ tッ

ドの①と①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。

CALE
7.800円 (別 )/NECア ベニュー/
SCD/。 93。 3.31/ア ドベンチャー

色 ラウンド 効果

赤 1.24 トリブルフアイター

水 4 2勘
自 11。23 3勘
黄 15: スピードアップ

緑 19 lUP

547



きゃるかん～ぎんがふけ

卒業式に彼女(結城美加)を、時の女神
:ア

イオーンに誘拐さねてしまう。愛の女

神ヴィーナスのサイフと力を借りて時の

世界へ美加を助けにいく。移植元のパソ

コン版からHな部分をカット、豪華声優
: 陣を配役している。

岬
04。403。 503。 003。 403.4創.3④20.8

囲
メッセ=ジを早送リ メッセニジが表示
: さねるときに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
: 示が止まつた後にセレクトを押すと、

音声も早送りできる。

OALE 5調日隔 .
‐7.800円 (別 )/NECア ベニュー/
SCD/'94.3.25/ア ドベンチャー

ヴィーナスとその分身である結城美加

を助けるため、再び時の世界へ旅立つ。

内容はこのシリーズの謎が明かされる完

結編になつている。心を失つた神々と対

照的に熱しヽワタルが真実の愛を買き通す

姿が描かねている。

田
1()4。

4031703.603。 5C)3。 6②3:3③22:2

囲        1
警告画面が見らねる ゲーム起動中に、

方向キT、 ①、①、セレクi卜、ランの
:いずれかのボタンを押し続ける。する

とtシステムのパージョン違いの警告

国回が出現する。

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、方向キー、
: ①、①tセレクR・ ランのうちのいず

ねかのボタンを押し続ける。すると =

「デバグモード」という回口が出現し、

プレイを開始したい章とシーンを選択

できるようになる:

キャ3ヽ ン版 大調囲IE

7。 800円偶1)/マイクロキャビン/
SCD/'92.5.29/シ ミュレーション

『ス■パー大戦略」のグレ‐ドアップ
:版。ユニットに艦船が追加されている。

キャンペーンモードはマップを次々とク
・:リアしt最後の敵を倒すのが目的。マッ
‐プクリア時のユニウトを、次のマップで

引き続き使える。

田
()3.303。 503。 703。 5礎)3.9〔 )3el{)21。 0

1究極タイガ=
: 5.500円 偶1)/タイトー/Hu/'89。 3:

31/シューティング

業務用からの移植作。縦画面を模にし

'‐ たにもかかわらず、1ゲヤムバランスはい:

itヽぁ究極タイガ上のウリである使い敵と(

ァ撃必殺のボムも業務用と同様に健在
:だご自機の動きが遅めなので弾よけが苦

・手な人にはおすすめできない。    1=―

岬
()4。 104。 1罐∋4。204。 104。 4()3.6()24:4

囲
クレジット増加 タイトル画面で、方向

キーの右を押しながら①ボタンを連打

すると、クレジットが最高9まで増え

る。

ボンバ…1個で3機増 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バーを落とす。

すると、いきなり3機もバトルタイガ
・
―が増える。         1

ホーミングミサイリレ セレクトボタンを

押しながら黄色のフォーメーシヨンチ

ェンジアイテムを取ると、4方向に飛

ぶ弾がホーミングミサイルになる。

スタッフロール まず、最後のクレジッ

トを使い果たしてゲームオーノヽ一にな

る。回口に「GAME OVER」 と表示さ

れている間に①、①、①、①、①、①、

①、l①、①l ①、①、セレクトの順に
押す。すると、スタッフロールが見ら

ねるb             :
ボンパー出現法則 ボーナスアイテムの

☆を10個取ることにボンバーアイテ

ムが出現する。       i;
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段階目の大きさになつた瞬間か

ら、上とセレクトを押しながら①を4
回押すと、自機が5段階パワーアップ

する6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

になつたときにも使える。    .

ぜゆわんぶらあ自己中心派
5.800円 鰐り)/八 ドソン/CDノ・

89◆

11.24/アダルト・麻雀

片山まさゆき原作の麻雀マンガ「ぎゅ

わんぶらあ自己中心派」のゲーム化。原

作に登場した36人の雀士を相手に、ト
ーナメントモード戦、タコ討伐戦、フリ

ー対戦といつた3つのモードで、4人打

ち麻雀を楽しめる。

中
04.303。 804.003.904.lC∋ 3:8③23:8

囲
ハルタン星人が3人 フリー対戦で八ル

タン星人を選ぶときに、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ハルタン星人

になる。

ぎ0わんぶらあ自己中心派

麻雀バズルコレクション .

6.800円 偶1)/タイト=/CD/19212:
28/パズル

同じ絵柄の麻雀牌、2枚を1組として

線を作つていき、お互いの線で囲んだ牌
:

を取り除いていくのがルールだ。線は2
回まで曲げることが可能だ。解き方を教

えてくねる指導機能や、RPO:風のツア

TモTドがある。     
‐

1・

田
Oo402。 o02。 902.603.003。 0017.6

m
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 お嬢 様 伝 説 ユ ナ

6.800円偶り)/八 ドソン/SCD/・ 92.

10.23/ア ドベンチャー

銀河お嬢様コンテストで優勝した神楽

坂優奈が、普通の女の子からアイドルに

変身ふその後、光の使徒が現れ、ユナが

閣から宇宙を守る使命を負つていること

を告げらね奮闘する。戦闘はコマンド選

択方式だ。監督は人気メカデザイナーの

明貴美加氏。

呻        i
O.704。 004。 003.9Q4.0039④ 245

銀河お熙様伝説ユナ2永遠

のプリンセス    :
フ・800円偶1)/八 ドソン/SCDノ

395.

6。30/ア ドベンチャー

1登場人物が全員美少女という、人気シ `

リーズの第2弾。月の遺跡へ社会見学に

行つたユナが、遺跡の異変に巻き込まれ

てt地下へ落ちてしまう。そこで、不思

議な少女と出会つた事から冒険が始ま

る。カードバトルによる戦闘シーンも健

在。

田

‐
`

Q.703。 603.703。 803。 4②3.2③22。 4

囲
デ′1ッ グモード まずタイトル画面で、

上、下、右、左、①、①、上、下、右、

左、①、①、ランの順に押すと、デバ

ツグモードと表示される。ここで、①

か①を押してタイトル画面に戻し、ス .

夕T卜を選んで始めると、シオリオ選
:`択ができる画面になる。また、カード
バトルになつたら、右ページ上の表の
コマンドを入力すれば、様々な効果を

得られる。

謎の予告 ゲームをクリアして、エンデ
:ィ ングが終わつたらtボタンを押さず

に少し待つ。すると、謎のグラフイッ

クとメッセージが表示される。

銀河婦薔伝説サフアイア

6.800円侶り)/八 ドソン/AC/・95.

11.24/シューティング

プレイヤーは銀河婦警となり、時空犯

罪テロリストに立ち向かう。3種類のパ

ワ=ア ップアイテムと、エネルギーをた

めると敵を追尾攻撃するオブションが特

徴ざポリゴンCCで描かれたボスキャラ

など、大容量を使つた演出も見逃せない。
・

田 |

04.204`103■ 03。Ю a801:Ю231



きんぐおぶ～くいずまる

コマンド 効 果

セレクト十ラン 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

セレクト十① 自分の力ニドをすべて同じにする

セレクト+上 自分のカードを見る

セレクト+① : 自分のカードをすべて同じにする

セレクト+右
むきげんメーターのエルナ=が左右に移動する

セレクト+左

注 :+は、ポタンを同時に押すことを示します

四
自主規制 5万点以上のスコアを出して、

ネームエントリー画面になつたら
'「SEX」 と入力する。すると、「sOX」
と、1文字伏せ字になつてしまう。

キング・オブ・カジノ
´

6.200円 6J)/ビ クター音楽産業/
Hu/'90。 3.30/アダルト・カジノ

ボーカー、プラックジヤック、スロッ

トマシン、キノ、ルーレットの5種類の

ギャンブルが収録さねている。ギャンブ

ルで億万長者を目指すアドベンチヤー要

素も含まねており、登場するカジノは十

数軒。そねぞれ特徴ある作りだ。

中
()2.902.7∈診2。 9∈夢3,2(D3。 2()3.3(D18.3

醒
スペシャルゲーム ーーKI NGof CAS
i NO―― (Ofは小文字)とバスワー

ドを入力するとスペシャルゲームが始

まる。

クイズアベニユニ

5,800円偶1)/NEЮアベ■ュ■/CD/
.91.2.15/そ

の他・クイス: :

このゲームは、フアンタジニ世界を舞

台にしたRPCにクイズの要素がカロわつ

たクエストモードと、2～ 3人で楽しめ

るパーティモードがある。問題は、マニ

アックな問題から一般常識まで、約

4000間 が用意されているc

暉
03.503.l⑬ 3.5③3.3034② 3Ю④20.6

クイズアベニュニ2
6.000円偏J)/N[Юアベ三二T/CD/
'91.10.11/その他・クイズ

システムは前作とほぼ変わらないが、

クエストモードが2人同時プレイで行う

ことができるようになつた。また、ビジ

ュアル部分に力が入り、キヤラが細かい

アニメーションをするようになるなどの

演出も加えらねた。

園       1-i .
04:0銀。203.303。 6③3:6日 .5③21.2

クイズアベニュー菫
6.800円 (別)/NECア ベニュー/
SCD料 .11.25/その他・クイズ

ジャンルにとらわねない型破りなクイ

ズゲーム。7000問以上の難問クイズが:

早押し対決の「バトルモード」と、敵と

の戦闘をクイズでおこなう□―ルプレイ

ング形式の :「クエストモード」に収録さ

れている。

口
()4。 103。603.803.703.3()3.6()22.4

タイズキャラバンカルトQ
5。800円側 )/八 ドソン/CD/'93.5。

28/その他・クイズ

わかる人にしかわからないような超マ

ニアックな問題を出題していたTV番組

「カルトQ」 のゲーム化。TV番組そのま

まのノリで展開される番組モードをはじ

め、スゴロク形式で進むアドベンチャー

モードなどがある。

回     :
()3。 203。 103.303.2G)3.4く≫3.3(319。 4

酬     :
タイムで解答がわかる まずタイムトラ

イアルモードでゲームを始める。この

とき、丁OTAL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

つている。

クイズ DE学園祭

80800円偶1)/ナグザット/SCD/
.93:1_1.26/そ

の他・クイズ  l
女子高校を舞台にした女のコがいつば

いのクイズゲーム。ブレイヤTは新任教

師となり、学園内で迷子になうたミァナ

ちゃんを捜し出すのが目的。手がかりは

校内で出会う女のコたちからクイズ勝負

に勝つて入手する。

中
04.303.403.403.3(多 3.6C)3.3(321。2

四
スクロ〒ルする クイズに答えたあとに

表示さねるビジユアルシーンで、方向

キ‐の上下でグラフィックをスクロ■

・ルさせることができるも  =`|・

クィズ躍様の野望 ●11

6.200円 偶1)/八 ドソン/CD/92:′
10。 10/その他・クイズ 、

1

織田信長や武田信玄など、戦国時代に1

活躍した8人の大名のなかから1人を選

び、天下統一を目指すもの。クイズによ

つて敵将を倒すことで、領上が広がる。

選んだ大名によつて、解答の手助けとな

る特殊能力が違う。

呻
()3.3031603.3(D3。 403:903。 o()21。 3

タイズの星   ||| ||.
Q.800円(別)/サン電子/SCD/.92.
8.10/その他・クイズ:  li

クイズのジャンルのなかも読者の評価

が高い「クイズの星」。その魅力は、ア

ニメドラマ仕立てで進むモードが、パリ

バリに動くアニメーションをすること。

他にもさまざまな種類のモードがあるc

岬
04.103。 703。 803.CttD3.903:7③ 23.1

囲
2大隠しモード タイトル画面で左と① :

を押しながらランを押すじすると通常

とは違う(隠しモニドセレクト画面が

現ねる。そこで各コマンドを入力する

と、そねぞねのモードが始まる。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

を押しながらセレクトを押すと、クイ

ズチェックモードになる。ビジュアル

テストモードは,方向キァの上下で数

字を変更して、①で実行な:セレクトで

選択画面に戻る。クイズチェックモー

ドは、グ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。

無限コンティ
=ュ

ー 「八‐卜・オブ
`

ストニン」をクレジットを気にしない

でプレイできる。ゲームセレクト画面

で、左とセレクトを押しながら①を押

し続ける。すると、コンティニュー画

面で、クレジット表示の数字の部分が

消えていて、無限コンティニューがで

きるようになる。     l i

クイズまることTheヮ…Jレ

ド
6,200円 傷J)/ア トラス/CD/.914.
5//その他・クイズ

TV番組のノリで展開するクイズゲー

ム。このゲームには4つのモードが用意

されている。その中には、世界 10ヵ国 :

を舞台に繰り広げる世界一月クイズの旅

をするモードがある。日本からニュ守ヨ

=ク を目指し、数々の難関をクリアしよ

く

■).



くいずまる～ぐらでぃう

呻
03。803。 403.303。 4G)3。 5()3.6(D21.0

囲     ll
マニアッタクイズモード モード選択画

面でセレクトとランを押しながら、方

向キーの左を押すと始まる。

クイズまることTheワーJレ

ド2タイムマシンにおねが

い:

60800円 側)/ア トラス/CD/・ 92。 3。

27/その他。クイズ  :
前作は世界10カ国を旅するモードが

メインだつたが、今回はタイムマシンで

時間旅行するモードがメインとなる。初

めは大昔からゲームがスタート:そこで

出題されるクイズに正解すると、少しず

つ現代へ戻ることができる。

中
03。903。 403.903。 6③3.803。 9③22:4

囲
クリアコマンド 「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、最終ステージのシューテイング

後に出てくるボスだけは、セレクトを

押しながら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、

自滅コマンドになる。

空想科学世界ガリバ…ボー

イ
ア●800円偶1)/八 ドソン/SCD/.95。
5.26/RPC       i  t
同名テレビアニメのゲーム化。魔法と

科学が共存する不思議な世界を舞台に、

暴れん坊のガリバーが繰り広げる冒険活

劇。重要なイベントのときに、アニメか

ら取り込んだ非常になめらななビジュア

ルシーンを見られる。

田
04。304。 103.903。 9③ 4。 004。 o③ 24。2

回
スタンプ3倍の日 日数の1の位が3のと

きに貿易酒場で買い物をすると、いつ

もの3倍のスタンプを押してもらえる。

トンカチ入手法
｀
まず、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、1もう一度馬獣人に話し力ヽすると、

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

つている仲間を、何度でもロロき起こす

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。

レ ルテマの回復石Jがもらえる 天空の

街ラマナイの道具屋で「本家回復石」

を買う。そしてコルシカに行き、道具

屋にいるおじいさんに話しかける。す

ると、体 家回復石」と引換えで「アル

テマの回復石」を作つてくれる。こね

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 まず、一度クリアした

らリセットし、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

ディングでサンマルコ広場に来たら、

サンマルコ寺院の入日付近にいる男と

話してみよう。するとここで「サン 0

マルコの鍵」がもらえる。この鍵を使

つて寺院に入ると、開発室でスタッフ

の話を聞くことなどができる.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、ビジュアメレモ守

ドか、本星人育成ゲームをすることが

できる。

タラックス I

50900円 傷1)/テングン/Hu/.90。 8.

10/パズル

転がつてくるタイルをパッドで受け、

その面でクリアのために必要とされる状

態に並べるパズルゲーム。タイルは同じ

色をタテ、ヨコ、ナナメに3個以上並べ

ると消すことができるようになってい

る。

呻
03.203.503.603。 8①3。 003.8(艶 le8

四     
一

いろいろなコマンド オプション画面で、

方向キーの上、①、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、

全100回直が見られて、しかも明暗調

節ができるようになる。また。これも

オプシヨン画面で方向キーの上、①、

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

ストになる。

クレジット増爆法 ゲームオーバTにな

つてタイムカ: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、①、セレクトを

押しながらランを押す」このコマンド

入力を2回線り返すと、自由に曲を聴

ける。

グラディウス    =
6,000円 G鑢)/コナミ/Hu/'91。 11。

15/シ ューティング

業務用からの移植で、横スクロールの

シユーテイングゲーム。自機であるビッ

クバイパーを操り、敵を撃破する。敵を

倒すと、カプセルが現れ、その取つた分

でスピードアップ、レーザァなどのパワ
ーアップを選べる。

田
03。803。903.804。 01D3。 903.4③ 22。 7

四
ショットが連射になる スコアの千の位

が0のときにパワーアップメ
=タ

ーを

1周させるとショットが連射になる。

ただしtこのウルテクは最終面をクリ

アしたり、1回でもミスをすると効果

がなくなつてしまう。

30機でスタート タイトルLal自で、上を

押しながら、①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機になつている。このウル

テクは、1プレイでも2ブ 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

もいいからポーズをかけ、上、上、下、

下、左、右、左、右、①、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、ビッグコアを破壊することに使え

る回数が1ずつ増える。

違うデモが見られる 電源を入れてメー

カー名が出ている国面で、①を押し続
けるどt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。

オブシヨンがワープ 上下に無限にスク・

ロァルする面で,オプションを4つ装

備し、スピ=ドを5速にして上か下に

移動し続けてみよう:すると:4つ目
のオプションが変なところから現れる.

グラディウスEゴーファー

の野望
｀

70800円 (別)/コナミ/SCD/'92.
12。 18/シューティング

業務用の8ステ
=ッ

にオリツォルステ
ージを追加した全9ステニジ構成。特定

の敵を倒すと出現するパワーアップカプ

セルをとつて、自機をパワーアップして

いこう。パワーアップメーターは4種類

から選択できる。

田
00.904。 604.1(D4.304.303。 5③24.8

酬
アーケードモードでプレイ ゲームの起

動後、メーカ下のロゴ画面が出てくる

まで、上と①と①を押し続ける。する
と、オプションモードのグームレベル

の横に「ACiMODE」 と表示され、ア
ーケTドモードでプレイできるように

なる。

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、①、①の順にすばやく押す。する
と、自機の装備が強イじさ4る。このコ
マンドを使える回数はゲヤムレベルこ
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くれすとお～げつつえん

とに決まつていて、イニジーモードは

3回、ノーマルモード、八―ドモード

では 1回になつている。それぞれ面ク

リアする:む とに、使用可能回数が1回

増える:ただしこの技はプロフエツシ

ョナルモァドでは使えない。

隠し音声が聞ける コンティニユー画面

で、セレクトを押しながら①を押す.

すると、「OK BABY」 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

字登録することにカーストダッカーが

弾を撃うので、タイミングが合えば自

機を打ち落とすことができる。

オブシヨンハンター対策 オプション八

ンターが現れたら、自機を左端に移動

させてオプショ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Jレフ
6・800円偶り)/ノ ドヽソン/SCD/″93`

2。26/アクション

八―ドボイルドタツチの横スクロール

アクションcキ ヤラのサイズが大きく、

派手な動作の必殺技が魅力となつてい

る。ブレイヤーキャラのホークとトニー

は、同じ操作で違う種類の技が出るのが

特徴となつている。

中

・

03。203.303.003.3③ a302。 5④ 18.6

幽
ジャブ連打で敵をハメる プレイ中に必

殺技が使えなくなるまで、体力を減ら

しておく。そして、連射をかけた①と

①を押し続ける9すると、自キャラが

綱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

撃を受けるとやらねてしまう。

ジャンプキレクでハメる 一度倒ねた敵

が起き上がるときにジヤンプキックを

当てると、また倒ねる。これを繰り返

すと敵を八メることができる。

挑発する 何もしないでいると、自キヤ

ラが挑発を始める。

タロスワイJ導…

6.780円偶J)/フ エイス/Hu/。 90。

12321/アクション

おなじみの特撮ヒーロ:二もののも『サ
イバークロス』の続編6・前作に比べで操 ヽ

作性が格段に良くなつており、またグラ

フィックも一新された。今回は新たにシ

ューティングシーンを追カロしている。

中
03。603。 303.103.5③ 3。703e4020.6

四   |
サウンドテスト タイトル画面で①、①、

①、①、①、O、 ランの順に押す。す

ると、サウンドテストの画面になる:

方向キーで選択して、①で演奏、①で

ストップする。全部で24由のBCMと
効果音を聴くことができる。

無限コンティニュー タイトル回口で上、

上、下、右、右、①、上、1左、①、ラ

ンの順に押す。音が鴫つたら成功。コ

ンティニューが無限に使えるようにな

る。

最初からMAXになる タイトル画面で

下、左、上、右、ランの順に押す。す

ると、最初からフルパワ=で戦うこと

ができる。

コンティニューが9 タイトル画面で上、

下、左、右、ランの順に押す。すると

コンテイニユーの回数が9になる。

武器が最強レベル タイトル画面で①、

①、①、①、右、①、セレクト、ラン

の順に押すふすると、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、①、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 タイトリレ圏自でセレクト、

①、①、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、

ハニドモードになる。

変身不可能モード タイトル画面で①、

①、①、①、①、①、①、①、①、①、

①、①、①、①、①、①、上、左、下、

右、ランの順に押す。すると、いくら

パワーを貯めても変身することができ

なくなる:        :
鏡文字になる タイトル画面で①と①を

押しながらランを押すと、メッセージ

が鏡文字になる。

Iサ

ゲイングランドSX
7烈Ю円偶リン

′NКアベニユニ′/1D/
。92.12.25/アクション

業務用では1画面だつたフィールドを

拡大。基本システムは、敵の攻撃やトラ

ップなどの妨害を乗り越え、プレィヤー
の操作するキャラを前へ進めるというも
の。キャラは複数のなかから場面に応じ

たものを選択する。

闘
()3.603.7(動 3。 4(許 3。 1∈)3.6C)3。 9③21.3

ゲ ー ト ,オブ・ サ ン グ ー
｀

60800円 偶り)/ノ ドヽソン′/SCD/'92。

2.21/シューティング

硬派な雰囲気の横スクロールシューテ

ィングふ自機は補給機の運んでくるアイ

テムにより3種類の武器を装備すること

ができ、パワーアップするとオプション

を装備する:オプシヨンを装備すれば後

方にも攻撃できるc        :
田  |
04。004.403。 804.2③ 4.303。 3③24.4

囲      |
ステージセレクト まず、タイトル画面

で①、①、①、①、セレクト、①、①、

①、①、セレクトの順に押す。そして、

コンフィグレーションを選ぶとステー

ジ1～ 7までが選べるようになつてい

る。

1面ボスの安全地帯 1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。、      ｀

激写ボ甲イ    :
フ0000円偶1)/アイレム/Hu/・92.

10。 2./アクション

さまざまな障害を乗り越えて、決定的

瞬間を写真に撮りまくるという、少し変

わつた味のあるガンシューティング風の

アクション。校長先生に指定された8枚

の写真を撮るのが目的。指定以外にも笑

える写真も撮ることができる.

岬     
・03。603。 003,403。 8④3,704。 4③21.8

回
ステージセレクト 校長先生の話が始ま

つたら、セレクトを押しながらランを

押す。すると、画面の右上に「TAKE
01」 と表示される。方向キニの上下で

数字を変えて、①か①で決定すると、

好きなところからゲームを始めること

ができる。 1

グッツェンディニナニ

ア.800円偶1)/NECホ ームエレクトロ

ニクス/SCD/'94。 11。25/アクシ

ョン

パズル釣要素の強いアクション。アク

ションとしヽつても格闘タイプのものとは

全く違う。主人公の女の子が1人で敵と

戦いながら、あらゆる道具を駆使して城

から脱出する。
.ケニム中にメツセージや

ヒントがでないのも特徴の一つ。

田 調

03。803.38,2.802.703.103.4C19。 1

囲
ステージセレクト まず、パッドの①と

①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…」のま

ま変わらないので、セレクトと右上を

放して①と①を押し続ける。すると、

ステージセレクト画面が現ねるので、

方向キニ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ージ

からスタ=卜する3

早送りできる ビジュアルシーンで左下

と①を押し続けると、早送りすること

ができる:
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げんじつう～こ―せいき

ゲンジ通信あげだま

5.800円偶1)/日本電気ホームエレタ

トロエタス/Hu/.91=12。 13/アク
:

ジヨン     ・l     :
TVアニメのコミカルヒー□―がゲー:

ムになつて登場。横スクロール型のゲニ

ムで、カード状のアイテムを取ることに

よつて、主人公がパワ■ア

'プ

したり(

秘術と呼ば粗る魔法が使える。難易度|ま

低めで遊びやすい。

呻
()3.603。 1重∋3.1煙)3.2《 )3。 0〔)2.S()18.7

囲        |
デバッグモード タイトル画面で①と①

を押しながらセレクトを押すとデバッ

グモードになる。デバッグモードでは、

難易度、コンテイニユー数、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な

っている。     ´

幻書大陸オニレ|ア |  |
7,800円偏1)/タイトニ/CD/・ 93t2.:

26/RPC eァクション

タイトーの制作によるPCエンジンオ

リジナルのアクシヨンRPC。 ストーリ
ニを楽しむための親切なシステムが特

徴。ブレイヤニキヤラは4人でいつでわ
変更が可能。シナリオは、全6章立てで

構成されている。

中        i
()2。 702。 8()3.002。903.2()2.ア饉Dl子。3

囲    1:
名前が変わる 主人公に名前をつけると

きに「カール」、「マリー」、「セサルJ

と入力すると、「はへほへよ「ましヽた」、,

I「アミバ」て、「どらんくよ『テリー」など

と名前が変わるぎ   :      :

源平討魔伝

6.800円 偶1)/ナムコンHu/。90:3::

16/アクション

業務用から移植されたゲ=ム。モード

は全部で3種類ありそれぞれに特徴があ

る。横モードでは、微妙なコントローラ

さばきが要求さ楓る。平面モニドは画面

以外そ検ほど特徴はないがtitアイテム探
しをする必要があるから大変。  1
呻
C)|:404.3C13.903。 904`204ざ 0024,6
1- |li:      「 ::  

・

lr i          l,

オプションモード 「あつがたや‐」の

声とともにタイトル画面が出たら、す

かさず上、右、下、左、①、①の順に
:押すと、オプションt=ドに切り替わ

る。ここでは1・ 3段階の難易度の選択ti

スタニト時の命の数の設定、スタニト

・  する国の選択ができるもまた、ゲニム :

1 中の音楽やサンプリングの声を、自白
=1 に選んで聴くこともできる61■ ‐・●I

景清大ジやンフ ①を押すと景清はジヤ

ンプするが、①を連射すると、より高:

くジャンプできるL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 ネームエントリー画面で

「あああ …̈……」とすべて「あ」を入れ

ると、名前が「名無子1になつてしま :

つ 。

下から顔を出す 駿河の浮き石のところ

で、ロウツクの近くの高い位置に石が
|

ある。この上に乗つてジヤンプすると、

国回下から自キャラが現れる6     1

源 平 討 魔 儀 巻 ノ 弐     |

6,800円偶J)′/ナムコ/Hu/192.4.
7/ア クション

『源平討魔伝』の続編。前作では3種
:類の画面モニドがあつたが、1このグーム

ではBIGモードのみで構成されている。

魔界と呼ばねる7つのステージを、巨大

なキャラが豪快に突き進む:難易度は前
・作よりも高くなつている。       1
田
0`3:600.203.303.4③ 3603.3③ 20。 0

囲
デバッグモード タイトル画面で上、左、

下、右(′ ①、①、の順に押す。すると
。デバッグモードに切り薔わる。デバツ i

:‐ グモードでは、3段階の難易度の選択、

「 4,7の あいだでスタート時の命の数
1の増減、スタートする国の選択をする

:｀ ことができる。そのほか、1音楽の選択 =

では37の効果音と20の曲t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「淀氷サ:日 で、・

景清をスタニト時に重なつている欄干

の柱から数えて9本目の柱まで進めて

しゃがませる。すると「なにわ」にワ
:―プする。このエリア内の鳥居で、ア

イテムがちらえるボーナスステ■ジに

行くことができる。  1  :
ムーンウォ

=ク
 ゲニム中tOを押しな

がらキャラの向きとは反対に移動する

:と、ムニン:ウ ォークする。

甲

t

00:00:バーディチャンス
7,800円偶彗)/NECホームエレクトロ

ニクス/SCD′ /'96.6.23/ス ポーツ 0

ゴルフ               =
「 美少女ゴルフア=を育成するシミュレ

「■シゴンと、実際にブレイできるアクシ
「ヨンタイプのゴルフの両方が1度に楽し
:める欲張りなソフト。主人公の女の子は
13人いて、それぞれ性格や技能が違う。
'さらに、試合結果でスト■り二が変わる・
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マルチシナリオを採用している。      1
111E[こ

][言ヨ,1曽:                         t`

04。 103.303。 503.3Э 3.7夕◆4021‐31 ヽ

四         ・

漢字が使える ゲームモード選択画面で、

ニュニゲニムにカーソルを合わせて、

セレクトを押しながら決定する。する

と、名前登録の文字の種類が増えて漢

字が使えるようになる。        メ

GS美 神

8。800円 Gり)/rバンプレスト/SCD/
394.7。 29/ア ドベンチャー

: 原作のマンガの雰囲気たつぶりのシナ

リオ。美人の除霊師の美神令子とアシス

タントの横島忠夫がメインキャラ。シナ

リオは3つ用意されており、いずれも敵

、とはカードバトルで戦う。力■ :ドバトル

のみのモードもあるも         ,
呻       :
04。504。 003。 503.703。 903‐ 9023.5

囲  :
エンディングとおまけモード まず、セ
すブファイルのデータ3かデす夕4に

なにも記録されていない状態にしてお■

■ く。次にゲーム開始画面で「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」を選ぶぶすると工  :
,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つたら、上、下、

上t右、左tセ レクトの順に押すと、 1
おまけモニドのメニュニが出現する。

1シナリオセレクト まず、ゲニム開始画

面で「つづきから」を選ぶ。そして、

シナリオ①をプレイするならデニタ3、

シナリオ3な らデータ4にカーソルを =

iあわせ、右上とセレクトを押しながら
iラ

ンを押す。

勝敗がすぐ決まる ゲーム中のカードバ

:トルで、自分のカードを決定するとき

|)に、左上とセレクトと①を押しながら

①を押すと、バ トルに勝てる。またヽ

左下とセレクトと①を押しながら①を i

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カードが

校 換」だつた場合や、相手のカードが

「回復Jだつた場合に|よ、もう一度カー

ドを決定するところからやり直すこと

になる。

KO世紀ビ■スト
=獣

士 ガ・

:イア復活完結編
8,800円 偶1)/パ ツク・イン・ビデ

オ/SCD/'94.6.17/RPC
i:原作はOVA8 PCエ ンジン版はパソコ i

ン版のシナリオを完全にした形で移植さ

れた。そのほかにもフィールが画面を新 ・
1たに描き起こし、戦闘システムも変更さ

ねている。:ビジ:ゴアルはアニメと同じ声 i

r優を起用したo'■  ‐l ・・ 11)'・ |  :i^::・
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田
()3.903。 303.0031203.3(D3.1019。 8

酬

・                     :

デバッグモード まず、セープデータを

1つ以上作るら次にデータを□―ドす

る画面で1セレクト、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なる。

ここでは上下で項目、左右で番号を選

び、①でスタートする。選べる項目は、

BGMを聴くも効果音を聴く、キャラの

セリフを聞く、ビジユアリレを見る、と

いう4つになつている。

ゴールデンアッタス
6.800円 GJ)/日本テレネット細 /
.90.3.16/ア

クション

業務用からの移植となる横スクロール

のアクシヨン。敵との問合いによつて、

同じ操作でさまざまな攻撃ができること

が特徴となつている。魔法による攻撃も

強力。PCエンジン版にはビジュアルも

追カロされている。

田 謂

()3.200。 5嵯)2。 9運〕3。 0〔)3.4く)3.2(D19。 3

囲
選んでちょうだいモード まず、ランを
:押 したら、メーカーロゴ画面が消える

までに左上、①、セレクトを押し続け

る。するとかわいい女の子が出てきて

「選んでちょうだい!Jといつてくる。

ここでは、方向キーとセレクトを使つ

て、自分の好きなようにモードが選ベ

る。このモードは、面セレクトと残機

を無限にできる。

ム∵ンウォーク 2面で逃げまどう女性

に後ろからダッシュ攻撃を当てると、

その女性がムーンウォークする。 :
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、普通入ねないところに

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①とセレクトをロゴが消えるま

で押し続けると、ビジュアルテストモ

ードになる。  :

極楽:中華大仙

6.800円 偶J)/タイトー/Hu/。92。 3:

13/シューティング

西遊記をモチーフにしたコミカルなキ

ャラが活躍するアニケァド版からのグレ

ードアップ作品。ブレイヤーは主人公を

操作して、襲い来る敵を誠心波と、特定

の敵を倒したあとに手に入る法術でたお

していく。全部で6ラウンドある。

中
03.9Ct3.3C・ 3,503.303.203d3③ 20.4

醐
セットアップモード タイトリレ画面でセ

レクトを押すだけら:フレイヤー数とク

レジット数を5まで増やすことができ、

BGMと効果音も選べる。

ゴジラ爆闘烈伝
8.200円 ta・り)/東宝/SCD/194。 2.

26/アクション

東宝のPCエンジン参入第1弾。映画

に登場した怪獣17体と戦うことができ

る。映画によつてそれぞね違うゴジラの

ディテールや鴫き声、音楽も映画そのま

まに再現。ボーナスステージにはゴジラ

クイズもある。

田
()4。 203。 80333C論 3。 3(∋ 3.7(D3.2()21.4

田
高速モード タイトル画面で、右上と①

を押しながらランを押し続ける。モー

ド選択回回のゴジラの声が、通常より

カン高くなれば成功。さらにその画面

で4秒以内にtセ レクトを押しながら

上、右、上、右、上、右、①の順に押

す。ここで画面の右上に四角いマーク

が現ねたら、高速モードでブレイでき

るようになる。

最初から全キャラ選択 マルチタップを

用意して、2Pにもパッドを接続してお

く。そしてモードセレクト画面でVS
ゲームを選び、lP側の左上と①と①、

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①を押しな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

常よリカン高くなねば成功。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t右、右、上、上、上、

左、左、下、①の順に押す。すると、

クリアしたステー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

①を押しな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

よリカン高くなねば成功。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、①の順に押

すbすると、VSゲームで10種類のゴ

ジラが使えるようになるじ

必殺技使い放題 タイトル画面で、右上

と①を押しながらランを押す。成功す

ると、モード選択画面のゴジラの声が

カン高くなつているので、セレクトを

押しながら、下、①、下、上、下ゞ①、

下、上、①と4秒以内に入力すると、

必殺技ゲージがまつたく減らなくなる。

コズミック・ フアンタジー

冒険少年ユウ
6.780円偶1)/日 本テレネット/CD/

・90.3.30/RPC
越智―裕さんがコミック化しようとあ

たためていた企画を自らゲームデザイ

ン。今ではPCエンジンオリジナルの人

気シリーズとなつた。ビジュアルによる

演出を重視している。魅力的な登場人物

たちも人気が高い。

岬
04。403。 903。 703。 703.7① 3.7023。 0

囲  1
デバッグモード タイトル画面で方向キ

ーの上、①、①、セレクトを押しなが

らランボタンを押す。するとデノtッ グ

モァドになる。

西村知美ちゃんのお店 タイトル画面で

①、①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が流ねる。

コズミック・ フアンタジー2
冒険少年バン
60780円偶J)/日本テレネット/CD/
'91.4.5/RPG

新キヤラのバンとリムが主人公。シナ

リオは4部構成となつており、第1部で

バン、第2部でリムが登場し、第3部で

2人が出会う。アクセスタイムの短縮や、

マップを2倍にするなど告部でグレード

アップしている。

中
04.403.703.703.6③ 3:903.6③ 22.7

酬
デバッグモード まず、電源を入れてラ

ンを押したら、CDのアクセス中に①、

①、上、セレクト、ランを押し続ける.

すると画面が切り替わり、デバッグモ

ードになる。方向キーの上下でメニュ

ーを選び、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、デバッグ

モードに戻る。サウンドモードではゲ

ーム中の3曲のサウンドを選んで聴く

ことができる。

コズミッタ・ ファンタジー3
冒険少年レイ

7。 600円 (別 )/日 本テレネット/
SCD/・ 92。9。25/RPC
シリーズ3作目は過去と現代にまたが

り時を超えてストーリーが展開する。 1

作目の25年前の世界を舞台に新キヤラ

のレイ、マイ、ダイゴたちが活躍する。

フィールド上のシステムと戦闘に大幅な

変更がカロえられている。

中

04.604。 1(肇 33803.904.1(〕 4.O③24.5

醐
デバッグモード データのフアイル名の

登録時に「にくきゅうJと入力する。

25項目のビジュアルテスト、21項目
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のミュージックテスト、15項目のサウ

ンドテスト、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 データのフアイル名の

登録時に「サヤだいすき」、「リムだい

すきJ、 「マイだいすき」とそれぞね入

力してみよう。すると、彼女たちのあ

られもない姿が現れる。

有名な武闘家の登場 第1章で、 トリス

タン城で行わねる武闘会のイベント終

了後、ジエイが仲間になつたらすぐに、

お城にある武闘会の選手控え室に行つ

てみよう。そこには兵士がいて、中に

入ることができないが、武闘会場の客

席に行つてみると、女の武闘家がスピ

エ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 まず、ゲームスタ

ート直後、自分の家に入り、ベッドの

脇にある机を調べて、スタンプカード

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つて、

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

ア後にしか押すことができない。すべ

てのスタンプを集めたら、王都トリス

タンの東の宿に行こう。宿屋の人に話

しかけると、景品として月のティアラ

がもらえる。このアイテムは、防御力

が 10、 抗魔力が16のすぐ祖物でtマ
イのみが装備できる。

コズミック・ フアンタジニ4
銀河少年伝説激闘編
7.600円 (別)/日本テレネット/
SCD/.94。 11。25/RPC
PCエンジンの定番RPC『 コズミッ

ク・フアンタジー』シリーズの第1部完

結編にあたる作品。今回の主役はコズミ

ック・ハンターのバン。冒険はバンの故

郷でもある惑星イデアを舞台に繰り広げ

ら組る。

疇

04。 203。 7030503.5① 3。803.5③ 22.2

明
フアイル名いろいろ 右上の表にあるパ

スワードを入力すると、テストモード

などいろいろできる。

コズミッタ・ フアンタジー4
銀河少年伝説 突入編
ア・600円 (別 )/日 本テレネット/
SCD/'94.6。 10/RPC
上下2巻の構成に加え、シリーズ初の

アドベンチャーメ(― 卜、リアルタイムの

戦闘システムなど意欲的な試みがなさね

ている。上巻にあたる『～突入編』では

ユウとサヤ、もんものチームがメインと

なつて活躍する。

園
()4。 303。 7(∋3.4遷)3.3(D3。 5()3。 3(D21.4

酬
武器・防具でお金を増やす だねでもい

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具を29個持ち、

あと1つで武器防具欄がいつぱいにな

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ずに①を押すと

陸 頓してくださし」 とメッセージが出

るので、①を押してキャンセルする。

再び「そうび」を選ぶと、はずしたは

ずのものが装備品の欄に残つていて、

さらに武器防具欄のほうにもあり、2
つに増えている。武器防具欄にあるほ

うを売つて、また空欄が1つある状態

にすれば同じ手順で増やせるので、こ

れを繰り返すと楽にお金を増やすこと

ができる。

ネグリジェが消える サヤがサリア姫の

ネグリジェを着るシーンで、アップに

なつたときにセレクトを押す。すると

ネグリジェが消えてしまう。

ライアの下着姿を見る アドベンチャー

パートで、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

ライアを調べてみよう。すると、ライ

アの服が透けて、下着姿が見ら机るよ

うになるのだ。

デバッグモード バスワード入力画面で

「ニャンのしつ1麦 と入力する。すると、

ビジュアル、音楽、効果音が楽しめる

デバッグモード国自が出現する。

いきなりRPC′ :― ト パスワード入力画

面で「LASER」 と入力する。すると、

アドベンチャーパートをとばして、す

ぐRPGパートからゲームを始められ

る。

ミニゲデムができる パスワード入力画

面で「ニャンたたき」と入力する。す

ると、ミニゲームの「爆裂ニャンたた

き」をプレイすることができる。

薔告画面を見る パスワード入力画面で

「VERl」 と入力すると、システムカー

ドのパージョン違いの警告画面が見ら

れる。

コズミッタ・ フアンタジー

ビジュアル集
4980円偶り)/日本テレネット/CD/
'93。 2。 12/その他

『コズミック・フアンタジー 1』 と

『2』 に挿入されたビジユアルが全カット

収録されたもの。『ヴアリス ビジュアル
:

集』同様、ビジュアルの合間にナレーシ

ョンが入り、ストーリニが理解しやすい

ようになつている。

田
(D4.204。 003。 4建∋3。 4罐)2。 9貶)3.3()21。 2

ゴットパニック 塵LH猟壼軍

団
6,800円偶り)/テイチク/SCD/'92。
11.27/シューティング

全編がギャグでお笑いがいつぱい詰ま

つたシューティングゲーム。各ステージ

ごとに、ロックや日本の歴史などギャグ

のテーマがあり、そのテーマに沿つた奇

妙な敵が次々と登場する。自機はアイテ

ムで5段階にパワーアップすることがで

きる。

田
()3。 103。 lC)3.2(D3。 4(D3f3受 )3.6選 D19。7

コットン

6,800円偶り)/八 ドソン/SCD/:93.
2.12/シューティング

かわいい魔法使いが、大好物の「WL
LOW」 のために戦う冒険活劇。主人公

のコットンは、アイテムを取ることによ

り13段階にパワーアップし、スペシャ

ルアイテムを取ることで妖精のオプショ

ンを装備できる。

購
04。403。 903。 6Q3。 703.803.4⑬22.8

囲
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つてくる

ときに、1個もボーナスアイテムを取

フアイル名 効 果

ニャンのふろしき テストモード

サヤのプレゼント ADテスト

ビデオをかつたよ 野球拳

レーザーソフト アドベンチヤニパニトカット

サヤだいすき ニャンが注意

リムだいすき ニャンが注意

マイだいすき ニヤンが注意

ニヤンだいすき ニャンが注意

LASER ニャンが注意

にくきゅう ニャンが注意

ニャンのしつぽ ニヤンが注意

ニャンたたき ニャンが注意
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らないと、シークレツトボーナスが

20000点入る。

ステージセレクト オプション画面で

EXITにカーソルを合わせて、下、①、

①、左、①、右、セレクトの順に押す。

すると、ステ■ジとクレジットの項目

が追カロされる。ステージにカーソルを

合わせ、左右でステージ数を 1～ 4の

あいだで選択する。このとき通常3の

クレジットが、設定したステージによ

つて、ステージ1なら9、 ステージ2な

ら8、 ステージ3ならア、ステージ4な

ら6にそれぞれ増える。

警告画面 旧システムカードでこのゲニ

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られる。

コプラ黒電王の伝説
5,980円偶1)/ハ ドソン/CD/389。 3。

31/ア ドベンチヤー

宇宙船クイーン・ラブ号に秘宝を盗み

に入つた主人公のコブラだが、農園を荒

らすモンスターの捕獲のために古代人が

作つた巨大捕鯨船にクイーン号ことのみ

込まねてしまう。その中の都市を巡り脱

出方法を探る。

田
04.50t4.503。 803。 904。 204。 1024.9

囲
デバッグルーム ゲーム冒頭のデモが終

わると、中年女の目の前から本編が始

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

ラのイキな会議が楽しめる談話室があ

る。

クイックスター ト 電源を入れ、CD‐

ROMをセツトしたあと、①ボタンを

押しながらランボタンを押す。すると、

いきなリゲ,ムをスタートすることが

できる。          |
ジヤンフとワープ デバッグルームに来

たら、美術室、音楽室、談話室の順に、

入つた直後に出る、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、ゲーム中の好きなと

ころから始めることができるようにな

る。

コプラE伝説の男
6.500円 彿り)/八 ドソン/CD/'91.6.
7/ア :ドベンチャー

酒場で知り合つた謎の美女ジェーンの

依頼でジェーンの生き別ねになつた2人

の姉妹を捜してほしいとの依頼を受け

る。捜している間、ジエーンの背中のイ

レズミの秘密を狙つて海賊ギルドの執よ

うな攻撃を受ける。

呻
0。 403。 803.7① 3.8③3.903。 5023.1

ゴモラスピ=ド
6,700円偶1)/UPL/Hu/90。9.28/
アクション

画面に散らばる胴体を集め、長くなつ

た体でエサを囲んで食べていくアクショ

ングーム。ゲームはシンプルだが、実に

奥が深くて面白い。説明書を読まなくて

も遊べてしまうのがうれしい。

岬
()3。 4()2.9優∋3.0運動3。 1罐)3,3受 )3.3(D19。 1

コラムス

6.400円偶1)/日本テレネット/Hu/
.91。

3.29/パズル・アクション

上から落ちてくる3つの連なつた宝石

を、積み重ねながらどんどん消していく

落ちものパズルゲーム。消す条件は、同

じ色の宝石を縦、横、斜めに3つ以上並

べること。G丁でのみ、対戦ブレイが可

自旨。   .

田
○ ‐̈③ ‐̈0…・0…・③…‐②―‐③ ‐̈

四     t

l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プロック分画面

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 まず、あらかじめマ

ルチタップを接続しておく。次に:、 タ

イトル画面で上とセレクトを押しなが

らランを押すと、GT専用のVSモード

になるが、遊べない。

コリュ■ン     ■ i

60800円 Gl)/ナ グザット/Hu/'91.
11.29/シューティング

ドラゴン・コリューンが惑星群レイン

ポールを取り戻すために戦う、横スクロ

ールシューティング。ショットを発射し

ないでいると、怒りの大炎砲を発射でき

る。サブウェボンやオプションなどもあ

る。

呻
04。403.603.4・ e13。 603.7② 3.5③22.3

囲
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。ただし、曲を最後

まで聴く必要はない。すべて聴き終え、

スタート画面にしてからランを押せば

選んだ項目の状態になる。曲順と各頂

目内容は次の通り。「00、 03、 05、

10、 00、 03、 05、 10J(つ‖贋に聴く

と、ゲーム中にフリレーツが出なくなる。

「02、 04、 05、 02、 09、 04の1質

に聴くと、スタッフロールが見ら検る。

「00、 01、 02、 03、 04、 051 15、

03、 01、 :o4、 02、 04、 02、 05」

の順に聴くと、5分問モードしか選ベ

なくなる。

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、やりたい頂

目の曲順で曲を聴く。ただし、曲を最

後まで聴く必要はない。すべて、聴き

終えスタート画面にしてからランを押

せば、選んだ項目の状態となる。その

効果と曲の順番は下の表の通り。
「コリュ=ン』データ初期化 セレクト、

スタート、①、①の各キーを押しなが
ら電源を入れると、バックアップユニ

ット内の「コリューン』のデータが初

期化される.

ポーナスキヤラ 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匹同時に倒すと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Tヒン」という樽み

たいな敵を2匹同時に倒すと、10万点

のボーナスが入る。

曲順 効 果

02、 04、 05、 02、 09、 04 エンディングが始まる

03、 07、 03、 05、 01108、 =08、 01、 01、 04 残機が20になる

08、 04、 01、 03、 07、 05、 06、 04 シヨットが最強になる

08、 08、 01、 01、 08、 02、 04、 07 ウォーターとサンダーが買通するようになる

01、 04105、 06、 05、 06、 105、 06、 05、 06、 05、 06 自黒画面になる

06、 04、 08、 06、 04、 08、 06、 04、 08 4分割画面になる

01、 01、 07、 06、 08、 00、 00、 00 自黒の4分割国向になる

00、 00、 00,00、 00、 00、 00、 00 上の各モードを解除する
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これがぶろ～さいきつく

:これがプロ野球:●|.
5。800円偶1)/イ ンテツタ/Hu′/.89。

12.20/スポーツ。野球

球団、選手名が実名で登場するリアル

な野球シミュレーショング=ム。.このグ

ームは監督として試合に参加するモTド
と、1人の選手になりきうてtその選手

だけを操作して楽しむモ‐ドの両方があ

る。

剛 調

03。503。 003.1礎 )3.3()3。 2()3.1(919。 1

囲
ドラゴンズオール1 ペナントレースの

=バ スワード画面で「あいあいあいあい
1 ‐

あいあい■Jと最後まで入力すると、

打力と守備力がすべて1の状態になつ

てしまつている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表示画面でなか
:右

を押すとt先攻・後攻を選べるよう

になる。           i
いきなリエンディング ペナント130試

合モードを選び、自分が優勝シーンを

見たいチームを選ぶ。そのあと、勝敗

表の画面1こ なつたら、方向キニの左を

10回押してからセレクト、ラン、①

を同時に押す。すると、エンディング

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(大洋ホエール

ズを選んで、ペナントレース表の画面

にすぅ?..そ
こでヽ 方向十下

'本

を10
'回押したあとに、セレタトごラン(①
を同時に押す。するとサウンドテスト

ができるようにになり、自由に曲を選

んで聴けるb

幻の最強チニム VSモードを選び、自分

で操作するチームをコンティニューに

する。そして、パスワニドの11.0文字:

までを「0」 か「G」 と入力し、残り

の 10文字を「あ」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督、選手全員を

COMにする。そして、E測Tするとき

に①ボタンを押しながら①ボタンを押

す。すると、AU丁0モードになり、コ

ンピュータが代わりにブレイしてくね

る。

これがプロ野球
390

5,800円 G」)/イ ンテック/Hu/`90。

6。29/スポーツ 1野球   i
前作同様球団、選手名が実名で登場す

る野球シミュレニション。こねまでのシ

リーズ作品との違しЧま監督と選手のデー

タが新しくなつたことと、音楽がT新さ
:れたことなどだも   :  ,■ it・

園  1  -‐
〇・.‐ 0‐=30¨

二〇ご‐:○…。② 。̈③…‐

囲 :

いきなリエンディング ペナント130試
F合モードを選び、自分が優勝シニンを

見たいチームを選ぶぎそのあと:勝敗
,表の画面になったら、方向キニの左を 1

: 10回押してから、セレクト、ラン、①
‐

1を同時に押す。する1とt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

ダニ提出のときに監督、選手全員を

COMにするよそしてE測Tするときに
',①:ボタンを押しながら①ボタンを押

すぎすると、AUTOモードになり、=コ

ンピュータが代わりにブレイしてくれ

る。          .:
サウンドテスト 『 89』 と同様に『190』

にもサウンドテストはあうた。やり方

も同じで1ペナント130試合モードを ,

選択する8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、方向キァの左を10回押

したあとに、セレクト、ラン、①を同

時に押す。すると画面が切り替わり、

サウンドテストができる。

モンスターズ出現 VSモードかペナント

モードを選びtコンティニュニにする。

そして(パスワニドの110文字までを

「OJか「G」 と入力し、残りの 10文

字を「あ」と入力する。すると、モン

スターズが登場する。

サ■カスライド
5.243円偶J)/ユ ニ。ポスト/Hu/
。
91.4.6/パズル・アクション

:各面にいる虫たちを捕まえても食虫植

物に食べさせるというのがルニル:虫を

全部食べさせれば面クリアだ:面数は全

部で40面。虫たちはアイテムの役目も

持つている。活用しながら進もう。

EI言11言ヨ,ξ ttII

()3。 003.3《勢2.9遥)3L2(D3.0()3。 0(診18.3

囲
いきなリボス ノ(スワード画面で「ZYM

A」 と入力すると、ボスと戦える。

サTク :・
=

7.800円 (別 )/日 本テレネット/
SCD/'92.12.25/RPC・ アクショ

ン

壮大な世界観を持つアクションRPC
の移植作。戦神デュエルの末裔であるラ

トク 0カートと妖魔3将軍との戦いを描

く。フィールドに立体感や遠近感を表現

するVRシステムをうまくアレンジして

導入しているも       一  :

さ

556

田    :■
i04:404。 103。 703。 7③3.30315③ 23:2:回
アイテムをタダでもらう 『サーク 1』

'1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

|アに会しヽこ行くとヽ プロテクションリ
‐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
IIJでネムヌの町にいるユ=グに、ゼ

グラートの塔の5階で死霊になつてし
子まうた兄のメッセージを伝え、さらに
ri2回 ユーグに話しかけると、1万

60LDがもらえる。

ライフマントと耐火マントを装着 『サ :

ニク 1‐1の炎の砦にある炎の扉の前で、

まず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
tずにセープし、そのデ‐夕を□―ドす

るとすると、2つを同時に装備した状

態になる。ただし、またサブウインド

ウを出すと、耐火マントのみになつて

しまう。

ゼム・パドゥーを動かす オニプニング
画面で、方向キーでゼム 0バ ドゥーを

動かせる。

敵に楽勝 敵が出現したら、剣を出した

ままジャンプして敵と重なると、すぐ
1に倒すことができる。1 :

サ“クE
7b800円 ("り/NECホームエレクトロ

ニクス/SCD/。 94.9。 30/RPG Oア
クション

ストーリー的には『サーク 1・ ΠJの
、続編にあたる。妖魔3将軍の最後のひと

りと主人公ラトクの最終決戦が繰り広げ

られるざまた『Ⅲ』にもジャンプがあり、

ジャンプしないと通ねないガケや城壁が

あるも

中

03.903.903。 703。 4③3.70335③ 22.0

サイキック・ ディテタティ

ヴ
`シ

リーズ V●l.3 AYA
70600円 (別 )/データウエス ト/
SCD/。 92.11。20/ア ドベンチャー

主人公の降矢本和哉はサイコアナリス

ト(心 IF潜入する能力をもつ探偵)。 昔、

恋人の心に潜入中に事故が起こり恋人の

命を失つたという過去を持つ
`そ

の過去

と、現在の恋人とが複雑にストーリーに

からむ:

曲

03.6031403.l⑤ 3.203。403.8920=6

醒
:       

‐

1 1

ビジュアル轟80Mテスト タイトル画



さいきつく～さし1どあ―

面で、右、下、①、①、上、①の1頂に

押す。すると(ビジユアリレ&BGMテ
ス:卜ができるようになる。:ビジュアメレ

|よ シーン1～ 16、 BCMは 1～ 20まで

ある。   「

サイキック・ ディテクティ
ヴ・ シリーズVo:.4オルゴ
ーjb

7.600円 (別 )/データウエス ト/

SCD/‐93.8.6/ア ドベンチャー

『AYA』 と同じ主人公の降矢本に喪服

の未亡人影藤智名子の「人形を守つて」

という依頼が舞い込む。犯人を客の中か

ら捜してくねとの依頼で影藤の屋敷に招

待される。しかしそこで待つていたのは

血の惨劇だつた。      1
呻  :・

,

03e503.103。 102。903。 103。 4019.1

囲
BCMモード タイトル画面で、右、下、

下、O、 右、①の順に押す。すると、
=ゲーム中に流ねる14種類の音楽が聴

けるBGMモードが現れる。聴きたい

曲を選んだら、①でスタート、①か①

でストップする。

サイキック・ストーム
1・ 6,980円 (別 )/日本テレネット/
SCD/'92.3。 19/シュ‐ティング

自機は4種類あり、サイキックストー

ムという形態に変身することで一定時間

無敵になれるも変身時間はアイテムで延

長が可能だ。2人同時プレイのときは2
機が合体して、より強力な攻撃をするこ

とが可能になる。

岬  :
(D3.603.503:5礎 )3◆ 7(D3,3く )3.5()21.2

::囲
オブション機能:まず、

′
タイトル画面で

カーソルを‐番下に合わせ、セレクト、

①とセレクトl①とセレクト(①と①

とセレクト、①とセレクト、①とセレ

クト、セレクトの順に押す。この基本

コマンドを入力すると、ラウンドセレ
1ク トなど3種類の機能が操作できる。
i:このとき表示さ祖るヒットモードに力

ニソルを合わせ、①と①とセレクト、

①とセレクト、①とセレクト、セレク
:卜、①とセレクト、①とセンクト、①

:と①とセレクトの順に押すとt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、下を押しながらランの順に押す

と自機が1段階ずつパワーアップしt

ラン、①、ランの順に押すとボンパ=
が満タンになるふ

2機同時に操作 マルチタップを接続し

て、2P側でスタートしてからパッドを

11‐ひとつに接続し直すと、2機同時に操

作できるも         '

サイコチ
=イ

サ■
5,800円偶1)/ナグザット/Hu/′ '90。

4.6/シ ューティング

自機がサイボーグの変わり種シューテ

イング。武器は敵を買通するフアイアー

と後方へ攻撃可能なマルチ、横へ攻撃可

能なバスター、そして追尾レーザーのサ

ンダーなど、4種類が使える。

剛 譜     :i
()3.303,2撻 )219曜)3.2(D2.9()3。 0(D18。4

"サウンドテスト
｀
タイトル画面で35回

リセットする。そしてタイトリレ画面に

戻つたら、セレクトボタンを7回とラ

ンボタンを押せば、サウンドテストに

なる。

画セレクト 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 面セレクトにして面を選ん

だら、①、ランボタンを同時に押すと

無敵状態になる。     ●

いきなリエンディツグ 面セレクトの画

面にして①、①、: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

きなりエンディングを見ることができ

る。         1
4分割国口になる タイトル画面で35回

リセツトする。そして①t ①、ランボ

タンを順に押しながらセレクトボタン
:を押すと、画面が4分割された状態に

なる。

フルバワーアップ タイトル画面で35
回リセットして、セルフモニター画面

でセレクト、ラン、①ボタンを同時に

押すと、いきなり最強状態でプレイで

きる。

最後の憲道

70000円 CJ)/ア イレムノ鶴u/'90。フI

6/ア クシヨン

業務用から移植のアクショングーム。

PCエンジン版にはモード設定がついて

いる。難易度設定でPCエンジンモニ ド

を選択すねば、通常(アーケー ドモー ド

の場合)は プレイヤーに対し命が1つしか

ないものが5つまで増える6

申 ‐  ―
《)3。 503.703:4縫 )3.7重)48003.5(め 21。 7

酬
面セレクト タイトル画面で①、①、①、
・
①、①、①、セレクトボタンを順に押

1‐ してからランボタンを押すと、3面ま
1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面

までを自由に選ぶことができるように

なる。・  ■  `1:`:::●   r.
:爆弾が地目に :武器を爆弾に:し、自キヤ

ラをしゃがませて、①を押す・ すると:

爆弾が土に埋意うてしましヽ 一定時間 :
: 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、①、O、 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

タッフからのメッセージが表示さねる。

また、0、 ①、①、①、セレクト、ラ

ンと入力しても、1別のメッセージが表

示さねる。        |   |:■
地面に埋まる 1画の崩れかけた塀の右

端ギリギリから、下を押しながら①で

塀を降りて、右下を押しながら①を押

すと、自キャラが地面に埋まつて八マ

つてしまう:     :

サイドア…ム

50400円嘱J)/NECア ベニュー/Hu/
`89。 7.14/シューティング

業務用からの移植作。自機の右にも左

にも攻撃できるシステムが画期的。移植

度、バランスは良好で初心者から上級者

まで幅広く楽しめる。アイテムを取ると 1

α合体をして強力にな換るb=

田
03。803.403.403.503。 403.4()20。 9

囲
壁すり抜け 国回が強制スクロール申で、

障害物に挟まれそうなときにスタロr
ルと反対側に方向キーを押すと、障害

物をすり抜ける。

自黒&コマ送リモード タイトル画面で

上、①、①を押しながら、ランを押す

と自黒画面でプレイできる。タイトル

画面で、下、①、①、を押しながら、

ランを押すとコマ送リモードでプレイ

できる。さらに、自黒モードでプレイ

して、一度ゲームオーバーにしてから、

タイトル画面でコマ送リモー ドのコマ

ンドを入力すると、自黒画面でコマ送 `

:りの状態でプレイできるよ
‐̀

アイテムが残る やられた瞬間に、ラン

でポーズをかけて武器チエンジすると、

やられた時点で使つていた武器を残せ

る。

音楽がなくなる ゲーム中にポーズをか

けて、方向キーのど楓かとランを押し

続けてセレクトを押すとt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トさね、曲のな

いオニプニングになる。       :
曲が変わる オープニングの地球が破壊

さねているシ=ンでランを2回すばや
、く押す。1すると、ゲームが始まってす .

ぐにポーズがかかり、オープニングの

曲が続く。              ・
I

なぜかポーズ マルチタップを接続して、1

ゲーム中に2Pの①か①を押すとポー
:ズがかかる。

・
連打するとスローになる。|

:左右同時攻撃 ‐連射パツドで、::①を連射 :
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さいどあ―～さいば―な

速度を中に、①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.

サイドアームスペシャル
60800円 偶1)/NECア ベニュー/CD/
.89。 12.15/シューティング

業務用からの移植に加えて、パワニア

ップ方式の違うオリジナルバージョンを

収録している。自機は前方と後方に攻撃

することができ、合体アイテムをとるこ :

とで、3方向に弾を発射する強力な攻撃

が可能となる。

園
○ ‐̈〇 ・̈C―‐0…‐③・‐‐④ :̈◎ ‐̈

サイバ=クロス
60300円偶1)′

/フ エイス/Hu/'89.6。

23/アクション

横スクロニルのパワーアップ型のアク

ショングーム。かなり特撮ファンを意識
した作りになつており、演出もやること

にソツがない。特定のアイテムを取るこ

とで変身し、攻撃力がアシプする。

呻    :
03.503。 303.O③ 3,303。 603。 5③20。 1

回
コンティニユー2回 ゲニムオーバーに

なつたら、パッドのOt ①、方向キT=
の下を押しながらランボタンを押すと、

体カゲージは増えたままで、やらねた

面の最初から2回までコンテイニュー

できる。        ・

隠しステ…ジ 1面で、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。ここで左に移動して

下にジャンプすると地 卜自へ。    |
デモを操作 デモ中で、バンチやキック

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。

サイバーコア

60700円偶1)/アイ・ジT。 エス/
・

Hu/・ 90.3.9/シューテイング

敵は巨大な昆虫達。自機はアイテムを

取ることによつて4種類にメタモルフォ

Tゼ (変態)する。武器は対地と対空に分

かれており、ゲーム感覚は『ドラゴンス

ピリット』に似ている。

中
()3。 203。 4(静3.lG受 3。 4GD3。 3()3,0(い 19.3

田
′ヾスワードモード タイトリレ画面で方向

キーの左を押しながらセレクトボタン

を押すと、パスワTドモードになる.

ここで、右上の表から好きなモードの

パスワードを選んで入力し、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、さまざまなモー

ドが楽しめる。

最強コア アイテム 0キャリニを攻撃し

て、八イパーインセクトの卵を緑‐緑‐

詩 赤の順に取つていく。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 バスワードモードのウ

ル技を使つて「0丁00N」 と入力する

とサウンドONに、「OT00FF」 でサ

ウンドOFFになる.         :
エンデイングをまた見る :エンデイング

後のタイトル画面でコンティニュニを

選ぶと、また、エンディングが始まる。

OYttER CITY OED0
808獣の属性

6。 500円偶1)/日本コンピュニタシス

テム/CD/。91。 3.15/ア ドベンチヤ

近未来の都市OEDOを舞台に繰り広げ

られるアドベンチャー。7年ぶりにOE
DOに戻つてきた主人公のセンゴクが電

脳警察のT員となり、対立する組織や電

脳犯罪者との戦いが描かれていく。

岬        l
()3。 803。 7(∋3.2(勢 3.1(〕 3.5()3.9(参 21。 2

"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のエレベニ

ター入口にいる、
:願

の悪そうな女」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 Fタ イムマシ

ン」というアイテムが見つかる。

サイJt― ドッジ     :
6.800円 偶り)/ト ンキン八ウス/HJ/

'92。 1.31/スポニツ:ドッジボニル
ドッジボールを過激にアレンジしたゲ

ーム。異色の6チームが6種類のコート

で戦う。各チームのリーダーとサブリ■

ダーは必殺シユートを使うことができ

る。その球威は絶大で、相手に大きなダ

メージを与えらねる。

中
02.903。 102.903.503.1()2.6《 ≫18。0

口 曖 目 11・
   :|  .‐  1

最初に必す攻撃できる コンピュータと

の対戦のときに、試合開始のジャンフ

ボールで、上を押し続けるだけ。する

と、いつたん敵の選手がボニルを取つ

てしまうが、なぜか味方の外野にボー

ルを投げてく机る。こねで最初に攻撃

を仕掛けられる。ただし、このウルテ

クは、最強チームのダ‐クメンズには

通用しない。

サイJt―ナイト

6.800円 4811)/ト ンキン八ウス/Hu/
。
90。 10。 12/RPG
このゲニムの特色は、ファンタジー性

を一切排除しているところ。仲間を生き

返らせるのにも、クローン技術で再生す

るといつた感じだ。剣と魔法の世界に飽

きた人に、お勧めのゲームだ。メカデザ

イン|さ大河原邦男が担当。

曲

03.803.603.603。 6③3.803.9022。 4

酬

'

シューティング 最後の決戦で、マザー

シップに向かう途中にシューティング

ゲームをすることができる。方向キー

で自機をコントロールし、①ボタンか

①ボタンを押すことでミサイルを発射
する。

YAN騨 やさしいモードになる

HIGHPIN 難しいモードになる

SCS: 音楽と効果音のテストモードになる

MIKARIN 無敵になる

:RO カラ‐バーを表示する

MAI ステニジ1か らスタート

EM! ステ∵ジ2からスタート

YUUMI ステージ3からスタート

PERSiA ステ∵ジ4からスタート

YU ステニジ5からスタ■ト

MAMi ステ■ジ6からスタTト

MiH0 ステージフからスタート

LALAMOTO 最終面からスタート

SARA エンディングが見らねる

MAKIRIN 縦長画面になる

E:KOCHAN 横長画面に戻す

AMI スウォローテイルが最強装備

R!E ビートルが最強装備

NAOMi マンティスが最強装備

M:DORI ホーネットが最強装備
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サイレントデバッカーズ
60800円偶り)/データイースト/Hu/
'91。3e29/シューテイング

宇宙ステーションという閉鎖された空

間で1エイリアンと戦う3Dシユーティ

ング。今までの3DシュTティングには

ない独特の緊張感が味わえる。方向転換

の仕方に慣れるのが大変だ。

中
03。403。 603.303.403。 703。 7020。8

四
面セレクト&無敵 ノミスワード入力画面

で「ワタ?イシ」と入力すると面セレ

クトができる。さらに、「ササ?モ トJ

と入力すると、面セレクトができるう

えに無敵状態でゲームを始めることが

できる。

ショージでスタート 名前入力画面で何

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なる。

ザ・キックボクシング
6。800円 (別)/マイクロワールド/
SCD/。92。7.31/スポーツ・ボクシ

ング

トレーニングで選手を育て、試合に勝

つてチヤンピオンを目指す。豊富な技は、

どねも簡単な操作でできるようになつて

いて:その動きは驚くほどスムーズだ。

成長した選手のデータは、もちろんセー

ブできるぞ。  1
呻
(D3。 002。 902。 9運)2。 6(D3。 1()3.6(D18。 1

THE功夫

43500円偶1)/八 ドソン/Hu/.87.
11.21/アクシヨン

デカキャラが特徴の格闘ゲニム。リア

ルな敵キヤラと繰り出さねる技は豪快で

気持ちがいい。また、キャラの大きさが

一層臨場感を盛り上げている。ストレス

解消にもつてこいのゲーム。

中
03.303.002。 702。 302。 802。 6016。7

囲
デバッグモァド 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画、右6回、下2回ti左 3回の

順に押すと、自分を無敵にしたり、画
を選んだりすることができるようにな

る。ただし、初期バージョンのみ。

コンティニュー ゲームオーバーになり、

タイトル画面に戻つたときに、方向キ

ーの上下左右のいずねかを押しながら

ランボタンを押すと、ミスしてしまつ

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

なようにブレイし、ゲームオーバーに

する。そして、タイトリレ画面のあとの

デモ画面になるまで待つ。するとゲー

ムオーパニになつ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「GiVE UP」 というメッセー

ジが画面に表示さねる。

2周目ができる どのステージでもいい

から一度ゲニムオーバTになつてt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Tムを始めると、2周目を

ブレイすることができる。

必殺技の出る法則 ボスキャラとの戦い

で、敵から連続2回バンチをくらった

あとに、自キャラのパンチが敵に当た

ると「デカバンチ」になる。敵から3
回くらつたあとに、自キヤラのバンチ

が敵に当たると「あたたバンチ」にな

る。

防御ができる ボスキャラとの戦いで、

敵がバンチをしてきたら①を押し、キ

ックをしてきたら①を押すと防御がで

きる。

3X3EYES三興眼彗威

8,800円Gl)/NECホ =ムエレクトロ

エクス/SGD/'94。 7.8/ア =ドベンチ

ヤー

パソコンを大幅にアレンジして移植。

人気のコミックをオリジナリレシナリオで

ゲーム化した作品だ。圧巻なのはア
=ケ

=ドカードの機能を活かした膨大なビジ

ュアルシーン。秒問 14コマのアニメー

ションでストーリーを彩る。

呻
04。403.603。 703。 7① 3。 903。 5④ 22。9

口■回     一 :
部屋をのぞける スキー場のログ八ウス

ヘ行き、夜になったら大学生の部屋の

前に行く.まわりを見ているうちに

「耳を澄ます」,という行動コマンドが出
てくるので実行すると、今度は「のぞ

く」という行動コマンドが出る。この

「のぞく」を8回実行すると、大学生の

部屋をのぞける。

定書七番 秀書の黄金

40900円GJ)/八 ドソン/Hu/´88。

11。 18/ア ドベンチヤー

八チャメチャなパロディ小説が原作の

ゲームЭ殺人許可証を持つ丁稚の定吉が

秘密結社NATTO(ナ ットニ)に奪われた
秀吉の古文言を取り戻すために活躍す
る。ゲームは全8章で構成されている。
随所に入るギャグが楽しいふ

呻
04。304.103。 903。 804。 1(D3。7023。 9

四
全章バスワード 各車ことのパスワード

は下の表の通り。

ザ・ティーヴィーショ…
6.800円 (別 )/ラ イトスタツフ/
SCD/'95。 9.29/アクション

ステージ上に存在する宝船を、爆弾を

使つてアイテムに変化させ、そねを全て

集めねばステージクリア。ステージ開始

時に選択できるキャラは8人いて、独自

の必殺技を使うこともできる。次々と面

をクリアしていくシナリオモードと、4
人で対戦できるVSモードがある。

田 調

()3。 603。 0嵯∋3。 2嵯)3。 1罐)3。 5受)3。 3(D19.7

囲
キャラがすれ違う まず、VS MODEで
ゲームを始める。そして緑色の爆弾を

持つたら、ほかのキャラに体当たりを

する。すると、はじき返さねずに、す

れ違うことができる。

ザ・デビスカップテニス
6,800円 侶1)/マイクロワールド/
SCD/.92.4.1/スポーツ 0テニス.:

デビスカップは、毎年アメリカで行わ

ねている男子テニスの国別対抗戦o32
人のトップ選手たちを相手に優勝を目指

す。プレイヤTには6つの能力値があり、

力を振り分けて好みのキャラクタをつく

ることができる。

田
()3。 2(勤 3◆ 103。 1逢)3el()3。 00313(り 18。 9

ザ・ニュージ=ランドスト=
り…
6.600円 偶1)/タイト,/Hu/。 90:2.

23/アクション

シューテイング要素を含んだ、縦横に

スクロールするアクショングーム。ブレ

イヤ
=は

ティキとなり、ヒョウアザラシ

にさらわれた仲間たちを救い出すのだ。

画面とは裏腹に難易度が高い。

中
()4.103。 603.203。 5(D3.5く )3。 4縫)21。3

2革 つなへけくひはぬふすきぬてあほうおたつけけはつあ

3章 こなひけえひぬとえのけまほたとえせせかきくけこませヘ

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 こおすのすさきえせえきちたひはそちきちきねのひえとはち

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せてまぬすじ
7章 こぬにそそのあせちさくこほうねなせ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ほひしつてのえかふちけへすふしけけ
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田
敵を突き落とす 風船を持つた敵の下で、

下を押しながら①を連打すると、敵は
t 逆立ちしながら嵐船から突き落とされ

:て しまう。
:ザ
・ プロ野球

6。800円 Gl)/イ ンテック/CD/。90,

「 10.5/ス ポーツ・野球 ‐

プロ野球 12球団公認で、すべて実名

で登場する。アクションモードでは選手

となつてプレイし、シミュレーションモ

ードでは監督となつて選手に指示を出す

ことができる。ブレイヤーのさい配で勝

負が決まるのだ。    =
:回

                                     =

i(D3。7(∋ 3◆ 203。 102.803。 303.l③ 19.1
:囲

       ‐

いきなリエンディング まず、ペナント

モードの130試合を選び、チーム選択
回口で大洋ホエールズを選ぶ。そして(

対戦カー.ド画面で、右、左、右、左、1

右、左、右、左の順に押してから、セ

レクトも・ラン、①を同時に押しながら

①を押す。するといきなリエンディン

グが始まる。

フェンスを重る 所沢球場と甲子園球場 =

の外野フエンスは、上と①を押して登

ねる。この技を使つてホームランコー
:スの打球もキャッチできるL     ∵

ザ・ ブロ野球SUPER
6.800円偶1)/イ ンテック/SCD/
・92。 10。 9/スポ=ツ・野球

『ザ・プロ野球Jの続編で300人の
:選手が実名で登場する。システム面では、

オプション機能がつき、エラーの有無を

設定することができるようになつたb

「有」にすると選手の能力によって勝敗

が左右さ組ることもある。

田
()3.7()3。 9違勢3。 4(秒 3。 4CD3。 6C)3.6(膨21.7

酬
サウンドル=ム オニブ三ングモ■ドか

VSモードの球場選択回口で、セレクト

を押しながら①を押す。すると、サウ

ンドルーム画面が現れる。各項目を選

んで①を押し、方向キァの上下で聴き

たい由などの番号を設定して①を押す
と、演奏が始まる。CD‐DAではエンデ

: ィングでしか聴くことのできないCD
i=、 音源の球団歌など、26の曲が聴ける。

PSGでは26種の曲と効果音、ADP
CMでは17種の声と効果音を聴くこと

ができる。また、一番下の????に
,カーソルを合わせて①を押すと、隠し

ゲーム「Tama ttama」 をブレイする

ことができる。このグニムは対戦専用
で、5人同時プレイが可能.①でボ■

: ルを投げ、相手にぶつけて倒すのが目
i的oさらに1'????に力‐ソルを合|

わせてセレクトを押しながら①を押す:

と、しヽきなりエンディングを見ること
・

|ができる。

カーソルが怒る モードセレクト画面で

何もしないで待つと、カーソルのキャ

ラが怒り始める。       1  ‐

プ・プロ野球SuPER194′ |

7:200円偶J)/イ ンテック/SCD/
.94.6。 17/スポーツ・野球

シリーズ最新作となるこのゲームは最

新の選手データを使つており、巨人の松

丼や落合に監督となつて指示を出すこと

ができる。新たにホームランコンテスト

`が加わつた。.好きな選手を使つてガンガ i

ン打つべし。

□       .::

021802。 702:602。 70260217③ 16ぉ 2

回
隠しチームでブレイ `ゲニムモード選択

画面でエキジビションマッチを選び、

チーム選択画面でセレクトを押しなが 1

ら①を押す。すると、オールセントラ

ルチームでブレイできるようになる。

同様に、チーム選択画面でランを押し

ながら①を押すと、オールバシフィッ i

クチームでプレイできる。     1
サウンドセレクトとおまけ ゲームモニ ・

: ド選択画面でエキジビションマツチを

選び、チームは適当に選ぶ。そして球・

場選択回自で「 ?」 にカーソルを合わ

せて、ランを押しながら①を押すoす
るとサウンドセレクト画面が出現する。

ここで「????」 という項目を選ぶ

と、おまけゲームの「ソフトクリーム

のゲームJができるようになる。   |
隠し球場 球場選択画面の「?」 にカー

ソルを合わせ、右か左か下のど根かひ

とつとセレクトを押しながら①で、3
つの隠し球場を選べる。       |

エンディングを見られる 好きなチーム :

を選択した後、サウンドセレタトのウ
1

ル技を使う。ここで、「????」 に力

―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

のエンディングが始まる。

サマニカーニ′旬レ
193ネ

ク

スザールスペシャル
40980円偶り)/ナ グザット/SCD/
193.7.23/シ ューティング

通常のゲすムモードのほかに、タイム

アタックとスコアアタックができるカー

ニバルモードがある。自機は2種類のシ i

ョットのほかに、サブウェボンと呼ばれ

る武器を装備することが可能.派手な演

出が特徴的。  ,
田      :
()3。 203。 6C肇 3。 7GD3.5C夢 3.8C)2。 9(≫20.7 

‐

m     ..: :

オプションの機能がパワーアップ 「ゲー |

ム起動申にtセレクトを押しながらラ
ンを押し続ける。ボタンは11「Summer i
Cam市 a。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増やせる .
ようになり、ゲームレベルが1つ追加

される。さらに、クリアしていないス

テージでも自由にステージセレクトが

できるようになる。

沙羅塁蛇

60000円偶り)/ヨナミ/Hu/'91。 12.

6/シューティング    ・

業務用の人気作品からの移植。2人同 :

時ブレイが可能。自機のパワーアップ方 ・
法は『グラディウスJと異なり、敵を倒

すと出現する、装備ことのパワーアップ

アイテムを取ることで自機の装備を強化
:

していく。                1
園       :
03.803。 8〔∋3。 703。 903,903。 0(D22.0

囲
残機のストックをもらう まず、2Pでゲ

ームを始める。片方がゲ=ムオニバー

になつたときに、ミスしたブレイヤ=
が①、①を同時に押す。するとミスし

なかつたプレイヤーの残機が1つ減る :
代わりにtミスしたブレイヤーの自機

が復活する。

デモで2Pの自機の操作ができる まず

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、①を同時に押そう。

すると、ロードブリティッシュ号が突 1‐

然出現して、自由に操ることができる

ようになる。

2機同時に操作 マルチタップを接続し

て、2Pでスタートしてから、パッドを

1つに接続し直すと、2機同時に操作

できる。    ・

軒陽炎の時代
7.500円 偶J)/タ イトー/CD/01。
12.27/シミュレーション      |
パソコンなどで人気のシリーズのPC

エンジン版。ブレイヤーは戦国大名とな

り、日本全上の統一を目指す。5人まで

の同時プレイが可能で、シナリオは全部
で7本。なかには架空のシナリオも用意
されている。

闘    , 「 ‐

《)3。 003。 4031003.003.5()3.4(D19。 2

囲       .
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、①、

セレクト、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

イヤすが選ばなかった有力大名がその

領土から消えてしまう。  . :   :



さんこくし～じえいび‐

戦国自衛隊登場 まず、難易度を適当に

決め、シナリオフを選ぶ。そして、足

利義輝以外の大名を選ぶ:―ゲ=ムが始

:ま つたら、武将調略で足利義輝配下の

足利義昭にカーツルを合わせる。ここ

で下を押しながら①を押して調略す

る。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。武将が調略できな

い場合でも、何度も試せば必ず配下に

できる。

総資産増殖法 ゲーム中、情報収集にき

つかり198金を投資する。|すると総資

産が10000金分も増えてしまう。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。

三日憲Ⅲ     I
14.800円偶1)/光栄/SCD/193。 10。

1

1/シミュレーション

三国時代の中国を46の都市に分けて

いる。ブレイヤーは君主のひとりとなつ

て、内政、軍事、外交、計略のコマンド

を駆使して中国統一を目指す。配下の武

将はその能力に応じて、実行できるコマ

ンドが決まつている。

中
03。603。 0023703。 504。 003.2③ 20。7

酬   1‐

隠しイベント「江東の二張J「  シナリオ

2の孫策でプレイして、196年 1月ま

で第36国の菫江のみを領土にしてお

く6すると、朱治が玉璽を質にして哀

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、

周喩が江東の二張と呼ば楓る2人を陣

営に招くように勧めてくる。このとき

自ら訪ねていくと、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

ねる大賢人がいることを教えてくねる。

自ら訪ねていくと、そのときは留守で

会えないが、次の月になると再び訪ね

るかというメッセージが現ねる。この
:と きも留守で、3月にもう一度訪ねる

1かというメッセージが現ねる。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。

武将をひと月で置前線に配置 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

つてきたら、撤退を選んでその武将を

引き揚げさせる。すると、その武将は

自動的に移動させたい国へ行く。
:薔告画面 旧システムカードでこのゲー

ムを起動すると、泣いてしヽる軍師の姿

itを見ることかできる:  i  `

三日憲 英傑天下に臨む

8,8oO円偶1)/ナグザット/CD/391。
3.29/シミュレーション

189年の中国を舞台に、6人の君主か

らひとりを選び、自国の生産力、軍事力

をあげ、他国を攻めて領土を広げる。戦

闘では、一騎討ち、1計略などを駆使して

戦う。横山光輝原作の「三国志lに登場

する武将が活躍するも

中
03。603。 603.203。 303。 803。 5③ 20。 9

囲
隠しオープニング オープニングが終わ

つたあと、しばらく待つと登場する武

将の違うオープニングが始まる。

サング‐プレード
7,200円偶1)/NECアベニュー′′Hu/
。
90。 12。7/シュTティング

攻撃ヘリを操るシュTティングゲー

ム。3Dシーンと2Dシーンが交互に展開

する独特のシステムは、業務用そのまま

だが、かなりのアレンジがなさねている

ので、全くの別物と考えた方がいいかも

しねない。難易度は高い。

中
(D3.103.303.1嵯 )2.9罐 )3:203.2運 )18。9

ステージセレクト タイトル画面でラン

を押して、モニド選択画面を出す。こ

こで①とセレクトを押しながら、方向

キーの左下を押す。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 セレクトとランを

押しながら電源を入ねると、カラニテ

ストモードになる。ここで①を押すと

方眼紙画面に、さらに①を押すと自黒

テストモードになる。

し
THEバ■』6ルネッサンス

ボイジャ=9.800円 (別 )/アー トデインク/
SCD/。94.3.4/シミユレーション

未知の大陸を冒険して世界地図を作成

することが目的。船舶を購入し、それを

率いる提督を選び、探険船団を編成する。

そして、探険船団を派遣し、その報告を

地図帳に書き込む6資金を集めるために

貿易もできる。

呻
()3。 403.6∈ )334選∋3.4遷)3.7受D4。 2篭D21。7

四
提督情報を変えられる 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`(1～ 5行日)となうて

いる。            1  1
高い船でスタート まず、ある程度時間

の経過した、高い船が手に入るセープ

データを用意する。そして次に、ゲー

ムを普通にスタートしてすぐにセーブ

し、用意したデータを□―ド。そのあ

と船舶購入で高い船を選択した状態で

スタ
=卜直後のデータを□―ドすると、

:時間が経つてないのに高い船を買える。

9口軍 人 ロ カ ビ リー
琴 目

6:800円傷1)/八 ドソン/SCD/'93.
7e30/シュァティング     ‐

自機の電人はアイテムの肉を取ること

によで5段階に変化する。各ステージこ

とに装備されるオプション|ま分離して攻

撃することもできるし、自機と合体して

攻撃することもできる。強力な攻撃のウ

ンチボムも健在だ。

中
03。703.403。 2GD3.5便 )3.103.1019。 9

酬
デバッグモード タイトル回自で①、①、

上、右、下、左、上、セレクトの順に

押す。すると、デバッグモード画面が

現ねる。ここでは、ステージセレクト

や、難易度の変更、無敵の設定などが

できたり、ゲームオーバーやエンディ

ングのビジュアルを見たり、ゲーム中

の音楽や効果音を聴いたりすることが

できる。

CDバトル光の勇者たぢ
6.300円 (別 )/キ ングレコー ド/
SCD/。 93.3。 19/その他

音楽CDなどからデータを取り出して

キャラを作成して戦わせるゲーム。基本

的に友達と2人で遊ぶもの。自分の持つ

ているお気に入りのCDと友達のCDから

生まれたキャラで熱いパトルを繰り広げ

るものなのだ。         |
田
()3。 503。 403.2燿 )3。 4選)3.104.4()21。 1

四
サウンドテスト タイトル画面で、上と

セレクトと①と①を同時に押す.する

と、10種類の曲と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、

・
①でストップする。

J。日.ハロルド殺人倶楽部
6.500円 偶1)/ノ ドヽソン/CD/.90。
11.23/ア ドベンチャー

パソコン版で人気のア:ドベンチャー

『」.B.八ロルド』シリニズの移植作。刑

事ハロルドとなつて難事件を捜査してい

く。海外が舞台となうておりヾ英語によ
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しえいぶし～じばんぐ

る文字の表示やナレーションでブレイす

ることが可能だ。         :
田        :
()3。 803。803.6礎 D3。 6()3。 5く)3。 5()21.7

囲
ミュージックテスト ゲ=ムをクリアし

て、ENDの文字が出てBGMが終わつ

たら、ランを押す。すると3由の渋い

ジャズミュージレクが聴ける。

シェイプシフター 魔界英雄

伝
7.400円 偶J)/ビ クター音楽産業/
SCD/192。 9。25/ア クション

海外の作品からの移植。謎を解かなけ

ねば先に進めないアドベンチヤーの要素

1を盛り込んだアクションだ.ブレイヤ=
キャラはレベルアップによつて変身能力

｀

を獲得。黒ヒョウ、サメ、ドラゴンなど

に変身できる。

中

03。603。 303。 60336③ 3303.O③ 2o。7

Jリーグ グレイテストイレ

ブン
7。

“

0円偶1)/日 本物産/Hu/193.5。

14/スポ■ツ 0サ ッカー

Jリ ーグ公認のサジカニゲームで、選

手はすべて実名で登場する。2人で1チ

ームを担当し、最大4人までプレ:イ が可

能。ゲームモードは2つあり、どちらも

フォーメーションやスタメンを自由に選

べる。

園 ■ 1  、
:

()3.203.103。0()3.2(D3.402。 8018。6

四
同チーム対戦 モニドセレクト画面で

「エキジビシヨン」に力=ソルを合わせ

f てご右と①を押しながらランを押す。

すると、同=チーム1こ 1:P側,?P側も
カーソルがあわせらねるようになり、

同チーム対戦ができるようになる。

Jリーグ トリメングスサッ
・

1カ=094
7.800円偶」)/NECホームエレクトロ:

ニクス/SCD/'94.12.23/スポー

ツ・サッカニ

Jリ ーグの選手デニタがひとりひとり

細かく入力さねているサッカーゲーム。

全部で5つのモードがあり、どのモード

も、 lP&2 PttCO M、 lP&2P対
3P&4Pなどの変則プレイを含めた6通

りのプレイが選択できる。

田        ::
03.6031603。 303.3③ 3.903。 O⑥20。 6

ジェノサイド
60800円 (別)/ブ レイン・グレイ/
SCD/'92.6.26/ア クション

パソコンの人気タイトルの移植作。剣

を持つた巨大ロボット、トレーサーのリ

アルなアクションが魅力となつている。

横スクロー・Jbのパトルモードと八―ドな

ストーリーが交互に展開する。

中
()3。 303.4(動 3。 OGD3.2(勢 2。 8()2。 8()18.6

囲
ステージセレクト ゲーム起動後の、メ

リ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までのステニ

ジセレタトができる1方向キーの上下

で選択し、①で決定する。

地獄めぐり

6.600円 Glj)/タイトー/Hu/'90。 8.

・3/アクション         :
普通の縦横スクロール型のアクシヨン

グーム。さまざまな仕掛けと敵の攻撃を

かわしながら、最大の敵エンマを倒すの

が目的。独特のゲーム画面が雰囲気を醸

し出している。難易度は高い。

園
()3。 503.1()2。 8CD3.2(D3.lα )3.O018.7

囲
最強コマンド タイトル画面で方向キー

の左下、①、①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。こねで、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面に行ける。

シティ“ハンター

6。300円偶1)/サン電子/Hu/。90。 3。

2/アクション

TVや漫画でおなじみ「シティー八ン

ター」をゲーム化。横スクロールタイプ

のアクシヨングームで、アドベンチャー

要素も多少含んでいる。操作性が良く、

ゲームもシンプルでテンポ良く進む。

呻
03.403.2C13.003。 102.9② 3。 O④ 18.5

忍(SHINOBI)
60800円 偶1)/アスミック/Hu/089。
12.8/アクション

業務用からの移植。現代の忍者が大活

躍するアクショングーム。シビアな操作

性と個性あふねる敵の攻撃は、PCエン

ジンでも健在。手裏剣と数種類の忍術を

駆使しながら突き進んでいこう。

田
()3。 203.203。 1礎)3。 3(D3.4α )3。 0饉)19。2

回      :
①、①で忍術が使える タイトル回回で、

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、①ボタンを同時に押しても

使える。

面セレクト ゲームスタート後のミッシ

ヨ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。

サウンドテスト タイトル画面で忍者の

顔が出たら、セレクトボタンを連打す

ると、忍の文字だけが残り、MUSIC
MONITOR MODEになる。こねでゲ

ーム中の音楽を自由に聴けるようにな

る。方向キーの上下で出を選択して、

①でスタート、①でストップする。

コンティニュー ゲームオーバーになり、

「GAME OVER」 と画面に出たら、 11

また1ま ①ボタンを連打。すると、ゲー

ムが終わつたステージからコンティニ

ューできる。ただし5回までしかでき

ない。

25000点ボーナス 手裏剣を使わずに

ステ‐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

剣と忍法を使わずにクリアすると

25000点のボーナスがもらえる。

大顔面でハマる 2面ボスのマングラ群

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ピョン跳ね続

ける。

ZiPAN0 1
6.200円 偶1)/パ ツク・イン・ビデ

オ/Hu/。 90。 12.14/パズル・アク

シヨン

各面にあるカギを入手し、途中にある

黄金を集めながら扉にたどりつけば面ク

リア.ただし、さまざまな敵が邪魔をし

てくるので、そいつらを倒しながら進ん

でいかなければならない。

ヽ M:1 M:2 M:3 M:4

S:1 普通に始める ①を1回 ①を2回 ①を3回

S:2 ①を1回 ①を1回

①を1回
①を1回

①を2回
①を1回

①lを3回

S:3 ①を2回 ①を2回
①を1回

①を2回
①を2回

①を2回
①を3回

S:4 ①を3回 `

①を3回
①を1回

①を3回
①を2回

①を3回
①を3回
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しむあ―す～じゃんしん

田
()3.103。 403。 403。 5罐)3.203。 2(D19。 8

シムアニス
6.800円Gl)/ハ ドソン/SCD/。 93。

1114/シミュレーション

惑星を構成する大気、海、土壌、生物

は、そねぞれ相互に深く関係していると

いうガイア理論に基づき、惑星に生命を

はぐくみ進化させていく。地表を作り生

命を配置し、地殻や大気、生命、文明を

コントロールする。

呻
03.203ど 203.003.003.003。 5③ 19。0

酬
ガイアくんいじめ ガイアくんの出てい

る画面で、力,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

60800円 (別 )/マイクロワール ド/
SCD/.9313.19/ア クション

フランス生まれのアクシヨングーム。

筋肉モリモリ男の主人公ジムが、ミュー

タントにさらわねた大統領の娘サマンサ

を救出するため戦う。ミョーにリアルな

グラフィックとユニークな敵キヤラが魅

力。

l,I::llli::lili1ll・

01。702。 OG∋ 1。702。 302.002.O③ ll。7

囲

'        

、

全レベルバスワード バスワード入力画

面で、下の表の中から自分のスタート

したいレベルのパスワードを選び、入

力する。

シャーロック・ ホームズC探
|  `

7ら 200円偶J)/ビ クター音楽産業/
CD/'91.7.26/ア ドベンチャー

実写のビデオ映像を取り込んだ本格推

理アドベンチャー。ビジュアルのなかの

情報や新間、住所録を手掛かりに3つの

難事件を解決していく。登場人物のしぐ

さや表情などが犯人を見つける決め手と

なつている。

呻
03。803.6G夢 3。 703。 4①3.50462③ 22.2

シャーロッタ|ホ■ムズの探

=    :8.200円 偶1)/ビクターエンタテイン

メント/CD/'93.5。28/ア ドベンチ

ヤー

基本システムは前作のものを継承し、

新たなシナリオを用意した続編。実写画

像のクオリティや文字表記の日本語表示

などが改善さねている
`前

作同様自分の

推理を裁判官にぶつけ、犯人が逮捕さ組

れば事件解決となる。

園
()3。 803。 403。 303.303。 4()3。 9(D21。 2

邪霞剣ネクロマンサ■

4.500円 GJ)/八 ドソン/Hu′/.88。 1。

22/RPC
PCエンジン初期のRPG。 画面は上か

ら見下ろすタイプ。不気味さが漂うグラ

フィックが印象的だ。継続機能はパスワ

ード方式で、それを利用したウルテクも

あつた。ただし、とても長い。

中
03.3038103.0運動3.003.102.7018。 2

回  |
捨てても取れる アイテムを捨てた場合

その場を動かずに、すぐに「さがすJ

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リ パーテイのだ

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、まず、宿屋

に泊まろう。そして、覚醒のことばを

聞いてからリセットしt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、敵に戦いを放棄させ

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:こは効かない。

おもしろ″1スワード ロまどそ んがつ

くた ねくろ まんさわお もしろ

いたかはじ めいじ んしまだめ い

じん かわだめい じん」か、58文字

まで「あ」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・ チェン
60500円偶1)/八 ドソン/Hu/℃ 1。 1。

18/アクション

横スクロ,ルタイプのアクショングー

ム。大きなキャラと操作性の良さがウリ。

オリジナルということもあり、PCエン

ジンの性能を活かした作りになつてい

る。難易度も適度で遊びやすしヽ

中
04。 103.503.403.3C,3,60303021.6

四
ステージセレクト タイトル回口で、上、
下、左、右と①を同時に押し、鈴の音

が鳴つ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

クト画面になる。

急降下 ジヤンプ中に下を押すと、急降

下することができる6  1
すぐにスタート 電涼を入れてすぐリセ

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、①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。掛け軸のような道

中画面が出なけねば成功で、ゲームを

続けると4分割画面になるなどしてバ

:グる|

ジャッタ,ニタラウス チャ

ンピオンシップゴルフ
6.200円 偶1)/ビ クター音楽産業/
Hu/'89。 11。 24/スポーツ 0ゴルフ

ゴルフの帝王ニクラウスが選んだ18
ホールを、3D画面で再現。モードはス

キンズとストロークの2種類。コンピュ

ータ側のプレイヤーは、ニクラウスを含

めて9人用意されている。

中
02。902。 902。 702。 9(D2.902.9⑬ 17.2

ジャ,夕・:ニタラウス・ワニ

Jレ ド・ゴルフ・ツアー
7。800円 (別 )/ビクター音楽産業/
CD/90。9.14/スポーツ・ゴルフ

ゴルフ界の帝王ジャック・エクラウ

ス
`彼

がこのゲームのために選んだ特選

コースと、世界各国の名門コースを合わ

せて162ホ=ルをブレイすることがで

きる。ホールことにニクラウスがアドバ

イスしてくねるぞ。

中
()2。 502。 902。 702。 802。 802.7(D16。 5

シャドー・ オブ・ ザ・ r―X
卜魔性の掟    :  :
7.200円 (別 )/ビクター音楽産業/
SCD/℃2.3。27/アクション  =
このゲームも海外からの移植作.主人

公も敵キヤラも恐ろしげな怪物というオ

ドロオドロしい雰囲気が特徴だ。攻撃方

法はパンチやキックのほか、アイテムを

手にいねることにより魔法や銃を使うこ

とができる。

呻
03。704。 103。 503.4()3.603。 5饉)21。8

四    ‐

無敵になる 主人公が走つているタイト

ル画面で、①、①、①、①と入力する

と、画面左上の数字が99になり、ゲ

ームを始めると無敵になつている。

雀神伝説
6:900円偶1)/NECホ ァムエレクトロ

ニタス/AC/.95.2.24/アダルト・

: 麻雀‐11        1

レベリレ バスワ■ド
レベル2 WELLDONE
レベル3 BRAVOJ:M

レベル4 SMARTBMB
レベル5 LAST ONE

563



じゃんてい～しょうぎし

NE0 0 GEO版 からの移植で、情報収

集やレベルアップなどのシステムを導入

したRPC仕立ての麻雀。「RPCモードJ

と「フリ■対戦モ■日 に分かれていて:

どちらのモードでも勝つとグラフイック
1を見ることができる:

岬
03.503。 203。 303.3③ 3b50D3.3⑬ 20。 1

囲
最初からアイテムあリ セーブデータが

ある場合のウル技。タイトル画面で

「VS MODE」 を選び、敵キャラ選択

画面でキヤンセメレしてタイトル画面に

戻す。そして「NEW GAME」 でゲー

ムを始めると、セープデニタ中にある

アイテムを持つたまま最初から始めら

れる。

雀偵物語

6,780円Gl)/日本テレネット/CD/
.90。

10。 9/アダルト・麻雀

探偵もののアドベンチャーに麻雀が加

わったゲーム。ブレイヤニは私立探偵と

なり、失踪した1人の女のコを捜し出す

のが目的となる。随所にかわいい女のコ

との麻雀勝負があり、そねに勝つと情報
‐

が入手できる。

岬       |・

04.103.503。 303.5(D3。 o受)3.4()21.6

雀償物語2宇日探偵ディバ

ン/出動編
40800円 側)/ア トラス/CD/392.2:
23/アダルト・麻雀

i

特撮ヒー由―のノリで展開する雀偵シ

リーズ第2弾。キャラデザインに鈴木典

孝を起用、女のコのキャラがリアルタイ:

プからアニメ系になつた。ストーリーは、

宇宙探偵デイバンが秘密結社麻龍に挑む

というもの。

回
()4。 003。 503。 903.2(D3。 3()3。 4()21.2

囲   :
対戦相手の牌が見える 対戦相手との麻

雀シーンになつたら、ツミコミ技の設 :

定を適当に決めざ=般技の選択が終わ

_つ たあと,セレクトを押し続けてみよ

う.すると相手の牌が丸見えになる。

雀償物語2宇自探偵ディバ

ン/講
■ 4・800円側)/ア トラス/CD/。 92。 4。

24/アダルト・麻雀

 ヽ「完結編』は、デイバンと秘密結社麻

龍とのラストパトルが展開されるもの。
iス トーリーは「出動編』の続きになつて
:いる。前作同様、角やしつば、羽をつけ

たかわいい女のコがたくさん登場。キミ
:を

楽しませてくれるぞ。

回
=()4.2C)3.204。 003。 503。 503。 3()21。7

雀偵物語3セイバーエンジ

ェJレ

7:800円 偶1)/ア トラス′/SCD/・03.

4.23/アダルト・麻雀
『雀偵』シリーズ第3弾は、3人の女

の子が主人公。ステッキを使つて変身す

る10歳の女の子や、露出度の高いメカ
スーツを着る女子高生という具合に主人

公キャラの設定が前作以上にマニアック

になつている。

田
04。403.503.5031703。 803.6③ 22。 5

剛
ステージセレクト 左上と①を押しなが
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
,モードの項目が6つ追加され、好き

なステージからゲームをスタートでき

るようになる。このウリレテクで、エン

ディングやスタツ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①を押したあと、すぐに右

とセレクトと①と①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。               1
麻雀をせずに勝負が決まる サイコロシ

ーン、技セレクトシーン、麻雀シーン

のいずれかで、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。ここで、セーブすると麻雀に勝つ

たことになつている。同様に、ランを

押しながら①を押すと、麻雀に負けた

ときのビジュアルが現ね、負けたこと

になる。

ビジュアルシーンでポーズ ビジュアメレ

シーンの好きな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。

麟     :
4.500円偶1)/八 ドソン/Hu/'87.
10.30/パズル   :
さまざまな形に積み上げらねた麻雀パ

イを、端から順に、同じ絵柄同士で合わ

せて取つていき、全部なくすのが目的。

取れるパイを数えてくれる。ヘルプ機能

などのシステムもある。

闘
(D2。 503。 1獲)3.3緩 )3。 2()3。 7()3。 5()19。 1

麟
=

5.800円側 )/ハ ドソン/CD/。 90。 4。

13/71カ レ

画面上に積み上げられた麻雀牌から同

じ絵柄を見つけ、2枚 1組で画面から取

り除く。すべてを取り除けば面クリアだ。

牌の配列は全部で6パターンある.また、

途中で行き詰まつたときに、便利なヘル

プ機能がある。

田
03。003.603。 303.403◆ 8:D3.5③20.5

上 海 Eド ラ ゴ ンズ ア イ

7,500円Gり)/アスク講談社′/SCD/
。
92。 12.18/パズル       _
積み上げらねた麻雀牌のなかから2つ

の同じ牌を取り除いていく『上海』。こ

れに最大5人同時プレイが可能な4つの

モードと、 ドラゴンズアイという新ゲー

ムを追加。マスターとスレイヤーに分か

れて対戦できる。

田
03。503.703.503。 003.4fЭ 3.9021◆ 0

酬
トーナメントモードでHttLP ノーマル

モードからトーナメントモードに切り

替わるあいだの、画面が真う暗なとき

に、上とセレクトと①と①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(CD)
5.800円 Gり)/NECアベニュー/CD/
'89。 9.22/アクシゴン
業務用から移植さね、日uカードでも

出ている同名のソフトのCD‐ROM版
`

主人公は獣人で、オオカミ、 ドラゴン、

クマ、 トラの4種類の動物に変身して戦

う。それぞれの動物により動きや攻撃方

法が異なる。

田        :
()3。 803。 9運動3。 5建D3.2(D3.5受)3.4《)21.2

獣三記(HuD
6.800円 Gl)/NECア ベニュー/´

′
Hじ/

.89。
9.29/アクション

完全横スクロールのパワーアップ型ア

クショングーム。目的はプレイヤーが獣

人となり、魔神に捕らわれたアテナを救

うというもの。このゲームのウリは、獣

人が超獣化するところにある。

田        :
()3.903。 603.2C)3。 3罐)3.6()3.4()2160

囲 ::

ボスが変身しない どの画のボスでもい

いから、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

国口上にいる間は、ボスが変蒙しなレ、
2人同時に動かす マルチタツプを接続

して2Pでスタートしてから、パッド

・をひとつに接続し直すと、2人を同時

に操作できる。

将棋 初心者無用
7.300円偶り)/ホ

=ム
データ/Hu/

91。 1■ 29/テーブル・将棋

:このゲ■ムの特徴は美しい画面と棋譜

をしやべるというところにあるL特に、・



しょうぎし～しんめがみ

「先手2六歩Jなどというように棋譜を

読み上げてくれるので、プロ棋士同士の

対局のような臨場感を味わえる。音声を

消すこともできる。 1   1
1lIIヨ 1ロ ヨ DE曽 :                    

・
               i

02。902。 702:903.lC)2。 702。 9C117。 1

将棋 初段―直線
6.700円偶1)/ホ ームデータ/Hu/
'90。 8.10/テーブル 0将棋

初心者向けに将棋桃太郎モードという

のがある。RPG感覚で将棋を楽しめる

ぞ。このモードでは、対局中に現れるき
:びだんごを集めることでヽヒントが聞け

たりするg通常のモニドも充実している。

1闘
                                                           

・   ・

()3.002。 8C12。 9CD3。 3C・3.303.4緩勢18。7

四 : :'

きびだんごコマンド きびだんとを集め

ると「さるにきくJ、 「まつた」などの

コマンドが使えるようになる。

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も

将棋データベース棋友

6。900円偶J)/セタ/SCD/.95。 10。

27/テーブル・将棋

プロ棋士たちの過去の名対局が、約 1

万局収録されているデータベースソフ

ト。名局鑑賞のほかにも、現在活躍中の

プロ棋± 168名の個人データも検索で

きる。1また、=コンピュータとの対局や、

250問ある詰将棋に挑戦することもで

きる。

岬
()2.8(肇 2.8∈夢3.0獲シ3。 3(〕2.9()2.8(〕 17.4

死霊戦線
: 5.500円 鰐1)/ビ クター音楽産業/

Hu/.89。 3.24/RPC eァ クション

パソコンからの移植もの。マップ画面

を移動して情報を集めt敵と出会うとア

クションシーンに変わる。主人公は女性

だが、銃を手にしてグロテスクなモンス

ターと戦いを繰り広げるのだ。

中
()3.203.3C13.103.2∈)3.4()3.4(319.7

四 1・

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つぱいにな

つているときに、誰かからアイテムを

もらおう。すると、アイテムが全部な

くなりも武器まで使えなくなつてしま

う。

経験値が0に このグームでの経験値の

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なる。

さらに、PF値も0になつてしまい●
‐
敵

に触れただけで、ゲームオーバーにな
‐る6          ・ I:

「あJでビックリ バスワード入力口自で

「あ」を53文字目まで入力し、54文
字目を「Jと入力するとtかなり強力

なキャラで遊べる。

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 目TEM」 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①を押し続けると、ナ

イフが出しつばなしになり、:戦いやす

くなる。

陸でボート ボートに乗つたら、1歩ず

つ動かして陸地に向かうと、ボートで

陸地を移動できる.ただし、建物に入

るとボ=卜に乗れなくなる。

しゃがんでスケート パトルモードでな

なめ下を押しながら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。敵が残つている場合は見えな

い敵にやられる。

シルフィア
7.800円 (別 )/ト ンキン八ウス/
SCD/。93110122/シューティング

メデューサやスキュラなど、ギリシャ

神話の怪物がボスとして登場する。自機

は妖精でメインウェポンのほかに大、水、

風、上の4種類のサブウェポンを使うこ

とができる。また、アイテムを集めると

ボムも使える。

中
()3.403.6(ジ 3。 0(D3.4∈ D2.5()2.3迄〕18.1

囲  :
ステージセレクト タイトル画面でオブ

ションを選び、コンフィグレTシヨン

画面になつたら上、上、下t下、左、

右、左、右、①、①の順に押す。する

と、ステージセレクト画面が現ねる。

これで全8ステージを自由に選ぶこと

ができる。            .

真怨霊戦記
80500円偶1)/フジヨム/SCD/。95。

9,22/ア ドベンチャー

パソコンからの移植作。プレイヤーは

主人公の北原となり、怨霊に取り付かれ

た街を30日以内に救うのが目的。怨霊

の出現シーンのなめらかなモーフィング

処理や、サンプリングによる効果音など、

パソコン版よりも演出が大幅にパワーア

ップしている。

田      i
03.603:503。 303.303。 6② 3。 3020。5

シンドバッド地底の大魔富
6.700円 偶J)/ア イ 。ジー 。エス/
Hu/'90。 6.2/RPC
アラビアンナイトに登場するシンドバ

ッドが主人公だ。ストニリーの進行によ

つて、′tニテイのメンバーが入楓代わつ

たりする。登場するモンスタ■が異色的

で、独特な雰囲気を出しているL i :

中   :
Q.o031203。 O③3。203.102.輸 18。0

回
最強′:スワード メーカ7名のアイジエ

ス (:GS)を 60文字分入力すると、

日P200から始まり、いないはずのシ

ェラザードやケメレビムもいる状態でゲ

ームが始めら机る。

アイテムが増える パ,ティのうち2人

を気絶させ、気絶している人からもう.

1人の気絶している人にアイテムを渡

そう。
1す

ると、渡そうとしたアイテム

が2つになる。

捨てても拾える:アイテムがいつばいの

とき、何かアイテムを捨ててから、捨

てた場所に行うて探すと、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つた

あとにバスワードを取り、いつたんゲ

ームをやめて、パスワードで再スター

トする。すると、前に取つた宝が復活

している。これを繰り返せば、無限に

アイテムが取れる。    
「

アイテムの説明 好きなアイテムにカー

ソルを合わせてセレクトを押すと、そ

のアイテムの効果の説明が見られる。

アリバパの宿屋 宿屋に泊まつた翌日、

宿屋の入口にアリババがいるうちに振

り返つて話しかけると、アリババが宿

屋の主人と同じことを話すo

新日本プロレスリング
194

バhJb7ィ● レM踊 踊臓
夢

9。800円 偶J)/フ ジコム/AC/。943

11。25/スポーツ・プロレス

スーバーフアミコンから移植された新

日本プロレスの選手が実名で登場するプ

ロレスゲーム。スーパーファミコン版に

はなかつた流血や、タッグマッチ時に味

方を助けにいくカットプレイなどが熱い

闘いを演出してくれる。

田
03。803.603.203。 7③3.8034③ 2115

神武伝承YAKSA
6.700円 偶J)/ビ ッグクラブ/Hu/
・
89。6.28/シューティング

『スペースハリアー』の戦国時代版の

ようなゲーム。ただし、主人公は飛ぶこ

とはできず、ジャンプのみが可能。1特徴
としては、アイテムを取りそこねてもバ

ックして取りに戻ることができる。

呻
(D3.1()3。 3Gシ2.803。 OC)3。 103.2()18。6

真・ 女神転生
8。800円偶1)/ア トラス/SCa/o3。
12.25/RPC  =    1   '

:スーパーファミコン版を忠実に移植ふ
2D表示のフィールドと3D表示のダンジ



す―ば―あ～す―ば―す

ョンを組み合わせたRPGだ。敵の悪魔

を仲魔にできるシステムが独特。仲魔に

した悪魔はパ=テイに加えたり、合体さ

せて強くしたりすることができる。

田
04。103。 803.503。 60432()3。7③ 22。 8

囲
悪魔の合体後がわかる 仲魔が2体以上

になつたら邪教の館へ行き、2身合体

か3身合体を選ぶ。2身合体なら1体日、

.3身合体なら2体目の悪魔にカーソル

をあわせる。そしてセレクトと右を押

しながら①を押すと合体後の悪魔名

が、セレクトと左を押しながら①を押

すと種族名が表示さねる。

1アタック:ナイフで大金持ち まず、なん

でもいいのでアイテムを購入しておく。
: そして店で「うる」にカーソルを合わ

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①を押す。す

ると、持つていないはずのアタックナ

イフを買い取つてもらえる。2回目か

らは「ほかに なにか ひきとろう

か?」 のメッセージで、「はじ」に力=
ソルをあわせ、①を押したまま①を押

:すだけで売り続けらねる。

在庫にないものを買える 店で「かうJ

にカーソルをあわせて①を押し続け
る。商品名が出たら、①を押したまま

①を押す。すると、通常その店では売

られていないアイテムを購入すること

ができるようになる。このウルテクで

購入できるアイテムは、店によつて変

わる。       |

SUFER7JbJlトロス

6,780円偶1)/日本テレネット/CD/
389。

9。 14/スポーツ 0ゴルフ

このグTムには登録した選手でコー不
をまわるトレ■ニング宅―ドとヽ ストー
リーにそつたキャラクタを使うマッチプ

.

レイモードがある。マッチプレイモード

ではビジュアルシーンでストーリーが分

かれていく。        :    t
岬
03。703。 903.103。 303.16)3.3020。 4

田
ビジュアルデバッガー`タイトル画面で
①、①、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、「ⅥSUAL
DEBUGGERJに なり、すべての画面

が見られる。

優子がキヤディに まず,トレーニング
モードを選ぶ二次にコースを選び、そ

の後にキャデイが選べるが、このとき

に①ボタンで何回もキャンセルする
1

と、『ヴアリス』の優子が現ねる。   |

女の子がキャディに メニュ=画面でセ

レクト、ランボタンを押しながら①、

①ボタンを押すと、女の子がキヤデイ

になる。

必す優子がキャディに メニュー回自で

セレクト、ランを押しながら、①を押

すと、必ず『ヴァリス』に出てくる優

子をキャデイに選べる。

変なキャラでブレイ メニュニ画面でセ

レクト、ランを押しながら①を押す。

さらに、①を押してブレイヤー登録画

面にすると、いつも出てくるのとは違

つたキャラが選べる。

セリフが入れ替わる キャディーを優子

にしてキャンセルすると、優子とバイ

ザーをかぶった黒髪のキャディのセリ

フが入れ替わる。

ス…」S―CD‐ROM2体験ソ

フト集
10000円偶1)/八 ドソン/SCD/'91.
12。 13/その他・バラエティ

当時『天外魔境E ttMARU』 の発売

延期により、広告活動を兼ねたものとし

て発売されたもの。『天外魔境Ⅱ～』と
『ドラゴンスレイヤー英雄伝説』の冒頭

が入つている。 ‐

園
○ ‐̈O¨‐0…‐③ ‐̈③ ‐̈②お‐‐③…‐

スーバ■シュヴァルツシルト
フ・800円傷り)/1画堂スタジオ/CD/
.91。

12。6/シミュレーション

大銀河シユヴアルツシルトを舞台に繰

り広げられる宇自戦争を描いたシミュレ

ーション。プレイヤーは、艦隊戦や惑星、

宇自要塞の攻略戦の指揮をとる。ストー

リー性が重視され、随所に美しいビジユ

アルが流ねる。

中
03.503。 902.803.603。 303。 O③20.0

酬
スタッフ紹介 まずゲームをスタートさ
せよう。そして、回口に「KOCADO」
のロゴマークが出たときに、①、①、

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 トの画面が現ねる。また、エンデイ

ングのロゴマークで同じコマンドを入

力すると、別バージョンのスタッフ紹

介画面が出てくる。

ス,パ■シュヴアルツシルト,

2
7.800円 (別 )/工画堂スタジォ/
SCD/'92.12.4/シ ミュレーション

|

『スーパーシユヴアルツシルト」の続

編。システムは前作同様だが、戦闘マッ

プは長方形になり、1艦隊の艦数も増加

している。そのため、バリエーションに

とんだ戦闘が可能。また『2』 ではオリ

ジナルのストーリーになつている。

田
04.604.403。 903。 904。 1(D4。 l③24.9

囲
サプシナリオ タイトル画面でコンティ
ニューにカーソルを合わせ、右上と①

を同時に押し続ける。すると、通常の

コンティニュ=画面に「おまけ…」と

いう項目が追カロさねる。こねを選ぶと:

星暦がバグつている「まんなか」と、

4陣営による模擬戦闘の「演習」、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。

起動後の隠し回回 ゲーム起動後、メー

カーのロゴが消えるまで、セレクトと

①と①を押し続ける。すると、隠し画

面が現ねる。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

の回自が現れる。      t  i
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、メーカーのロゴが表示されたら、

セレクトと①と①を押す。すると隠し

画面が現れる.

ステルス戦艦攻撃法 レTダーがなけれ
ば、敵のステルス戦艦を発見できない
ので攻撃できない。しかし、味方の戦

艦の移動可能範囲内に、移動できない

場所があつたら、そこにステルス戦艦

がいるのでそこをねらつて攻撃すれば、

レーダーが開発されていなくても、ス

テルス戦艦を攻撃することができる。

スーパ■スターソルジヤー

6.500円 偶り)/八 ドソン/Hu/190。 7.

6/シューティング

毎年恒例のキャラバン認定ソフト。例

によつて連射しまくリゲームに仕上がつ

ている。主武装は4種類でアイテムによ

つて変更可能。それと同時にオプション

等の特殊武器も装備できるo

田
Oo。804。 103。 804◆ 104.103。 2③23。 1

囲
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、①、上、①、

右,①、下、①、左、①、上、①、右、

①、下、①ボタンを押す。次に①、①
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
ストとゲー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つて

しヽる。

8万点ボーナス 2分、5分モi― ドで、4
つの部分が合体する「ラザロJ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「デライラ」を2つ

同時に倒すと、8万点のボ=ナスが入

る。  1



す―ば―だ～す―ば―ま

ス…バー大戦略

6.500円 偶J)/マイクロキヤビン/
CD/。 90.4.27/シ ミュレーション

パソコン版がら移植された、ウォーシ

ミュレーションcプレイヤーは一国の司

令官となつて軍の全権を握り、全世界を

手中におさめることを目的とする。戦闘

機や戦車などのユニットは、ほとんどが

実在のものだ。

岬
03.603.603.303.503。 8④3.4@21。 1

囲
エンディングが見られる ゲニムが始ま

つてすぐのマップ画面で、コマンドを

全軍とも「uSERJを選び、「決定」と

する。こねをすかさず繰り返すと、エ
・
ンディングが見らねる。

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なる。ここでカ

ーソルを開始に合わせて、方向キーの

右、セレクト、ラン、①ボタンを押し

ながら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

①ボタンで番号を進めて、①ボタンで

決定するc

未来の兵器を生産 生産タイプをヘイセ

イ2ネンにして、方向キーの左、セレ

クトボタンを押しながら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 まず、初期設定と違う生

産タイプを選んでスタートする。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、「続き」を選択して□―

ドする。ここで「生産」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なる。これ

でゲニムを再開すると、前の生産ユニ

ットを合わせた2カ国連合軍を作ねる。

スーパーグライアス
6.780円偏1)/NECア ベニュー′/CD/
・90。3.16/シューテイング

業務用からの移植作。2人同時プレイ

はできないが、ドルビーサラウンドに対

応していて迫力のBGMと なつている。

全28のステージには業務用と同じく分

岐点があり、好きなルートを選んで進め

る。   i
田
04。204.5C4.004.004。 103。 7③ 24。 5

囲
ランク設定できる 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

を押すどこねでゲームのランクをイー

ジー、ノーマル、八―ド、プロフエッ

ショナルの中から選ぶことができるよ

うになる。

ポスキャラのみと戦う この技にはマル

チタップと2つのパッドが必要。マル

チタップの1番目と2番目に、そねぞ

れパッドをつなぎ、2番目側のパッド

の方向キーの上、①、ランボタン、 1

番目側のパッドの下、セレクトボタン

をすべて押しながら1番目側のランポ

タンを押す。これでA～Zゾーンのボ

スキャラだけが次々と登場するように

なる。

ボスが弱くなる 一度ゲームオーバーに

なつてからリセットしたりせずにゲー

ムを再び始めると、ボスの耐久力が下

がつている。

カプセル獲得 カプセルが出る地形に衝

突しない程度に自機を重ねると、カプ

セルを取ねる。

スーパーグライアスE
7.800円 (別 )/NECア ベニュー/
SCD/・ 93。 12。 24/シューティング

業務用からの移植作。ボスはすべて一

新さね、前作のボスは中ボスとして登場

する。前作と同じ28ステージ構成で、

途中には分岐点が存在している。自機の

パワーアップも変更された。

中
03。403。 803。 503.1(D3。 403。 1()20。 4

酬
スローモ‐シヨン機能 コンフイグレー

ション画面で「JOYPAD AUTO
REPEAT」 をONに設定する。そして

ゲー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①を

押しているあいだは、ス回―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 コンフイ

グレーション画面で「S:LVER HAWK
LEFT」 にカーソルをあわせ、右を15

回押す。次に「PLAYER」 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なく

なる。

スーバーバレ…ボ…ル
5,800円偶り)/ビデオシステム/Hu/
。
90.2。 7/スポニツ・パレーボール

業務用で人気のあつたゲームの移植

作。1人プレイのノーマルの他に、リー

グ戦や2人同時ブレイが可能で、オリジ

ナルチームも作れる。リーグ戦では日本

リーグと世界リーグを選択できる。

中
03。6C12.6e3.503.303.903.7C121.1

囲
フラッシユスノ:イ ク まず、敵のサーブ

を、方向キーの上を押しながら①、①

ボタンを同時に押してレシニブする。

次にそのボールを、下を押しながら①、

①ボタンを押してトスを上げる。この

一連の操作を行つた後、スパイクを打

つ選手が光ねば成功。このスパイクは、

レシープした相手を必ずふつとばす破

壊力を持つ。            '
いなすまサープ まず、自分のチームが

サープのときに、方向キーの上、①、

Gボタンを同時に押してボールを上げ

る。次にそのポールを、下、①、①ボ

タンを同時に押して打つと、相手コー

トにいなずまのように落ちるサープに

なる。

スタッフ紹介画面 設定画面にして、サ

ウンドテストの表示の下の黒いところ

にカーソルを合わせ、方向キーの右、

セレクト、①、①ボタンを同時に押す

と、このゲームを作つたスタツフの名

前が見られる。

ブルースカイサーブ まず、サーブのと

きに、方向キーの上、①、Gボタンを

同時に押してボールを上げる。次にそ

のボールを打つときも同じ操作で行う

と、ボールが天丼を突き抜けるような

サープになる。

サニプをミスる コンピュータとの対戦

で、コンピユータチームにサープ権が

移つたら、サープ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

サープを打つ選手が、必ずサープをミ

スする。

空振り時間差攻撃 時間差攻撃をすると

きに、下t①:①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。

真つ暗にならない 普通、ポーズをかけ

ると画面が真つ暗になる。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ーズをかけると、

画面が真つ暗にならずにポーズがかか

る。

にらまれる 自チームのサープのときに、

ワザとサニプをミスしようcすると、

チームメイトがサープに失敗した選手

をにらむ。

3枚ブロック 相手のスパイクを防ぐと

き、普通だと2枚プロックしかできな

いが、ブロックする際に①を連打する

と、3枚プロックができる。

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、ホイッスルは鳴
る。

スーバー麻雀大会

90800円偶J)./光栄/SCD/・ 92.12。

28./アダルト・麻雀

麻雀ゲーム=かわゆい女のコが登場す

るというイメージのなかで、硬派な内容

になつているこのゲーム。三國志の諸葛

孔明やエジフトのクレオノ〔トラなど、歴

史的に有名な人たちを相手に麻雀を打つ

567
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という内容。

田
()3。 603。 3嘔∋2。 9GD3.303:3()3:1(D19:5

ス■バ■メタルタラッシャー

6,200円 (別)/パ ック・イン `ビデ

オ/Hu/'91.11:29/シ ミュレーシ

ョン

無人戦闘マシンを戦わせる競技、クラ

ッシュゲームがテーマの、バトルシミュ

レニション。12台のマシンの中から自

機を選んで、ほかのマシンと対戦させる。

マシンはそれぞね、重量、移動タイプ、

武器などが違う。

田
()3.502.602。8GD2.8C)2.803.2()17.7

囲
能カポイント最高 ノミスワード入力画面

で、パスワードの最後の2文字をE6に

して入力すると、自機の能カポイント

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、

左を押しながら①を押すと自分のロボ

ットを操作できるようになる.ロボッ

トの操作法は、方向キーで移動、0で
攻撃、①でバリア。       1

モードが増える 11台に勝ち抜いたパス

ワー ドを入力すると、 2対 2の
「SUPER BAπ LE MODE」 と「2X
12 PRACTICE MODE」 の2つのモー

ドが増える。

SupER脚 職

5,800円 偶1)/八 ドソン/Hu/.89.9.
15/その他・ボードゲーム

フアミコンで大好評だつた「桃太郎』

シリーズが、PCエンジンに参入した第

1弾。内容は強力にパワーアップされて

いる。最高4人まで遊べる。友達同士で

遊ぶのにびったりなソフトだ。ギャグい

つばいのイベントが待つているぞ。

田
0。 504。 004.104f204。 204.3025.3

囲
モモタロウ美術室&音楽室 まず、プレ

イヤT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「モモタロ」、2人目を「びじゅつ」、

3人目を「しつ」にすると美術室が始

まり、1人日と3人目の名前を同じに

して、2人目を「おんがくJ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つ

たり、クレジットカニドを使つて衝動

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」、3人目を「しつJとす

る。これらでゲームを始めると、セリ

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

なる。

スタッフロールが見られる まず、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ィング

のようなものが始まつたら、そこで①

ボタンを押すと、スタッフロールが見

らねる。

カーソルが速く動く サイコロをふると

き「ヘルフ」を選んで、「ちいきデータ」

にする。こ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①を押しながら方向キーを動

かすと、カーソルが速く動く。

宇体を変えよう 月の変わる画面になる

ときに、①、①、セレクトをずっと押

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、プロ野球球団を買うことができる。

球団を持つていると、毎年 10月 に日

本シリーズができる。日本シリーズで

は、1イエングことに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。

バンツを売るつもり カード売り場で、

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「力ニドのか

わりにあなたが今はいているノマンツを

売るつもりじゃないでしょうね」とい
・われてしまう。

テレホンカードを没収される まずテレ

ホンカードを手に入れ、このカードを

使う。すると「物件を買うか」と聞い

てくるので「いいえ」を選ぶ。すると

仙人が出てきて、「ゲームのテンポをさ

またげるやつちゃな」と説教し、テレ

ホンカ=ドを没収してしまう。

貧乏神をつけない 貧乏神がとりついて

いるプレイヤーの上を何度も行つたり

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桃太郎電鉄E
6,800円 (別)/ノ ドヽソン/Hu/.91.
12.20//そ の他 。ボードゲーム

『桃鉄』のシステムをパワーアップ。

こねまでとは違つてコンピュータのレベ

ルを変えられるなど、各種設定の変更が

可能になり、グアムやサイバンなどの海

外エリアヘも行くことができる。ボンピ

ーがさらに凶悪になつたキングボンビー

が登場する。      | ,
呻
04。403.904.304.5:Э 4.504。 1025。 7

四
美術室&音楽室 まず、「いつもの」を選 i

び、ゲーム参カロ人数を「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、北海道の二

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4tる。

簡単にスタッフロールが見ら薇る まず

「いつもの」を選んでプレイヤーの人数

を「ふたり」にする。そしてプレイヤ

ーの名前を「すたっふ」と「ろ一る」

にしてゲームを始めれば簡単に見られ

る。

なぞの役職「 ドゥーJ 「いつもの」を

選びゲームを始める。そして、名前の

入力画面で「えのつびJと入力する。

すると普段なら「社長Jの役職が、「ド

ゥー」という役職になる。

超高速モード ゲニム中、ランを押しな

がら①と①を同時に押すと 日まんきモ

ードJよりさらに速いモードで遊べる。

もう一度同じコマンドを入力すると、

元の速さに戻る。

SUFER雷電

5:800円 偶1)/ノ ドヽソン/SCD/'92.
4:2/シ ューティング

業務用の8ステージにオリジナルの2
ステージを加えた移植作。自機は2種類

のショットと3種類のミサイルをアイテ

ムによつて装備することができる。ピン

チになつたらボンバーを使つて一発逆転

をねらえる。

田
03。704。 304。 2103。 91Э4.103.11023.3

囲
ステージセレクト タイトル画面で①、

①、セレクト、上、右、下、左t左、
:下、右、セレクト、①、①、上、ラン

の順に押す。すると、画面が切り替わ

つてステージセレクトの表示が現れるご

ステージ数は①で増え、0で減るので、

全 10ステージの中から好きなステー

ジを選んで、ゲームをスタートするこ

とが可能になる。

クレジット増加 コンティニュー画面で

①、①、セレクトを同時に押す。する

とクレジット数が通常の3から9に増

加する。

クレジット増カロその2 コンティニュー

画面で①と①を同時に押す。するとク

レジット数が通常の3から6に増加す

る。

いきなリアイテム'コンティニュー画面
‐でカウントが0になつたときにランを、

押してゲすムを始めると、最初からア

イテムがいくつか出現している。

568



す―ば‐り～すさのおう

X―Jトリ7J囃 ″ Wャ
″レミキ

`:カ

ズ
=`|シ

ヨウ
=0思い出より

‐
7.800円偶り)/ナグザット/SCD/
'92112。18/アダルト・麻雀

1  業務用『スーパーリアル麻雀』シリー

ズの2作日と3作目に登場したミキ、カ

スミ、ショウコたちと、思い出の写真を

賭けて勝負する2人打ち麻雀。業務用と

違い、脱衣ではなく、彼女たちの成長の

記録を見る内容だ。

暉

04ょ6031603.503`7③ 3.903。 9③23.2

1ス■バーリアル麻雀PEP

=カ
スタム

9.800円偶1)/ナグザット/SCD/
.94.8.5/ア

ダルト・麻雀

業務用にできるだけ近い形で移植さね

ているこのグームは、2作目と3作目を
1カ

ップリングしたもの。キワドイ部分に

は下着を着せる他|よ、業務用に近い形で

移植されているbモードは業務用になか

つたVSモードを追加は
ill]11:言

1日目言I
04.403.603.403.7G4。 203.1(D22。 3

・

四

直前から始まる PⅡ かPⅢ モードにア
ニケァドランクでゲームを始める。そ

して(負けたときにコンティニューを

せず、
―一度そねぞねのタイトル画面に

戻す。そしてPⅡ モードなら、左、右t

左、右、①、①、上、上、下、下、左:

右、⊂)、 ①、①の順に押す。同じくP
mモードなら、①、①、①、右、左、

下t下、上、上、①、①、右、左、右、

左の順に押す。すると、それぞね負け

=る までに脱がしていた状態で、ゲーム

を再スタニトできる。

ミニドラマ バックアップがほかのグー

ムのデータでいつばいの状態で、この

ゲームを起動するとミニドラマが始ま

る。

スーバーリアル麻雀PⅣ カ

スタム i

19・800円 (別)/ナ グザット/SCD/
::・93.12.17/アグルト・麻雀 :

滑らかなアニメーションと、クオリテ

ィの高いグラフィックで話題を呼んだ

『スーバーリアル麻雀』シリーズの4作

目。業務用の難易度と家庭用に下げたモ

ードとフリー対局モードが新たに追加さ

ねているのだ。

剛 調

04。703。 903。 7G3.534.103。 4③23。 1

囲
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①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 モードセレクト画面

でフリニ対局モニドにカーソルを合わ

せ、上と①と①を同時に押しながらラ

ンを押す。ここでカーソルがア■ケー
:ドモ=ド lF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

ると麻雀が始まつて、こちらが 1:回あ

がるたびに、隠ねキャラの未来、:香澄、
´

シヨウ子のうちの1人が登場しで脱い

でいく。こねは、1回でも相手にあが

られるとゲ■ムオ=バ
ニになリコンテ

ィニューできない:(このウルテクは初

期出荷のソフトでしかできません。)

ビジュアルシ■ンだけを見る タイトル

画面で①を12回押してから①を7回

押し、右上を押しながらセレクトを46
回押す。するとコンティニユニ画面に 1

なり、セレクトを押すたびにビジュア

ルシーンが流れる。(このウルテクは、

初期出荷のソフトでしかできません)。

スーlトリアル麻雀PVカ
スタム・      1:
9.800円鰐J)/ナグザット/SCD/
。
95。 3.3/アダルト'麻雀 ::

業務用からの移植。いわゆる美少女脱

衣麻雀で女の子がアニメーションして脱 '

いでくれる。カスタムになつて絵の内容

はソフトになつたものの(業務用にはな

い、チームバトルモードが追カロされて、

2倍楽しめるようになつている。

田
a.603.603.403.704.003.2③ 22.31

囲      _

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 =

で変えたい牌を選び、上下で牌の種類

を変えらねる。さらに相手の捨て牌も

変えることができる。1

進めた場所から再開 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行表示さねたら左と①を押し続

ける。すると、これまでに,番ゲ■ム

を進めていたところから再開できる3

背景が自黒に ゲニムを起動させた直後

に出るゲームの注意画面で11文章が3
行表示されたら右と①を押し続けるぎ

すると、ビジュアルシエンの背景が自
‐

黒になる.

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倍役満であがつてい

く。すると、5回目に勝つたときに自

分の点数が90万点を超えてo回目の対
局が始まる6そしてtそねに勝て1ざ隠
しグラフィックが見られるもあとば90
万点を維持してゲームを進めればよい3‐

ビジユアルテスト ゲ
=ム

起動時に表示
‐さ4る lFこの商品は～」|いう文章が|:1 11

3行表示されるのを待つ。そして、11文 |「
|  `: :

字が消えないうちに、上、:下、「左ざ:極

①、①、①の順にボタンを押す。成功
年:  :

すると、音が鳴つてビジェアルテスト

画面になる。方向キーの上下で、見た  =

スタウイTク :

6:400円 鰐1)/ビ クター音楽産業/
Hu/191。 8。2/パスル ・    1  :
パソコン版から移植されたソフトおく' 1

せものぞろいのモンスターの攻撃を避け

ながら、エリア内の青いパネルをビンク

色に塗りかえるのが目的のパズルゲーム

だ。操作が簡単で、難易度もそれほど高

くないので初心者も楽しむことができる

内容になつている。

中     
・

 ・
‐

()3.4(∋ 3。002.8CD3。 1()2。8(≫2.8(参 18。0

凄ノ
=伝

説 :=  1.||||ヽ  |
6.500円 偶り/八 ドソン/Hu/.89。 4。

27/RPG
独特な戦闘パターンや特徴的なビジユ   =

アルシーンなど、さまざまなアイデアが

盛り込まれたゲーム。イベント重視タイ

プで、経験値はイベントクリア時に入る

ゲームシステム。面倒な経験値稼ぎをす

る必要はない。

M調    ‐

04。003.903.703.6③ 4。 104◆ 1023。4

酬
いきなり最強バーティ エンディングが'

終わつてからランを押すと美剣老人が

現れて、EXP65535t GOLDi
65535、 食料255、‐

手投弾 115、 薬

15、 「もおあおだ らむああなだな

くJとパスワ=ドを教えてくねる。こ

組をコンテイニュニ国自で入力するとt

全員アーマードスーツを着用して、美

剣千草と美剣12神の 1人八イダが仲間

になる。

戦開をスムーズに 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:①を押

す。すると「バトルメッセ■ジ」が出
:

る。|このコマンドから「表示しないJ

を選ぶと、メッセージが消えて戦闘が

スムーズになる。

ひまつぶしのゲーム まず、「海の凄ノヨ

を倒し。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、

日∪カードを持つて、宿屋へ行きひまつ

ぶしをすると、『キャノンボニル』.とい

うゲームができる。お金を払わないと

このゲニムはできないが、勝ち進むと

資金がもらえる。
・    :  1 ・



すた一とり～すち―むは

飛行機で旅をする 魔獣の沼までは、飛

行機で旅をすることができる。そして、

魔獣の沼で目的を果たすと飛行機に乗

れなくなる。しかし、魔獣の沼を抜け

出したときに、その場から飛行機にテ

レポートすねば、飛行機での旅が続け・

らねる。

特殊なパスワード 下の表のパスワ=ド '

を入力して始めると、特殊な状態でゲ

ームが始まる。

敵が消える マップ上で主人公たちの近
:く

に敵がいないとき、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=ト
リング・オデッセイ

80200円 偶り)/レイフォース/SCD/
・93。 10.22/RPC
イベントのスムーズな展開を重視した

親切なシステムが特徴。ミリアムガルド

という架空の世界を舞台に壮大なフアン

タジーが繰り広げられる。音楽は「宇自

戦艦ヤマト」の宮川泰さんが担当。ゲー

ムを盛り上げる。

霧 :Ю3003。 102.90267⑮ 18。 9_

囲
ビジュアル見学 エンディングが終わつ

たあとに、どねでもいいのでなにかボ

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。

最強の武器◆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「アポカリプスJが入手で

き、パイオドラゴンを倒すと最強の防

具の「聖なる鎧」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。

薔告画面 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,オデジセイ

エ魔竜戦争
90600円 偶り)/レイフォース/SCD/
.94。

10。21/RPG
前作同様舞台は「ミリアムガルド」と

いう架空世界。シナリオを十分楽しむた
・めの親切なシステムが特徴だが、戦闘は

斜め後方からの視点にきりかわり、敵を

攻撃するときにキャラによつて違うアク

シヨンを見ることができる。

田
(D4。 303.8∈∋3.2罐D3。 5(D3.8α )3.3(921.9

酬        :
ビジユアルセレクト ゲームを起動させ

i てRay Forceのロゴが出ているあいだ‐

に、上、下、上、下、①、①、①、右t

左、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。

警告画面を見られる バージョン3。 0以

上のシステムカードかDUOでヽ起動画

面でランを押したらすぐに上とセレク |

卜と①と①を同時に押し続ける。する

と、バージョンが違うと警告されるo

STARバロジャー

6.800円偶1)/八 ドソン/SCD/'92。
4。24/シューティング

パロディ満載のシューティング.自機

はPCエンジンとパロシーザー、そして

ボンバーマンの3種類。自機によつて攻

撃が違うだけでなく、登場するアイテム

もPCエンジンの場合はHuカードという

ように変化するのが特徴。

田
04.804.303.9⑬ 4L104.003.8⑬ 25。0

回        |
1面ボスのサービス まず、ノーマルモ

ードでゲームを始める。そして、1面

のポスのところまで行く前に、ポムの

数を1個にしておき、ボスと出会うた

ら、使いきつてしまう。そのあとにボ

スが撃つてくる1発目のミサイルカプ

セメレを壊すと、敵弾の代わりにlupァ

イテムが3つ出現する。
‐
「超～すげえぜ」モード まず初めに、
1 0PT10N画 面で、SOUNDを OAに合

わせる。それから、難易度セレクトを

すると、「すげえぜ」の次に、「超～す

げえぜ」の表示が現れる。     |
1000点ボーナスがたくさん 3面のポ

スにボンバーで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、時間がた

つと元に戻つてしまう。

極太レニザー装備 ボンバーを使いきつ

た状態で、スカを連続して10個取る。

すると、通常は装備できない、極太の

レーザーが装備できる。

ボーナスステージ 7面のボスの両腕を

破壊したら、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、英語で書かねた文字が

出てくる。こねを取つてからボスを倒

すと、ポーナスステージに行ける。

8方向ショット装備 ある程度自機をバ

ワーアップしておいてから、持つてい

るボンバーを全部使い切つてしまう。
,そして、1000点ボーナスの金色の玉

を、連続して30個取ろうしすると、

自機が強力な8方向ショットを撃てる

ようになる。

スターブレイカニ  ー

86800円 偶1)/レイフォース/SCD/
'94。 2。 10/RPC
戦闘機ペガサスに乗り込み惑星から惑

星へと冒険するRPG。 星系間の広大な

宇宙空間が舞台となつている。戦闘は地

上での戦闘と宇自空間での戦闘の2種類

のシステムがある。魔法ではなくESPを

使うて攻撃する。

国
03。903.403。 303.4③ 3.503。 4③20。 9

囲
アニメセレクト ゲームを起動させ、

RayForceのロゴが表示されたら、上、

①、下、①、右、左、ランの順にすば

やく押す。すると、アニメセレクト画

面が出現する。

スターモビール  |:
6.800円 偶1)/ナグザット/CD/.92.
10。 2/パズル・アクシヨン

:画面上方から落ちてくる星を、大小の

天びんで受け止める。星を詰めたい天び

んを矢印で指定していく。大きな天びん

は4段階まで、小さい天びんは2段階ま

で傾けることが可能。それ以上傾くと 1

ミスになつてしまうし

田
036503.803.21Э 3.5③3.91参3.9③21。7

スチ“ムJt―ツ
:8.800円

偶1)/テ イジイエル販売/
SCD/.96。 3.22/シューテイング

:ゲームの開始時に2人のキヤラを選ベ

るが、それぞれ乗り込む戦闘機の性能は務嬌虞鵡島た?賢霞≧3と、九墓塁よ亀こ」冨i釜通 νは難のパス
7~ド

のみすべて
,い r

パスワード 効 果

もおあおの めあああふぐな く 最初から瓜生、雪代が仲間に

もおあおの もおああほじな く 隠しキャラのみどう、こうだが仲間に

もおあおる 1ぎへああとをな く 飛行機2機が仲間に

もおあおだ がだああみだな く ホバークラフトとタグボートが仲間に

もおあおけ がへああねゆな く 外洋船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 らむああぬをだ きへゆちの
ちえ

変なアイテムを持つている

最後の文字だけ「う」、あとは全部「あ」と
入力

朱紗が3人で始まる
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すとらいだ～すばいらる

異なっている.2つの戦闘機には、プー

ストという急加速でピンチを回避する機

能もある。ステージをクリアすると、エ

ッチなビジュアルが見られる。

回   :
嘔)3,703.803。 4GD3。 4(D3.6〔 )3。 6(D21。4

四
いきなり置強 タイトル回自で、上、セレ

クト、①、①を同時に押しながらランを

押す。そして、ボタンを押し続けたま

ま、ゲームレベル、スタートステージ、

使用キヤラを決定しよう。成功すると、

最初からウエポンが最強になつている。

ス トライ ダ ■ 飛 電

6000円傷1)/NECアベニュー/AC/
'94。 9.22/アクシヨン

タイトル発表以来、4回も媒体が変更

さねた業務用からの移植作。アーケード

カード専用となつたことで、その豊富な

キャラのアクシヨンパターンを完全に再

現した。ステージはオリジナル2面をカロ

えた全7面の構成。

中
∈)3.3(∋ 3。 0饉∋3。 4理D3。 0爆〕3.3を)2.9《 )18.9

ストラテゴ
6。 900円偶り)/ビクター音楽産業/
Hu/.92。 7。24/テープル・軍人将棋

コンピユータとプレイヤニが赤軍と青

軍に分かれ、ボード上の駒を動かして、

敵軍の旗を奪いあうアメリカ版の軍人将
棋Э相手の駒は伏せてあり、戦いになる

までわからない。戦略と同時に推理力も

必要となる知的なゲーム。

田
02.902。 703。103.Ю3.403.7018.9

ストリートフアイターEダッ

シユ
9・800円偶1)/日本電気ホームエレク

トロニクス/Hu/.93.6.12/格闘ア

クション

高い人気を得た業務用の移植版。1対

1の格闘アクシヨンで2ラウンド先取し

た方の勝利となる。「ダッシュJでは同

キャラ対戦|よもちろん、8人の自キヤラ

クタのほかに四天王も使うことができ

る。           :
圏
04.503.203.704◆ 2Q4.503,9⑮24。 0

-:i:  

ヽ

  1    .:

デモロ面でバグる ます、マルチタップ

を付けて、3Pにパッドをつないでおき、

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
パッドのランを押して、デモ画面にポ

ーズをかける。ポ■ズを解除してみる

と、画面や音声がバグつて、ベガがダ

ルシムや春麗の声で戦つたり、画面上

に光線のようなものが現ねたり,キヤ

ラの体にモザイクのようなものがかか

ったりする。 |
1人で対戦ブレイ ます、スローの機能

がついたパッドを用意して、本体につ

なしヽでおく。次に、電源を入れたらす

ぐスローをかけ、タイトル画面になつ

たら解除する。すると、キヤラ選択画

面で、2人同時に選べるようになる。

ゲームを始めてみると、ひとつのパッ

ドで2人とも操作できる。

簡単必殺技 ノーマルバッドで、ランと

0と0を押しながらセレクトを連打す

ると、ザンギエフのダブルラリアット

を簡単に出せる。M。バイソンのターン

バンチもタメは必要だが簡単に出せる.

BCM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、lPパ ッドか2Pパッドのランを押

す。この後ゲニムをスター トすると

BGMが流れない。

空飛ぶザンギエフ 最初のボーナスステ

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横に移動す

ると、
‐
ダブルラリアット中は空中に浮

いている。

2人で逃避行 ダメージをくらつて吹つ

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

夕:まで行つてしまう。 i
ガード不可必殺技 ブランカで相手に密

着して□―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。
キーコンフィグに ゲーム中、飛行機で

移動する画面でセレクトを押すと、キ

ーコンフイグ画面になる。

SNATCHER
ア.800円偶1)/コナミ/SCD/‐92.

10.23/ア ドベンチャー .
西暦2042年のネオ・コウベ :シテイ

を舞台に、密かに人間とすり替わるナゾ

のパイオロイド、スナッチャ■と人類の

闘いを描くSFア ドベンチャー。緻密に

設定された世界観が最大の魅力となつて

いる。

田
04.704。 804,404:5③4.804.5027。 7

囲 1

ガウディの活用法 ガウディの人名検索

で、マニュアルに書いてあるゲームの

スタッフの名前を入力すると、いろい

る情報が聞ける。

サウンドテスト マルチタップを付ljて、

lPと 2Pに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(1と 2がACTl、 3と 4が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書号 次ページ上に

示した表の番号にビデオフォンをかけ

ると、ゲー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
l.500円偶1)/コナミ/SCD/t92.8。

7/ア ドベンチヤー

本編のACTlだけがプレイできる体験

ディスク。射撃モ‐ ドの練習ができ、

ACT2以降の予告編も収録されている。

そのほかにも設定集やBGM集に加え、

コナミ広報の早坂妙子さんが実写画像で

出演しているЭ

口
04。304。 4Fe14。 503.904。 103。 9③25。 1

回     . :

秘密データ&グラフィック 「設定集」

内の「キャラクター」の項目を選ぶと

き、「カトリーヌ」を一度選んだあとで

もう一度選ぶと、1回目にはなかつた

スリーサイズのデータが現れる。同様

に、「イザベラ」を一度選んだあとでも

う一度選ぶと、新しく彼女の水着姿の

グラフイックが登場するようになつて

いる。

隠れセリフで遊ぼう
｀
ソフト内に収めら

ねている「早坂のCDルームJで、会

話中に①を押しながら方向キーの上下

左右を押すと、いるいろな隠れセリフ

を聞くことができる。上を押すと「何

のことです?」、下を押すと「わかつて

ます」、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。

スバイラルウェーブ
6.900円偶1)/メディアリング/Hu′ /′

.91。
1 21lo/シ旱

=テ
ィング  :‐

RPC的な要素とアドベンチャー的要

素、シユーティングの要素をあわせもつ

た新しいタイプのゲーム。ブレイヤーの

目的は、母艦ホリーバレルを操縦し、未

知の物体、スパイラルウェープを解明す

ることにある。

中
03。203.102.802.2③ 3。 3i03.1の 17.7

囲
コマンドいるいろ タイトル画面で次の

各コマンドを入力すると、5つのウル

テクが楽しめる。①、①、①、①、ラ

ンの1贋に押すと、BGMや効果音を聴く

ことができる。上、上、下、下、左、

右、左、右、①、①、①t ①、ランの

順に押すとt好きなシューティングス

テージを選ぶことができる。①:①、

上、下、左、右ti O、 ランの順に押す

と、5種類の戦闘機の中から好きなも
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すびんべあたすぶりがん

ビデオフォン番号一覧

ガ
ウ
デ
ィ
で
調
べ
る

調べ方■ 番号 内容

人名検索でコジマヒデオ 77‐7605 カンチとリカの会話

人名検索でヨシオカサトシ 25‐0717 吉岡さんとべんてんの会話

人名検索でイノウエシンヤ 96‐7715 丼上さんの奥さんの不満話

人名検索でシノ八ラケンジ 77‐5014 新車に関する話

人名検索でマツ八ナヨシカズ 58‐2809 交通事故の話

ジャンカーの本部デニタを調べる 251誅 128 スナッチャ■1lo番

一そ
の
他

知る条件 番号 内容

アルタミラのスクリァンを見る 30‐ 1234 ヨナミの早坂さんにかかる

アルタミラ前でデイッシュをもらう 55‐6666 クイズQ2が楽しめる
クイズ02をクリアする 0990‐932510 裏Q2が楽しめる

イザベラにしつこく番号を聞く 3916004 リカちゃん電話にかかる

吉岡さんにビデオフォンをかける 54‐8418 ヒロモト森―情報が聞ける

イウン家のそばにいるフリーマンと話す 30‐2510 老人を助ける話が聞ける

早坂さんに何度もビデオフォンをかける 078‐0000573 コナミの情報が聞ける

110 警察にかかる

119 消防局にかかる

117 天気予報

のを選べるようになる。上、左ご下、

右、①.①、①、①の順に押して、

UNDEADO表示をONにすると、自機

が無敵状態になる。

スピンペア
5.900円 tBlj)/メ ディアリング/Hu/
'90◆ 12。 14/パズル ,アクション
:2つ二緒に落ちてくるプロックを、

次々重ね合わせていき、そねぞねの形を

塗りつぶせばブロックが消えるソレール。 1

プロックは回転させることで、塗りつぶ

選■
き,変え,ことが

Fき
,0‐

03。403。 4G)3.5燿 )3.6()3。 8③3.4饉)21。o

囲        :1
バーツセレクト ノーマルモードかバト

ルモードの全体マツプ画面で、: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なる。

スプラッシュレイタ  |
5.800円彿り)/N[Eアベニュ=/CD/
'91.6.28/パ ズル

ダチョウのような生物、オストリッチ

を操作して、くおばしで橋をつつき:追
いかけてくる敵を水中に落とせばステー ・

ジクリア。敵はキャラによつて特徴的な

動きをする。先読みして橋を壊そう。

中 1・  1
03:903。 703.8⑮ 3:5③316()3.8③22.4

囲
タイムアップでクリア まず、普通にゲ

ームを始める。そして、ダメニジを受

けずにタイムが0になるまでねばり、

タイムアップの時点で自キヤラが柱の

上にいるようにする。すると、橋が敵

キャラことすべり落ちて、ステージク

リアとなる。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7~ジタ■ハウス I
1 6.800円 偶り)/ナムコ/Hu/.90。 4.
13/アクション

オドロオドロしいキャラと、敵を攻撃

したときに飛び散る体液がE口象的なゲー

ム。演出効果もばっちりで、特に2面の

ポルタニガイスト現象なんかは凝りに凝

つている。またバンチを中心とした、

様々なアクションも魅力的。

中

04.404。 003:704.004.1()3.9饉 )24.01

爾
ラウンドセレクト&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、 1

・ 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1こそこでセレクトボタンを押すと、=

サウンドテストになる。

ハードモード ー番最初のデモ画面で、 =

: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2倍になる.

スプリガンmark2り・テ

ラフォーム・プロジェクト
6.800円偶J)/ナグザット/SCD/
。
92.5。 1/シューティング

ゲニム中にメッセージ表示がさ組るな

ど、ドラマチックな展開が魅力となつて

いる。自機のロボットは後方にも攻撃が

できる。武器は最初は1種類だが、後半
:ではさまざまな武器が使えるようになり

攻略の幅が広がる。

田 調

03.904.003.6e3.6e:3,703.ア 022:4

興

ラウン ドセレク ト タイ トル画面で

FPUSH RUN、 BU口「ON」 の表示が出

ている間に、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「OPT10NJを選び、左を押したま

まランを押す。すると、「ROUND」 の
1

: 表示が現組、1～8ラウンドの好きな

面から始めることができる。

昧方機を操作できる マルチタップを付
けて、ゲーム中に自機以外の味方機が

現れたら、2Pパッドのランとセレクト

を同時に押す。すると、2Pノ :ッ ドで味

方機を操作できるようになる。ただし、

ストーリニ上の都合で操作できない味

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、右ぃ左、:

右、左、①l ①、①、①、①、①の順
に押す。ポーズを解除したあと、①、

①、左、セレクトを同時に押す。する

と、1しばらく真つ暗な画面が続いたあ
:と

に次にあるラウンドがスタートするё

SUPERHARDモニドでやると(8面
の次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 ゲーム申ポ=ズ
をかけて、①を15回押したあと①を

押す.そしてポーズを解除すると、①
を押しているあいだは画面の動きが速

くなる。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パ ッドの方の①を押すとごゲーム

が高速スクロールになる。   1、
シニルド回復 ゲーム中にポ三ズをかけ

て、①、セレクト、右、セレクト、下、

セレクト、①、①の順に押す
=ポ

ーズ

を解除すると、シマルドが全回復するご

ただし、このウルテクはゲ‐ム中に1

回しか使うことができない。    1
2分割画面モ〒ド ゲ=ム中ポTズをか

けて、①を3回、上を3回、セレクト
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すベーすい～せいやもの

を3回の順に押す。すると、2分割画

面モ=ドに切つ替わり、いつもの画面

の上半分に、縮小されたサイズの画面
: が2つ現ねるょまた11ポ=ズを解除す

ねば通常通りにブレイすることができ

る。 「
  ・

難易度説明 オプシヨンモードで、ゲー

ムレベ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、八―ド、スーパー八―ドの、そ
_ 検ぞねの難易度での内容を、声で説明

してくねる。

スペ■スインベーダLジ・

オリジナルゲーム
6:800円 (別)/NECアベニュ=/
SCD/195。 7.28/シューテイング

なつかしのグニムの移植作。自黒画面

やカラーセロフアンの画面など、当時の

ゲーム画面を忠実に再現している。また、

2人で対戦ができるモードもあり、以前
1  発売さねたHuカード版よりも豪華な内

容になつている。

Ⅲ 調
i Od303.303。 303.403.602.6019.4

スペ,スイコヽ グーズ饉活
|の日

5:900円偶ll1/タ イトー/Hu/'90.3.
: 2/シューテイング   ,1

あのインベーダすがパワーアップして

帰つてきた。昔懐かしい本家とPCエン

ジンオリジナルの分家の2種類がプレイ

できる。分家のオリジナルの方はアイテ

ムでパワーアップできるぞ。
1中

〔)3.403.2()3。 5縫)3.7()3.7乏)3.5()21.0

1 圏
連射になる 分家の方のタイトル画面を

出してtそのときに①ボタンを押しな
:  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。
1 自黒モード 本家モードで始めて、デモ

4が流ねている時に方向キーの上、上、

下、下、左、右、左、右、0、 ①、①、
｀ ①、セレクトボタンの順に押すと、自

黒モニドでプレイできる。

名古屋撃ち インベTダーが最下段に降

つてきてビ■ム砲と接触した状態のと
'1き、インベ■ダーのミサイ:ルはビーム

砲に当たらなくなる。   「

スペースハリアー

・   6,700円 偶J)/NECアベニュー/Hu/・
188.12.9/シ ューテイング

I  PCエ ンジン初の4Mソ フト。主人公
t,のハリアーを操作して敵を倒す3Dシュ ‐

ニテイング。業務用のボスキャラやボ‐ 1

:=ナスステージを忠実に再現しているもグ :

`ri ラフイックはなかなかきれいだが :ヾ動き
=

きる。          |     |
MDモード ハイスコアのベストフに入 |

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 電源を入組てタイトル画

面が出たら、スイッチを切りすばやく

電源を入れる。これを何回も繰り返す

と、4分割モードになる。そして、4
分割になるだけでなくt自黒画面で4
分割モードになることもある。

暗やみに1人 グームをスタニトすると

きに、ランをすばやく2回連打する。

すると、暗やみにただ1人、ポツンと

立つている八リアーの姿を見ることが

できる。

曲が消える ボーナスステ
=ジ

でポーズ

をかけてしばらく待ち、音楽が終わつ

てからポーズを解除すると、ボーナス

ステージの音楽がなくなつている。

スライムワ“ルド
7,200円 偶1)/マ イクロワ=ル ド/
SCD.'92.10。 9′

/ア クション

スライムでできている惑星を探枝し、

宝石を集めるアクショングーム。攻撃を

受けるたびにスライムに冒さねていく。

スライムによるダメ
=ジは水で洗い流す

ことで回復するという何ともユニァクな

設定になつている。

申
()3.6縫∋2.2健勤2_6曜)3:4(D2.80D2.8饉 D17.4

囲
無敵コマンド ゲーム中に、○と0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。

ビジュアメレストッ,ブ ビジユアプレシ=ン
で①を押すと、押しているFHlだけビジ

ュアルを止めておくことができるょ

自爆する ゲーム中に、セレクトを押し

ながら上を押すと、自爆する。

スロ

'卜
勝負師   |

8,500円偶り)/日本物産′/SCD/.95`:

4。 28′ /アダルト0バチスロ

セクシー系アイドルの実写取り込みを

使つたバチスロ。ゲームモ■ドはセクシ

ーな美女たちとコインを賭けて争う「ス

ト■リニモァドJとノ苺チスロ、.9り ■ル |.

を自由にブレイすることができる、「_ト レ

Tニングモ■ドJに分かれているも'1  1

岬
03:Юa⑮2,702.8Q.2a‖ ⑮l■ 9

醜

= :・

写真が見られる タイトル画面でスト

「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①を押し続ける6今度は別の準類

の26枚の写真を見る:こ とができる。 i

聖戦士伝承 雀卓の騎士

80500円偶1)ノ
′日本物産/SCD/194.

8。 1/アダルト・麻雀

このグームは、フアンタジー世界を舞

台にしたアドベンチャーに、麻雀の要素

が加わつている。麻雀対局は、アドベン

チャーの随所に盛り込まねており、その

対局に勝利することでストーリーが進

む。

呻
03.803.103.293.703。803。 4③20。 9

囲    :
モード設定 モードセレクト画面でti③

を押しながら左を20回押すと難易度

の低いイージ■モ‐ドヽ ①を押しなが

ら右を20回押すと難易度の高いノ:ヽ 一

ドモードで遊べる。 l ・1 .1   =
国士無双13面待ち 配牌が終わつてツ

モつたら、上、セレクト、①の順にす |
べて押し続けてステ八イすると、国士

無双13面待ちになる。

九連宝燈をあがられる 配牌が終わつて

ツモつたら、下、セレクト、①の順に

すべて押し続けてステ八イすると、敵

が必ず九連宝燈であがる。  ・.   ′

聖夜物語 :

フ。800円偶」)/八 ドソン/SCD/:95.
12。22/RPC
ストーリーに集中できるように、順わ

しい操作を排除したシステムが特徴。戦

闘が下種のイベントのような形になつて :

いるため、経験値稼ぎの戦闘を何度もす

る必要がない。またtオープニングスト
‐リーが4種類あり、それぞれ内容が異

なる。

呻       =

04。304。 004.003。 704。 104◆ 2024。 2

四
資金を増殖 まず、ヒールポーショ.ン を
・99個持つている状態にする6そしてユ `

ビトの村の道具屋に行き、:さらにヒ=
=ルボ=ションを買うちすると「もう持

てない体」と言わねて:それ以上品物 :

573



せいりゅう～ぜろよんち

が増えなくなる。このあと、ヒァルポ

ーションを買おうとするたびに、なぜ

か所持傘が11尋
ルクソル7つ増えてい

く。

スピード移動 まずゲ=ムを進めてマッ

プ画面にする。そして主人公の移動先

を決定したら、ランを押し続ける。す

るとそのあいだ、主人公の移動スピユ

ドが速くなる。

目をつぶる フイールド画面で、主人公

を正面を向いてたたせて①を押そう。

すると、主人公が目をつぶる。

カニソルが遠く動くマップ画面で①を押

しながらカーソルを動かせば、通常よ

りも高速で移動する。

メッセ=ジの早送り 15歳になつて旅

立つときに流れるメッセージは、①を

麻し続けねば速く流れる。    1

聖翻 モンビット

6.800円偶り)/八 ドソン/cD/'91.8じ

30/RPC
プレイヤーはドラゴンを卵の状態から '

育て、一緒にパーテイを組んで冒険して

いく。ドラゴンが成長すねば大きな戦カ

になる:15つあ夫陸を巡り5人の邪王を
倒し、邪帝ギール打倒を目指すo  l
呻
04.203。 703.7⑬ 3。 6④3.9②3。7③22。7

酬
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

6。500円偶1)/ナグザット/CD/.91.
フ.12/シ ューテイング

精霊の力で動くロボットが自機。4種

類の精霊球と呼ばねるアイテムの組み合

わせで、多彩な攻撃形態をとることがで
きる。通常のゲームのほかにスコアアタ

ックとタイムアタックができるチヤレン

ジモードがある。

暉
:        :                                      :              ′  :

031903。 703.403。 603.503.5③21.5

酬
レベルの解説が聞ける オプシヨンモー

ドにして、ゲームレベルに力,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

レベルことに難易度の解説をしてくれ

る。

鶴機が10増える ゲ■ム中:こポムズを
かけて、①、セレクト、①、セレクト、

①、セレクト、①、セレクトと押す。

すると残機が10機増える。

ラウン ドセレク ト タイ トル画面で

OPT10Nにカーソルを合わせて上,セ
レクト、ラン、①を同時に押す。する

と、オプション画面に切り替わり、サ

ウンドセレクトの項目がラウンドセレ

クトに変わる。

ラウンド飛ばし ブレイ中どこでも構わ

ないので、ポーズをかける。そして、

右、左、右、左、右、左、右、左、①、

①、①、①、①、①の順に押して左、

O、 ①を押しな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。こねを何度も繰り返

せば、簡単にエンディングを見ること

ができる。

― を操作 マルチタップを接続して、

ゲニム中に味方機が現ねたら、プレイ

したいパッドのセレクトとランを同時

に押す。すると味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
ニドで、自機が3つの水の精霊球を持

つているときにボスを倒さずにタイム

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、セレクト、セ

レクト、①、①、①、上、上、上の順

に押してポーズを解除すると、画面が

分割されるc

関ケ原       :
6.800円 偶1)/トンキン八ウス/Hu′/
.90.9。 14/シミュレーション

戦国時代の関ケ原を舞台としたシミユ

レーションcゲームの目的は、美濃の大

垣城にいる家康を討ち果たすこと。セー

プは天の声でするが、すべてのデータを

消去しな!ナればできないのが欠点。

園
03.303。 Oig12.902。 803。 002。 8017。 7

剛
全画面が見られる ゲームをスタT卜さ

せて、メーカー名 (ト ンキン八ウス)

のロゴマークが出たら、①、①ボタン

を押し続けるとマップ画面になる。そ

こで①またい①ボタンを押|していく

と、次々に画面が変わつていく。こね

で、ゲームの全画面が見ら組る。 1

セクシーアイドJbm雀
8.500円偶1)/日本物産/SCD/'93。

12。 24/アグルト・麻雀

登場する女の子は全て実写取り込み。

ブレイヤーは、悪魔城のクィーンを倒す

ために立ち上がる勇者となり、城を目指

し進んでいく。悪魔城は一本道だが、途

中には悪魔の化身と呼ばねる17人の女

の子たちと麻雀で対戦する。

田 醐

()3.5(勢 3.2緩動3.2Gi3。 lC)3.4α )3。 5(卜 19.9

セタシ嵐アイドル鷹雀 野球

拳の議
8.500円GJ)/日本物産//SCD/'95。

1.31/アグルト・麻雀

実写取り込みのセクシーギャルとチョ

ットHな麻雀シリーズ第3弾。今回のゲ

ームは、勝ち抜き野球拳モードと麻雀モ

ードの2つで構成されている。麻雀部分
|は オーソドックスな4人打ち麻雀で、ギ

ャルとの対局を純粋に楽しめる。

曲
03。703.203。 103.3③3.503.5③ 20:1

回
オートモード モTド選択画面で野球拳

: 以外のモードを選び、セレクトを押し

ながら①を押す:するとtコンピュー

タが自動的に麻雀をする。

ビジュアルが見られる 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「続きなら」を選び、16人に2

回ずつ勝つ。すると、全員の名前の横

に マークが3個ずつ出るので、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なるので、方向キ

ーで女の子を選び、①を押すとビジユ

アルが出る。さらに①か①でビジユア

ルが替わる。

|ゼビウス フア甲ドラウト伝

説
5.500円 鰐」)/ナムコ/Hu/'90.6。
29/シューテイング

`

業務用で大人気だつたゲームをPCエ
ンジンに移植。フーケードモードと

'Cエンジンオリジナリレのフアードラウトモ

ードの2種類が楽しめる。フアードラウ

トモァドには新しい要素が付加さねてい

る。

中

03。703。 903.903。 7③3.903.3⑬ 22,3

ゼ ロ ウ イ ン グ

70800円 Gl)′
/ナグザット/CD/'92っ

9。 18/シ ューティング     ・

自機はプリソナービームという捕獲ビ
ニムで敵を捕まえることができる:捕ま
えた敵はそめまま機にもできるし、飛ば
して攻撃することもできる。業務用には

なかうたビジュアルと、ステージが新だ

に追カロさねている.

田      ・

03.1.03.603。 lCJ13。 5③ 3。 503。 lC19,7

ゼロヨンチヤンプ

6.900円 偶1)/メ ディアリング/Hu/
.91.3。 8/スポーツ・レース_

直線の400メートルを走るだけのゲ

ームだが、単純なだけに奥は深い。八ン

ドル操作がない代わりに、シフトチエン

選蒻ま繁房5じ:ζこ1可千
エイ

圏      |
03。 7C13。 6C診3.4健D3。 6(D3。 6()3.9()2117

四
おもしろパスワード バスワード入力画

面で以下の言葉を入力すると
=ゲ

ーム



ぜろよんち～せんごくま

を楽に進めることができる。「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■」.と入力すると、
最初からGT‐ Rに乗ねる。『いいおんな
くるまにのせてみたいけどかねがなしヽ

|・からな11●できない」と入力すると、
最初から160o万円持つている。「ヘ
たくそでどじでのろまでどんくさいこ

んなわたしににとろください」と入力

すると、ニトロジエットが使える。「も

ういちどさいこがみたいそんなひとこ

ねをいねねばはいこのとおり」と入力

すると、エンデイングが見られる。さ

らに、名前入力画面で「みかのへそ」

と入力すると、サウンドモードになる。

麻美が脱ぐ 松永麻美とのレ=スで、麻

美よりも2秒遅ねでスタートして勝つ。

する1と麻美が主人公の家にきて、服を

脱ぐ。

バンテイ発見 ゲームセンターにある

UFOビッチャーでクマのぬいぐるみを

3回連続で取ると、ぬいぐるみがバン

ティになる。

ガンさんからの贈り物 ガンさんのシヨ

ップに入つて、すぐギアを1速から5

速にシフトアップすると、スーパーチ

ャージャーかニトロエンジンを車に付

けてもらえる。ただし、このウルテク

をやると名前が「へたくそ」に変わる。

名前が変わる ストーリーモードで名前

の入力画面のとき「SEX」 と入力する

と、名前が「XXXXJ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0点を取ると、名前が「お

まぬlj」 に変わる。

′ヽスワードで変な車に乗る まずモード

をVSマンか、VSコンピユータにして

デニタロードを選ぶ。そこでパスワー

ドを「らたののま」と入力すると、ト

ヨタ20000Tに 乗ることができる。

「KEROKJと 入力すると、ソアラ

3000GTに 乗ることができるL「がす

けつと」と入力すると、スカイライン

RSターボに乗ることができる。「ぜろ

よんだ」と入力すると、 トヨタスポー

ツ800に乗ることができる。そして

「MR‐24」 と入力すると、画面がバグ

つてメチキタチヤ速い姿の見えない車
に乗ることができる。

変な車その2 ますモァドをVSマンか、

VSコンピユータにしてデータロードを

選び、右上の表のパスワニドを入力す

ると変な車に乗れる。

スタートと同時に発進 スタート前に①

を押しながら①を押してギアを1速に

入ね、スタートと同時にOを離すとす

ぐ発進する。

「ものぐさJな名前 ストーリーモードの

名前登録画面で何も入力せずにランを

押すと、名前が「ものぐさ」になる。

色台同時に操作 パッドをひとつだけ機

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。

ゼ回ヨンチヤンプロ
7,800円 (別 )/メ ディアリング/
SCD/。 93。3。5/スポーツ・レース

若者に人気があるモータースポーツ、

ゼロヨン。400メニトルの区間をどち

らが速く走り抜けるかを競い合うレース

で、国産メーカー50車種もの実在の車

が登場。内装まで忠実に再現さねている。

力Tマニアにお勧めだ。

中
04。003。 903。 703。 704。 304。 2023。 7

囲
VS.MANモードのサービス VSoMAN
モードで、プレイ人数を2Pに設定す

る。そして、2台ともCPUのチユーン

だけすると、両端2車線でのレースに

なり、ゴール直前に女の子のグラフイ

ックが登場する。このとき、2台いつ

しょに時速75キロ以下で走ると、車

のスピードによつて、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

ノに行つて、紹介者の名前を「カミナ

ガ」と入力する。すると、負けてしま

つても「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。

いきなリエンディング ゲーム開始時に

名前を「すたつふ」と入力する。する

と、いきなリエンディングを見ること

ができる。

日GMライプラリー 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、BCMライブラリー

画面が現ねる。ここでは、旧システム

カす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

:する。

ニトロが安く買える ショップに入つた

ら、方向キーだけで1速から6速まで

1猥 蓄にギアチエンジの操作をする。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「パーツを買

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ドルで購入

できる。

最初から大金持ち ゲームスタート時に

名前を「へたつびJと入力する。する

と、通常35000ドルで始まる所持金

が、100万 ドルで始まる。

す崚い車を購入する まず、ロサンゼル

スのショップで売うねている車25台
を、すべて購入する。さらに車を買お

うとすると、「今車が品切れ中林んだよ」

と言われる。一度シヨツプを出て、再、

びこのシヨップに戻つてみると、Flェ

ンジン搭載の、コモという車が購入可

能になる。

乗ねる車 パスワ=ド
スカイライン よたはちぞ

240Z めでぃあて

ソアラ SEXYた

マーチレ らいでん?

スープラ あああああ

フェアレディZ づぜRZ9
トヨタスポーツ SOFJJ

黒いバグマシーン ももほほほ

透明バグマシーン MARCi

宅配ゲームのおまけ ロサンゼルスでア

ルバイトの宅配ゲ■ムをやる。そのと

きに、荷物を届ける家以外に、1カ所

だけ入ることのできる家がある。そこ

に入ると、八ダカの女の子のグラフィ

__‐ ックが現ねる。ただし荷物を届ける家

の場所によつて、入ねる家の場所が変

わる。

キーウエストのギャルが脱ぐ キーウエ

ストに行つて「話す」のコマンドを選

ボ。すると水着の女の子が登場して、

レースに関する情報を教えてくれる。

その後、ほかの都市と往復しながら

「話すJ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t水

着を脱いでくねる。

あまいぞ 名前を「みかのへそJと入力

すると、名前が「あまいぞ―」になる。

下ネタ禁止 名前に「おつぱい」などの

下ネタの言葉を入力すると、名前の2

文字目が「X」 になる。

「ものぐさJな名前 ストーリーモードの

名前登録画面で何も入力せずにランを

押すと、名前が「ものぐさ」になる。

戦目関東三日志

フ・800円 偶り)/イ ンテック/CD/.91。

6。28/シミュレーション

上杉謙信、武田信玄、北条氏康の3人

の武将から、いず祖か1人を選んでプレ

イする。ゲームは2部構成になつているょ

第1部は関東の平定、第2部は関ケ原の

合戦で織田信長を倒して天下を統一する

ことが目的だ。

M調
03.603.803。 403。 403,50315③ 21。 1

戦目鷹雀

4・ 900円 鰐J)/八 ドソン/Hu/18867.
3/アダルト・麻雀

ノーマルな4人麻雀タイプ。全国統二

モードと、普通に麻雀を楽しむモードの

2つがある。どちらのモードでも武将た

ちの個性豊かなメッセージがゲームを盛

り上げてくれる。       1
暉  .:     1・

:||

03。703.2⑬ 3,4③3。 o③3。703。 6③21」2

回
=| :   i

同じ人物3人と戦う ノ,マルモ■ドで
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そうこばん～そるじゃ一

スタ‐卜し相手を3人選ぶ。:それから、

2人日に選んだ人物をキャンセルする

と、3人日と同じ人物を選べるように

なる.同じよう:ご 1人目もキャンセル
:す

ればご'対戦相手を3人とも同一人物

にできる。

・ 5・

“

0円側)/メディアリング/Hu/
1・90◆3。 16/パズル

押すことしかできない荷物を、指定さ
:れた位置に移動するのが目的。荷物は 1

つずつしか運べない。動かす荷物の順番
'と、それを動かす方向が重要c PCエン

ジン版は失敗しても元に戻れる。
1日慶ヨ歴ヨロ重目
:03。 803.103.203。 6③3.603,3⑬ 20.6

囲
面を作り替える まず、スタートボタン

を押して好きな面を選び、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ボタンを押しながらランボ :

タンを押すと、その面を作り替えるこ

とができる.

250面バスワー ド バスワー ドを

「MICKY」 と入力すると、超難解の

250面からゲームを始めることができ

るようになる。

201面バスワー ド バスワ=ドを

FMACKY」 と入力し、ゲームをスター

トする。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。

会社名バスワニド このソフトの会社名

である「MED:A RINGS」 。これを前

後2つに分けてバスワードで入力する。

「MED:A」 の場合は150面から始まり、

「RINeS」 の場合は151面から始める

ことができる.ま た、タイ トルも
i「HARD倉庫番WORLD」 に変わる。

ソTサリアン
7。800円Gl)/ビ クタニ音楽産業/
SCD/192.7。 17/RPG・ アクション

パソコングームの移植。キャラメイキ

ングとシナリオが完全に独立したシステ
:ム

が特徴

`自
分の育てたキャラでシナリ

1オの数だけ違うゲームが楽しめる。PC
iエンジン版はオリジナルシナリオを3本

1付け加えているご   :
‐

1覆 ヨ 慶 選 目

00.|∝ .ね a2037銀 :つ 4。 1022.7

::幽
    `      i

i不老不死0キ■ラを作る 不老不死にし

・ たいキヤラの年齢を「時間を進めるJ

:でもフアイ隻ア、ウィザードなら60

歳以上、 ドワーフなら100歳以上、1工

ルフなら200歳以上まで成長させる6・

そして、そのキャラを冒険に出し、わ

ざと死なせてしまい、再び「時間を進

: める」を使つて、キャラの死後20～
29年を経過させてセープする:このと:

きキャラの復活に必要な2100oLD以
上のお金を用意しておこう。次に:ほ
かのキヤ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%しかないの

で失敗したら、さっきセ■プしたデー

タを□―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
1 

で寿命が250歳になつて生き返る3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、副作用で不老小タロこなるふ

このあと、RESURRECTの魔法でこ

のキャラを若返らせて道場で修行をし

よう。最後にレベルを上げれば、スー

パーキャラを作ねる。

SWORD MASTER
8.300円 (別 )/ラ イ トスタッフ/
SCD/'93.11.19/シミュレーション

RPGと シミュレーション、両者の要

素を含んだゲーム
`ス

トーリー進行にか

かわるRPG部分は、仲間を探したり、

アイテムの発見が目的。戦闘になると、

最大24人のユニットを操作するシミュ

レーションとなる。

園
()3。 803.503.203。 1(D3,2()3。 3③ 20、 1

卒業 グラデュエーション

フ.800円 (別 )/NECア ベニュー/
SCD/・ 93。 7。30/シミュレーション

清華女子高校3年B組の担任教師とな

り、5人の生徒を指導していくシミュレ

ーション。放課後に行われる課題で生徒

の評価パラメータを上げ:それに応じた

進路へと導く。

呻
04.604。 003.9e3.8⑬ 4。 O② 4.3① 24.ア

囲
ダメ人間高城 ネームエントリー画面で

「ヽ)」 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、高城のパラメータが体力と人

気以外すべて0になつている。

生徒たちのメッセージ 月曜日から土曜

日までの間に、高城は加藤に、加藤は

中本に、中本は志村に、志村は新丼に、

新丼は高城に授業内容を合わせると、

その日の授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、「体み」以外で合わせること。

デモ飛ばし ゲームを起動させたら、ラ :

ンかOを押し続ける。するとtオ■プ

ニングデモを飛ばしてゲ‐ムを始めら

れる.         ::11
薔告画面 旧システムカードでこのゲニ

‐ ムを起動すると、カードが違うと生徒
: 達から注意されてしまう.

i事業Eネオ
`ジ

エネレァi

シヨン
3。800円 偶り)/リ バーヒルソフト/・

SCD/斜。12。23/シミュレーション

前作同様、女子高の教師となり、生徒
を教育する育成シミユレ,ション。平日
は学校で授業を行い、週末には補習や生

活指導を行つて生徒を指導していく.こ
れにより各生徒のパラメータが変化しt

l年後のエンディングがきまる。

回
04.604。 003。 803.9()4。 103。 7《醗24。 2

卒業写真/美姫  :
80980円 偶J)/コ コナッツジャバン/
SCD/.94。 10。 28/ア ドベンチャー

『卒業写真』と『美姫Jという独立し

たアドベンチャーを1本に収めたパソコ

ンソフトからの移植作品。『卒業写真』

はアレンジを加え、マルチシナリオを採

用している。どちらもキーワー ドは卒業

前のせつない恋心。         i
田       :
03.603.102.9遷 )3.4纏 )3。 103。 0(D19。 1

回
スペシャルモード まず、『卒業写真』で

ゲームを始めるこ次に「続きから」を

選んだ後、「キャンセリb」 を選ぶという

動作を10回繰り返す。そして、「最初
から」を選んでゲームを始めると、音

楽やビジュアル、開発後記が楽しめる

スペシャルモード国向になる。

ソリッド・ フォース
ア.800円偶J)′

/NECホームエレクトロ

ニクス/SCD/'95.3.17/シ ミュレ

ーション

マーズという特殊工作部隊の隊員シヨ

ウが主人公。国家機関などの公仁できな

い依頼をこなしていくシミュレーシヨン

グームだ
`各

ミッションは戦略的な要素

に加え、パズル的な要素が多分に盛り込

まれているのが特徴である。

田
03.203。 403.4∈動3。4③3.3C)3.3∈ 勤2010

ソ ル ジ ャTブ レ イ ド  ∵ |

6.500円Gり)/八 ドソン/Hu/。92:7.

10/シ ュニティング  :
八ドソンの

。
92年全国キヤラバン公式

認定ソフト。キャラバン用の2分、5分

モードのほかに、何度も現れるライノtrレ

メカの存在が印象的なノーマルモードも

ある:|シ ョットは3種類あり、3段階に 1

パワーアップする。i    r  i
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そるびあん～たいたん

呻    :  :
麺)3。 904。 303。 9(D4.3罐 D4.203。4《)24。 0

囲

・           1

ステ‐ジセレクト タイトル画面で、上

を押しながらセレクト、下を押しなが

らセレクトt,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つて

いる。セレクトボタンで切り替え、ラ

ンボタンでスタートできる。

8万点ボーナス キヤラバンモードで、

敵を1つも破壊せずにポスまで行く。

ボスにも攻撃せずに逃げ回つていると、

ボスが自爆して8万点ボーナスが入る。

ソル・ ビアンカ :  :
6.200円 (別)/日本コンピュニタシス

テム/CD/.90.6.29/RPG
同名のオリジナルビデオをゲーム化。

主人公は美女ばかりの宇宙海賊5人組。

フつのシナリオがそれぞね独立したオム

ニバス形式になつている。原作の雰囲気

を再現したビジユアルも見どころのひと

つだ。

中

03.703。 803.603.603。 803。 7022。 1

囲
アニメとシナリオ選択 ゲームをスタ=

卜して、「MAS:YA」 の文字が現れた

ら、方向キーの上、①(①、セレクト、

1 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

順に離す。すると、アニメとシナリオ

の選択回口になる。

ハイスピードで動く グーム中キャラを

動かすときに、①を押しながら移動す

るとキャラが速く動く。こ組は海の上

でもできる。   :

ソJ眈セチニジニ   ■
7,700円偶1)/アイレム/SCD/'94.
1。7/RPG
アイレムのフアンクラブから企画が立

ち上がつた作品。従来のRPCに対する

不満を解決するためさまざまなアイデア

を導入している。そのひとつが戦闘時の

コマンド選択により、キヤラの成長が決

定するシステムだ。      |
呻       

。

03●03603.5・703.503.603.Ю 21Ю

"    
‐ :   |   :

おまけモード タイトルロ自で、:上t左、

下、右、①、①、①、①の順に押すと、

ビジユアメレセレクト(サウンドセレク

ト、おまけビジユアルの3つが楽しめ

るおまけモード画面が出現するc

SON SON霊 1  
・‐

:、

5′∝)0円偶り)/NECア ベニュ‐/Hu/
'89。 1。27/ア クション  :  :

こく普通の横スクロールのアクション

ゲーム。1業務用であつた 1『ブラックドラ

ゴン』のキャラを一新し、ゲーム内容に

アレンジを加えたもの。軽快な音楽と、

キャラのかわいうしさがグシド.

申
04.303。 6Ci3。 4曜D3.7()3.803.2(D22.0

囲
いきなリゲームオーバー デモ画面から

タイトル画面になる瞬間にランを押す

と、ゲームオーバー回回になる。

自黒モード タイトル画面のときに上、

0、 ①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自黒モー

ドになる。

如意樺を買えない ステージ1の途中に

しヽる八戒に話しかけてから、ステージ

2に行く。そして壁を壊した先にいる

八戒に話しかけると、レベル2のタロ意

棒を売つてくれる。ステ=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

つてくねずに、:スイカをくれる。

キャラクタが変身 タイトル画面で方向

キーの上、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、セレクト、①を押しながらランを

押すと、ライフ回復アイテムの「ひょ

うたん」を持つた状態でゲームが始ま

る。また、タイトル画面で上、セレク

ト、①を押しながらランを押すと、コ

ンテイニユーアイテムの「ランプ」を

持つた状態で始めらねる。

ぶたまんが60%OFF 2面 で沙悟浄に会

ってから、3面の沙悟浄に会うと500
ゼニーで「ぶたまん」が買える。しか

し、2面の沙悟浄に会わずに、3面の

沙悟浄に会うと200ゼ三二で買うこと

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

ンプできなくなる。また①を押したま

まにしていると、攻撃できなくなる。

0と①を押したままにしていると、ジ

ャンプと攻撃の両方ができなくなつて

しまう:::

大旋風

7:200円Glj)/NECアベニュー/Hu/
690。

12。 14/シ ューティング

業務用やメガドライブ版で有名なゲー

ムの移植作。このグームの特徴はヘルバ

すという支援機を呼ぶことができること

だ6ヘルバ=はそれぞれ攻撃してくれる、

が、1特攻させることも可6::

剛   f
03。403.30a303:癒3:7②3。 2③20.4

田
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

面に戻つてしまう。

大旋風カスタム

6J【)0円傷J〉/NECアベニュ■/鋤/
。
91。 7。26/シューティング

業務用の移植作。このゲームの特徴は
ヘルバすと呼ばねる支援機にある6ヘル

バニは自機の周りで援護射撃をしてく組

るだけでなく、敵に特攻させることも可

能だ。業務用にはないオリジナルボスが

追加されている。

呻
()3.303。 4嵯動3。 0嵯∋3。 4憾)3.2()3.2礎)19。4

四
タテ長目回モ…ド 電源を入ねてランを

押し、CD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
5,900円 61)/ナ グザット/Hu/.91.
3.15/その他・プロック崩し

従来のブロック崩しに時間という概念

をカロえた風変わりなアクショングーム。

クリア条件は、制限時間内に画面のブロ

ックをすべて消せばいい。ボールの描く

軌跡がかなり変なのでむずかしい:|

呻
()3。 002。 902.803.203.403。 4(018.6

四
マップ全体を見られる ゲーム中にポー

ズをかけて、方向キーでマップ全体を

見ることができる。

全ステージパスワァド バスワァド入力

画面で、
:下

の表のパスワ=ドを入力す

ると、好きなステージから始めること

ができる。

2面 NAttURL

3面 PROTEC丁

4面 PROBE
5面 MACHINE
6面 AROUND
7面 STAR123
8面 MASTER
9面 COMPUTER
10面 COMMAND
11面 PLAYER
12面 SHATttER

13面 Bues
14面 COMPLETE
15面
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だいちくん～だうんたう

大地君クラインス

6。400円偶り)/サリオ/Hu/'89.11。
22/シミュレ=シ

ョン

リアルタイムに進行する、風変わりな

戦略シミュレーション。ゲームの目的は、

大山灰に覆わllた大地に緑を取り戻すこ

と。ほのぼのした画面と、キャラのかわ

いうしさが印象的。

中
03.803.303.103.103。 103。 8⑭20。 2

回
変なパスワード バスワードを「たたた

…」というふうにすべて「た」にする。

すると、いきなりおつ島から始まるが、

お金はまつたくない。

ステージバスワニド 下の表のパスワー

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 連射パッドを接続し

てガイガー号に乗り、連射速度最大で

①を押し続けたまま、画面をスクロー

ルさせると、自キヤラがスクロールに

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、1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 電源を入ねて、ランを押し

ながら①を押すと、デモシーンを飛ば

すことができる。

タイトーチェイスHご0.
6.600円tFj)/タイトー/Hu/℃ 0。 1.

26/アクション

ポルシェに似た車を操作してt犯人の

車に体当たりさせる豪快なゲーム。ター

ボ使用時のスピード感は、他のゲ=ムに

類をみなしヽまど速い.業務用と同様、キ

ャラがしゃべるのがうれしい。

園
()3。 603.503。 403。 7(D3。 903Q9《 )21。9

田
サウンドテスト タイトル画面で少し待

つとビンと音が鳴る。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

口向に数字が出て、サウンドを選べる。

コマンドで逮捕 タィトル画面で有、oも

左、①、上、セレクト、下、セレクト、
の順に押してスタートするcそして、

ゲーム中に方向キーの右上と①、①を

押しながらセレクトを押すと、犯人を

逮捕している。 ・    1
隠しステージ ステージ5をクリアした

とき、スコアが500万点を超えている

と、真の最終面が始まる。

コマ送リ スタート時にギアを□―にし

て①と①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。

画面がバグる サウンドテストのウル技

を使い、「02」 、「08」 、「OA」 、「 10」

を連射パッドの連射速度を最大にした

①で選ぶと、画面がバグる。

近道の法則 ステージ最初のナンシーの
:連

絡があつたときに、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、別組道

の近道になつている。      .

ダイ・ハード

=7.200円 偶1)/パ ツク ◆イン・ビデ

オ/Hu/.90。 9。28/アクシヨン :

:任意スクロール型の格闘ゲーム。敵に

捕らわねた人々を救い出し、最終的には

敵を全滅させるのが目的。最初はバンチ

しかできないが、敵を倒すことで数々の

武器を入手できる.難易度は普通。

暉
()3。 003.102。 6縫)3,203。 3()3。 lGDl紀ぃ3

囲        ｀
無限コンティニュー 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 ニューフリーになる。 1

デバッグモード タイトル回回のときに、

方向キーを上2回、左3回、下 1回の1質

に押してからランボタンを押とデバッ

、グモードになる。これで、ステージセ
: 

レクト、サウンドテスト、ビジュアル

シーン、難易度設定の4つが選べる。

太平記
6.800円 fBlj)/イ ンテック/CD/1911
12.13/シミュレーション

混乱をきわめた南北朝時代が舞台だ。

ブレイヤーは、南朝側の新田義貞、北朝

側の足利尊氏のどちらかの将軍を選択。

交渉や合戦で敵陣営の領主を自らの朝廷

に従わせ、南朝と北朝に分裂した朝廷の

、合―を目指す。

中
02.502。 902.9縫 )2。 6∈D2。 8C)3。 0(登 16.6

囲
設定が変えられる 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、まず将軍を決める。将軍ことの

デモが始まつたら、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年からゲァムスタート」

は上、ランを同時に押し続ける。「自軍

の将軍の統率力が50」 は左、ランを同

時に押しつづける。轍 の将軍の統率カ

が 1」 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。

いきなリエンディング グ=ムが始まつ

たら将軍などを適当に決め、お姫様が

出てくる画面で上を押し続けると、い

きなリエンディングを見ることができ

る。

サウンドルーム ゲームが始まつたら将

軍を決める画面で、右、①、ランを同

時に押す。すると、画面が切り替わつ

てサウンドルームになる。

タイムクルーズE
7.200円偶り)/フ エイス/Hu/'91。
1118/テーブル・ビンボール

過去から未来を旅する時間的な要素が

付け加えられているこのゲームは、7画

面に及ぶフイールドをボールが移動する

ばかりか、ミスしにくいフィールド構成

なので、初心者でも長く遊べる。練習モ

ードもついている.

園
02。803。 203。0燿)3.4()3。 3C)3.O③ 18.6

囲    1
ボーナスステ=ジの練習ができる ホず、

プラクティスモニドの画面を出し、上

を2回、下を2回、①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、ボーナスステージの練習をする

ことができるようになる。  1
9000万点スタート オプションロロで、

上、右、下、左、上、右、下、左、①、

①、①、①、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。

ダウンタウン熟自衛進出 そ

れゆ
7.200円偶り)/ナ グザット/SCD/
.92.12.11/ア

クション

くにおくんを代表とする熱血高校のメ

ンバーが大あば枚する運動会.ルール無・

用、殴る蹴る何で,ありの4つの格闘競
技で優勝を争う。ステージには木刀、メ
リケンサック、爆弾などの物騒なアイテ

ムも落ちている。

田
04。003.603。 203。 5G3。 8②ao③21.5

m
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つては投げる動

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。

夫婦の表情が変わる 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、この2人

の頭に乗ると2人の表情が変わる。

さやえん島 ねほれしほ ほたたくさけか いあこえよ えあてわお

おめで島 れたきr3tほ わはろまよふみ つそはゆも こえひふめ

し島 ねにちせた いせつみみふん いいこさつ ゆまりんの

おつ島 けねたとそ えけねてもわき まみさあね るねむりけ

ほつかい島 ぬたろ131む ふんまにまにわ れさものこ なるきこて
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だうんたう～ただいまゆ

1面 OEF07LFOFB

2面 OEF05LF07B
3 面 OEFOKLFOVB
4面 OEFOHLF05B
5面 OEF09LFOHB
6面 OEFOCLFOPB
最終面 OEFOQLF098

ダウンタウン熟血物語

8.800円偶J)/ナグザット/SCD/
。93.12.24/アクション

ファミコンから移植さねた2人同時プ

レイ可能のアクシヨン。熱血高校のくに

おとりきが、さらわれたりきの彼女を助

け出すため冷峰学園に乗り込む。キャラ

にはアイテムによつて上げられる9つの

パラメニタがある。

田
03。 5C・ 3。 lC'3.303。 lC'3.503。 lG19。 6

ダウンロード
60800円偶J)/NECアベニユー/Hu/
'90.6。 22/シューテイング

NECアベニュー初のオリジナルシュー

ティングゲーム。自機はパイクだが、そ

の他はこく普通。通常武器として、バル

カンかレーザーを装備することができ

、る。CDoROMで ないにもかかわらず、

ビジュアルシーンが豊富。

呻
03.603.803.503。 7(D3。 7()3.5饉 )21.9

酬
各面最強バスワード このゲームにおけ

る各面の最強のパスワードは、上に示

した表にあるとおり。こねらのパスワ

ードを入力すると、最強装備でプレイ

をすることができる6

ダウンロァド2
6800円偶1)/NECアベニュー/CD/
.91。

3。29/シュニテイング

近未来を舞台に機密政府データの奪回

を巡つて、主人公のシドが大活躍する。

自機は4種類の武器を装備していて、自

由に変更が可能。これら武器はアイテム

を取ることで3段階にパワーアップする

ことができる。 .
岬
Oooo03。 603.40316③ o。603:4③ 21.1

mi:
残機無限増殖 残機が1の状態でtステ

ージ2のボスジヤンプロイドまで行く。

ここでボスを倒し、爆発が終わる瞬間
: に壁などに当たつて自爆する。失敗す

るとゲームオーバーになるが、成功す

ると次のステニジが始まり残機が無限

になる。

ボスをバスする ステージ4と 8でボス

まで行つたら、CDのアクセス中にセ

レクトを押す:すると、ボスを倒して

いないのにビジュアルシーンが始まり、:

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

回口でセレクト、①、①、①、①、①、

①も①、①、①、①、セレクトの‖贋に

押す。するとコンフイグレーションモ
ニドになり、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。

敵キャラが変わる まず、コンフイグレ

ーションモードを出す。そこでDEMO
9を選び:エンデイングを見る。エン

ディングが終わつたら、その最後の画

面で上、①、セレクトを押しながらラ

ンを押す。すると、もう一度コンフイ

グレーションモードになるので、好き

なステージを選んでゲームを始める.

すると、敵のザコキヤラや背景の一部

が、マンガやアニメのキヤラに変わつ

ている。

高橋名人の新冒険島
6.500円 偶1)/八 ドソン/Hu/'92.6.

26/アクション

フアミコンなどで発売さねている『高

橋名人の冒険島』のPCエンジン版。他

機種からの移植ではなく、まつたくのオ

リジナルのステージで構成されている。

卵を割ると入手できる武器やアイテムを

使つて名人は戦つていく。

中
03。703。 4C03.403.7③ 3.5④3.1020。 8

囲
ステージセレクト タイトル画面で左、

左、①、右、右、①、上、下、上、下

の順に押す。すると、コンテイニュー

画面に切り替わり、画面の左下に数字

が現ねる。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、

ゲームをスタートする。すると自動的

にステージクリアしてしまい、エンデ

ィングまで到達してしまう。

武田僣玄

5.600円 偶1)/エイコム/Hu/'89.7.

28/アクシヨン

横にスクロールするアクションゲー

ム。宿敵、上杉謙信を倒すために武田信

玄が単身で敵地に乗り込むというもの。

キャラが大きいのはいいがその反面、動

きが大ざつばになるのが気になる。

中
03。 102。 8C,2.602.303.002。 9617.2

囲
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、①を押しながら左

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

用しない。

風林大山をすぐ覚える ゲ■ム中、いつ

でもいいからポーズをかける。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

大山の技をすべて覚えている。

いきなり最終ステージ ゲーム中、いつ

でもいいからボーズをかける。そこで

左下を20回押し、ポ=ズを解除する。

すると画面が切り替わり、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

トを何十回も押して解除する。すると

体力が回復している。

なぜかリセット 何面のボスでも構わな

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、なぜかいきなリタイトル

画面に戻つてしまう。

コンティニュー ゲームオーバー後のタ

イトル画面でt下と①を同時に揮すと

コンティニュニできる。

バグってしまう 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、ゲニム

の最初に自キヤラが消えてバグる。

死んでハマる 自キヤラがやられた瞬間

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

にながら技を覚えたうえに八マつてし

まう。

変なキャラで最終面 白キヤラがやらね

たときに、ポーズをかけて左下を20
回押してポーズを解除すると、自キヤ

ラが変になつて上杉謙信との対決にな

る。さらに、剣を振るとバグる。

1面ポス楽勝法 1面ボスの諏訪頼重が

出現したら、・動かずに刀を振つている

だけでほぼ勝てる。

商人湖衣姫登場 湖衣姫が話していると

ころで、セリフを次に進めるときに①

と①を同時に押すと、メッセージが商

人のものになる。

ただいま勇者募集中
70900円偶1)/ヒユーマン/SCD/
.93。

11。26/その他・ボァドゲーム

最大4人まで遊べる、RPCの要素を取

り入ねたボードゲーム。目的は、次期国

王の座を獲得すること。敵に占領された

街や村を解放して名声値を上げて、最終

的に名声値の高い人が王座を手に入ねる

ことができる。   ′    ・ヽ

呻
03.603.203。 103:O③ 3。4② 3。 7③ 19.9

四      :
アートギャラリ‐ まず、自キャラや遊
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たつじんんだぶるりん

ぶマップを設定したあと、勇者が城の

広間を歩き始めてから止まるまでに、
上、右、左、①、①の順にすばやく押
す。する|とt王様の話が終わつてから

画面が切り替わるときにアートギャラ
リニ画面になる。ここでは、キャラの
アップなどのグラフィックを見ること
ができる。

TATSUJIN
ア.200円偶1)/タイト■/Hu/。92。 7.

24/シューティング

アーケードからの移植作:難易度の高

さと、自機と敵の攻撃の派手さが、まさ

に達人向けのゲーム。武器の種類は3つ

しかないが、パワーアップすると、どれ

も強力なものになる。達人ボムを使うこ
′

とで危機を緊急回避できる。

田
03。503。 603。 303.703.803◆ O③20.8

囲
2つのオプションモード タイトル画面

でセレクトを押しながらランを押す。

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、クレジット数の設定、エク

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ON1 0FF、

縦長画面切り替えのON、 OFF。

ノーミスで2じPカプセル獲得
:ラ

ウンド

1のボス、」0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

ルを達人ビームで破壊すると通常は

lUPが現れる。ところが、スタート時

からノーミスでゲームを進めていって

カプセルを破壊すると、2UPが現れる」

いきなリエンディング ゲームをスター

トし、スコアが7100点のときにリセ

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、エンディ

ングが始まる。

電の子フアイター    ・

5.600円傷1)/トンキン八ウス/Hu/
。
89.10。20/アクション

漫画家の宮下あきら氏が描いた世界を

冒険するアクショングーム。ステージは

全部で5つあり、それらをすべてクリア

することで願い事がかなう。独特の世界

観とキャラのユニークさがウリ。

田
()3.603.102。 9GD3.2(D3。 1受)2.9運 )18.9

塑   _  :

ライフゲージを増やす 1面を始めて、P
のアイテムを取る。取つたらわざとゲ

ームオーバーにして、コンティニュー
: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
=ン5,500円偶1)/日本コンピュータシス

テム/Hu/.89.9。 29/′RPG
3DタイプのRPCで、複数のシナリオ

からできている。2人で同時にダンジョ

ン内を探検できるので、力を合わせてモ

ンスターと戦うこともできる。友達と一

緒にブレイして盛り上がろう。

疇
03。403。 403.403.503。 603。 5③ 20。8

囲
宝箱が復活する 宝箱を開けたらパスワ

=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、消えてしまつた宝箱が復活して

いる
`敵をすり抜ける 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抜

けることができる。

バグ1面 パスワード入力画面で「Eヌ

AHEは Aウ AAARXOaAAAAHA4J
と入力する。するとバグうた1画を遊
べる。

最初が肝心 敵に出会つて最初に攻撃し

たあと、_与えたダメージ量が少なかつ

たら、すぐ後ろに下がつて逃げ、もう
・一度接近して攻撃できる。こねを大ダ

メージを与えられるまで繰り返すとい

い 。

双観龍E THE RWENGE
7,800円偶り)/ナグザット/SCD/・
93。3.12/アクション     '
オリジナルのビジュアルを加えた業務

用からの移植。謎の武装集団を相手に双

裁拳の使い手であるビリーとジミTが戦

いを挑む。2人同時プレイが可能で、当

たり判定を変えることにより味方を攻撃

することもできる。     :
田
(D3。 003.403.OCD3.4(D3.6く )2。 6(D19。 0

回
ステ…ジセレクト タイトル画面で①、

①、①、①、ランの順に押す。すると、

ステージセレクト画面が現ねる。
ビジュアルテスト タイトル画面でセレ
クトと①と①を押し続けて、画面が暗
くなつた瞬間にさらにランを押す。す
ると、ビジュアルテストのメニュ=画
面が現れる。

クリアコマンド ゲーム中にポーズをか

け、①と①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。

キヤラ設定モード タイトル画面で①、

①、①、①と入力するか、ゲームオー

バー後のタイトル画面で①、①、①、

①、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。

ダブルリング

6.300円 偶り)/ナグザット/Hu/°90。

9。28/シューティング   :
アイテムを取ると、リング状の武器が

自機に装備されるLリ ングにはいろいる

な種類があり、そ祖ぞれ攻撃方法が違う

ので、敵やステージに対してちゃんと使
い分けなけねばならないぞ。

中
03。603。 503。 403,6④ 3.403。 3020。8

四
スタツフ紹介 電源を入れてすぐ、ナグ

ザットの文字が画面下に止まる。この
ときに右、左、①、①、上、下、①、

①の順に押すとスタジフ紹介が見られ
る。

武器フル装備 カプセルを取つたらボー

ズをかける。そして、①、①、①、①、

①、①、①、①の順に押す。ここで音
が鳴ねば成功。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
が替わる。             ・

武器パワーアップ カプセルを取つたら

ポニズをかける。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。ここで音が鳴
れば成功。ボ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。
:ステニジ飛ばし ゲーム中にポニズをか

け上、上、右、右、下、下、左、左、

上、下、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ステ
ージが変わつていく。

自動スクロール ゲニム中にポーズをか
け下、①、上、①、右、①、左、①、 ‐

①、①の順に押す。音が鳴れば成功で、
セックトを押す■びに画面がスクロ

「ルしていく。

合体武器装備コマンド ゲーム中にパワ
ーアップカプセルを取り、ポーズをか

ける。そこで①、①、①、①、上、左、

下、右、①.①、①、①、①、①の順
に押すと、レーザニとミサイルが同時
に装備される。同じようにポーズをか
けて①、①、①、①、①、0、 右、左、

右、左、左、左、上、下、①、①の順
に押すと、ツインレーザーとジやイロ
シァルドが同時に装備さねる。また、
ポ■ズをかけて①、左、①、左、①、

右、①、右、下、下、①、①、上、上、

①、①の順に押すとリングレーザーと
ジやイロシールドが同時に装備さ祖る。

ミュージッタの隠しコマンド オプショ

ン画面のミュージックで、0、 3、 8、

3、 9、 0、 0、 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

=―ルでゲームをプレイできる。またア、:
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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 このゲームでステ=ジ 6を

クリアすると主ンデイングになる。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X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

ュージックで、①、①、9、 ①、①、9、

6の順に曲を聴く。するとステージセ

レクトができるようになる。

難易度設定 オブジョン画面のミユ‐ジ

ックで、ア、5、 8、 4、 10、 8、 9、

9、 8、 5、 10の順に聴く。すると、

難易度設定が15段階になる。また、2、

10、 318の順に聴くと、難易度が下

がる。        :
高速スクロール オプシヨン画面のミュ

ージックで、3、 1、 4、 1、 5、 9、 2、

6、 5、 3、 5、 8、 9、 ア、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 オプシヨン画面のミュー

ジックで、5、 ア、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、①、①の順

にコマンドを入力してもブザーが鳴る。

誕生 デビュー

7.800円 (別 )/NECア ベニュー/
SCD/'94.9。22/シミュレーション

芸能マネージャーとして新人アイドル

3人組を育て、2年後のアイドル大賞受

賞を目指すシミュレーション。3人のア

イドルたちのスケジュールを管理し、そ

れぞ組の能力をあげて 12種類のエンデ

ィングヘと導く。,

田     :
04。604。 104。003.804.103。 7③24.3

囲
レコーディング風景 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グ風景のビジュア

メレを見ることができる。

ダンジヨンエクスプローラー
5。800円偶1)/八 ドソン/Hu/'89。 3.

4/RPC。 アクシヨン
マルチタップを使うことにようてt5

人同時プレイが可能になる。ダンジヨン

内に仕掛けらねた様々なトラップや、

次々現ねる敵を倒しながら進んでいく。

アクション性豊かなゲームで、グラフィ

ツクも美しい。

中
04.004。 003。 703。 9Q4。 oo410③

".7四
スー′1-キャラ バスワードで「DEBD

E DEBDAl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■ドエラ■と表示が出るが、そ

のまま①ボタンを押し、キヤラクタセ

レクト回口にして好きなキャラを選ぶ.

こねで、めつたに死なないス,パT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ボタンを押すとキヤラの紹介が出る。

①ボタンを押すとアイテムの紹介が出

る。        ・

便利なパスワァド バスワードを「JB
BNJ HDCOG」 と入力すると、最初か

らプリンセスを使うことができ、

日MGAJ MDPAJと 入力すると、最

初から八―ミットを使うことができる。

またスーパーキャラを作つてから、こ

れらのノtスワードを入力すると、同じ

ようにほとんど無敵キヤラを作ねる。

5人分同時に操作 ます「何人でブレイ

しますか」と間かねる画面を出す。そ

こで①を押しながらランを連打する。

かなり時間がかかるが、しばらくする

と Fふたり、さんにん1・
・」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 パスワード入力画面

で「HOMiNG測早隕」と入力する。こ

のあと、パスワ■ドエラーと表示され

るが、①を押してゲームを普通にスタ

ートさせると、投げたナイフを方向キ

ーで自由に操作できるようになる。

ステージセレクト :スーパーキヤラのウ

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

ードエラーと出るが、①を押してその

ままゲームを始める。そして、八―ミ

ットの館に行くと、NECの館と名前が

変わつていて、CMが見らねる。

キャラ名を変える パスワァドを入力す

る画面で「CHEcK NAM日 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t i  l
キラータイガーでハマる スーパーキャ

ラのウル技を使い、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。

バッドエンド スーパーキヤラのウル技

を使い、王様に体当たりしてむりやり

重なる。すると、通常のエンデイング

とは違うバジドエンディングが始まる。

ダンジヨンエタスプローラ“

E  :1  ■
6.800円 01)/八 ドソン/CD/。 93.3.

26/RPC・ アクション

Huカード版の前作の続編。5人同時プ

レイなどの基本システムはそのままにビ

ジュアルを加えパワーアップ。プレイヤ

ーキャラは前作と同じ8人からの選択と

なるが、全キャラがクラスチェンジでき

るようになつた。

中       
―

04.004。 103。903.8③ 4.2036③ 23.5

回
マヌケな警告 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

立ての警告が出現する。

多人数を同時操作 本体に1つだけパッ

ドをつなぎ、人数選択画面で2～ 5人

を選ぶ。すると、lPパッドで全員同時

に動かすことができる。  ●

ダンジョン・マスタ‐ セロ

ンズ・クエスト
8。 200円偶1)/ビ クター音楽産業/
SCD/.92.9。 18/RPC
3D表示のダンジョンを探検する

RPG。 リアルタイムの時間経過が最大

の特徴。食事をしないと死んでしまった
り、持ち物の重さで行動が制限さねたり

入口 行き先

左から1番目の植え込み 直前に外に出た場所

左から2番目の植え込み 14面、魔王ブレー ド

左から3番目の植え込み 14面、バラムースの塔

左から4番目の植え込み 13面、ロードロード

左から5番目の植え込み 12面、地下道ミス トス

左から6番目の植え込み 11面、ラトニア

左から7番目の植え込み 10面、レアポート

左から8番目の植え込み 9面、ラリニメイスの出口近く

右から1番目の植え込み 8面、カメンヽメ城

右から2番目の植え込み 7面、ストーンフイール ド

右から3番目の植え込み 6面tシ エリーの塔の近く

右から4番目の植え込み 5面、ウォーターキャッスル

右から5番目の植え込み 4面、地下道ノスタリレジア

右から6番目の植え込み 3面、バラン城の近く

右から7番目の植え込み 2面、ミーパの村

右から幡 目の植え込み 1面、ボスのブラックスタール
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と、細部までリアルな設定。行動はすべ

てアイコンで指示する。

田
03.503。 603。 200●03。 803。 9③ 21。 5

囲
セロンが壁をすり抜ける まず仲間を 1

人だけ連れて冒険に出る。次に、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。

ビット以外のトラップはクリアしなく

ても先に進める。

チキチキボーイズ
4。800円 (別 )/NECア ベニュァ/
ScD/'94。 7.15/アクション  :
カプコンの業務用からの移植作。コミ

カルな雰囲気が特徴で2人同時プレイが

可能。ブレイヤーキャラは魔物に侵略さ

れたアルル王国の双子の王子。剣と魔法

による攻撃を駆使して全9ステニジを戦

う。

中

()2。 8(D2.8(静 3。 2曜D3.3(D3。 0()2,3(D17。 3

逐電屋藤兵衛

6.700円 tBll)/ナ グザット/Hu/'90.
1。26/ア ドベンチヤ=
時代背景は江戸時代前期。全体が4部

構成になつている。主人公の周りで起こ

ったなぞを解きあかしていくo歴史上の

事件なども盛り込まれていて、物語はド
ラマチックな展開を見せる。

中
()3。 403.2・03.1運)3.2()3.4貶 )3。 2()19。3

ちびまる子ちゃん タイズで
E―ヒャラ
6,800円 偶り)/ナムコ/Hu/192.1.1
10/その他・ボードゲニム

まるちゃんの友達がォヒュヒユ星人に
:

さらわれた。全5ステージ15エ リアで、,

1ステージクリアことに1人ずつ助ける。

1エ リアは3分間でオヒユヒュ星人を倒

し、クイズを10間中8間正解すればよ

い。      ,
岬
()3。 9(D2。 8(D3。 003。 0(D3。 0()3.3(D19.5

チャンピオンシップラリー
フ.800円偶1)/イ ンテック/SCD/
'93.8.6/スポニツ・レース

公道を使つたモータースポーツ、ラリ

ーを題材にしたゲTム。使用できる車は :

8種類あり、細かなセッティングができ

る:路面のコンディションによってブレ
ーキやタイヤ、エンジンを替えることで
時間が短縮される.

田
()2。 903。 2(∋3。 1罐)3。 6運)3。 1く)3。 0(919.0

四
′ヽジェロ&シ トロェンが選べる マシン

選択のときに、セレクトを押しながら

マシンを選択する。

チャンピオンレスラー  i
6。600円偶り)/タイトー/Hu/'90。
12.14/スポーツ・プロレス    ・

最大4人 プレイ可能なプロレスゲー

ム。操作方法が特徴的で、方向キーを上

下左右に小刻みに動かすことによつて、

パワーをためて技を使える。また、敵の

技をこれで返すこともできる。

田
03。500.303.403。 104。 103.7⑬ 21。 1

回
′17-メーターがフルに まず、lP V,
COMモードでゲームを始める。試合が

始まったら、セレクトを連打する。す 1

ると、パワーメーターがフルになつて

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、lP VS
COMモード以外では使うことができな

い 。

スーバー必殺技 試合中にセレクトを押

しながら、パイルドライバーかジャイ

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、①、セレクトの順に入力する

と、サウンドテストができる。

見えない凶器 対COM戦で相手がコブ

ラ・ジョーのときに場外に出て、右側

の上から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
.

を拾える。

超兄賢
フ・200円偶1)/日本コンピュニタシス

テム/SCD/・92。 12。25/シューテ

イング

自機とオプシヨンが生身の人間という

異色ゲーム。自機は車駄天(男 )か弁天

(女)のどちらかをスタート時に選択する。

オプションは生きているため、攻撃を受

けすぎると死んでしまう。敵は、生物と

機械が合体したような姿。
｀

中                                                        :

04。604。 503。 703。 4①3◆ 9② 4。4③24.5

田        :
まつするな警告 旧システムカードでこ
のゲ=ムを起動すると、ミ ョーな男に

警告される。

オブション操作 マルチタップを使つて

2P側のパッドを用意し、プレイ中に

2P側のパッドの①を押していねばォ
プションを操作できる。      l

超英雄伝説 ダイナステイツ

クヒーロー
6.800円偶り)/八 ドソン/SCD/。94.

5。20/RPC,ア クシヨン    :
かぶと虫族の勇者ダイナスが、平和を

乱す トカゲ族と戦うアクションRPC。

トカゲ族の王サラマンダを倒し、さらわ

れた森の精霊リリファを助け出すのが目

的だ。てんとう虫やみつばちなど4人の

キャラが仲間になる。

田
03。503。 503。 303。 303`の 3。2020.2

超時空要塞マクロス永遠の

ラヴソング
7.400円偶1)/日本コンピユータシス

テム/CD/.92。 12.4/シミュレーシ

ョン

劇場版「マクロス」の続編にあたる、

PCエン:ジンオリジナルのス トーリー。

登場するキャラは、戦闘で経験値を得て

レベルアップする。すると、搭乗する機

体も、より高性能なものにクラスチェン

ジすることbiilできる。

田
04.404.303.803.804。203.8024.3

四
ステージセレクト まず、タイトル画面

でコンティニュTを選ぶ。そしてフア

イル選択画面でt好きなフアイルデー
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 自ターンに、自分のユ

ニットが行動を終えたらメモリニセニ

ブする。そして、そのシナリオでわざ

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、

前にャ丁ブしたところから始まるが、
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

押し続け昼がら、Qか①を連打すると、
そのステージをクリアしたことになり、
次のステージがはじまる。

超時空要塞マクロス2036
7,200円偶J)/日本コンピュータシス

テム/CD/'92。4.3/シュニティング

人気アニメを題材にした横スクロ■ル
シユーティング。自機は場面によつてア
ニメと同じく、フアイタニ、ガウォーク、
バトロイドの3形態に変形して戦うち武

器はシヨットのほかに特殊攻撃が使え

る。特殊攻撃はスコアによって、より強1カ
なものを入手することができる。

畷
04.204。 203。 503.7③ 3。 603。 3③22.6

つ
“

８

，
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日コロロ
セレク1入 多イ|ル画面で①、

セレクト●右上を押しながら、①を選

びたいステージの数だけ押す:そのあ

と、オプション画面で好みの設定にし

て、ゲームを始めると、全6ステージ

中の好きな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、

ステージ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な

い状態に戻る。9回以降はループして

いる。

無敵&―  オプシヨン画面で①、

右、左、o、 ■、下、①,①、①、①
の順に押す。すると今までは表示さね
ていただけで、選択することができな
かつた項目にカーソルが移動し、設定

を自由に変更することができるように

なる。

ビジュアルオンリーモード まず、あら :

かじめ連射パッドを本体に接続してお

く。次に、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

で画面が止まつていねば成功。次に①

の連射を最大にして、①を押しながら

①を押す。するとビジユアルシーンだ

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。すると、デモ画面をとばしてい

きなリタイトル画面に行ける。ちなみ

に①を押し続けると、①を押すまで

「JUStt A MOMEN丁・"Jの表示が

出続ける。

主人公のおしやべり CDを普通に再生

して間くと、主人公2人のドラマ風警

告が出る。

超組倫人ベラボ■マン

6.800円偶J)/ナムコ/Hu/.90。 7.

13/ア クション

業務用からの移植のコミカルアクシヨ

ングーム。特徴は、ボタンを押す長さに

よつてベラボーマンの手足や首が伸びる

こと。この体を使つて、最終的には爆田

博士を倒すのが目的。登場する敵キヤラ

も、ベラボ,マンに勝るとも劣らないお
:かしな奴ばかり。

1ロニ][ヨヨ
'雷

ヨ:

04。503。 703.7③ 3.804.004。 lG23.8

四      :
無限コンティニユー ゲームを始めたら、

ちょうど1万点でゲームオーバーにす

る。そして:タイトル画面で上、右、

下、左、①:セ レクト、①、セレクト

と押して音が鳴ねば成功。ただし、
lUPを取ると無限コンディニユーはな
くなる。    |      

・

ボスとだけ戦える タイトル画面で①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ヤラと戦

える。

デモ画面でブレイ ゲ=ム
を始めたら、

すぐリセットする。そこでセレクトを

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。'    ‐

その場コンティニ三r ベラボニマンが

やられて、「あういた一!」 と言つたと

きにすばやくランを押そう。すると、

その場からコンテイニユーすることが

できる。

つつばり大幅撲 平成版

6,800円 偶1)/ナグザット/Hu/'93。
｀

2。 19/スポーツ 0相撲

自分の力士を稽古で育てて、本場所を

戦つて、横綱になることが目的の相撲ゲ

ーム。自分の力士の顔をモンタージユで

作成したりt稽古がミニゲーム風だつた

りと楽しめるが、本場所での豪快かつ派

手な大技も見物である。

魔 。60郷③廂懸由&。8Q"
四
いきなり横組 力士を作るときに、目は

左から2番目、鼻は右から2番目、日

は左から4番目を選んで、しこ名を

「七九二十」にしてゲームをスタートす

る。すると、いきなり横綱でプレイす

ることができる。

最強の前頭13枚目 力士を作るときに、

日は右から1番目、鼻は左から2番目、・

回は右から2番目を選んで、しこ名を

「光満山」にしてゲームをスタートする。

すると、番付では前頭 13枚 目だが、

一すべてのパラメータが最高値の力士が

できる。

稽古の「練習Jができる タイトル画面

が表示されているあいだに、上、上、

下、右、下、左、ランの順に押す。す

ると、稽宙部屋の画面が登場して、好

きな稽古の「練習」を何回でもできる

ようになる。     :

都留照人の実戦株式倍バイ

グーム    :
9,800円 偶J)/イ ンテック/Hu/・89.

11。 1/シミュレーション   :
証券業界で有名な都留照人が監修し

た、PCエンジン初の株式シミユレ=シ
ョン。ゲニム中に登場する銘柄やデータ

はすべて本物。株式の必勝法が遊びなが

ら身につくソフト。    ::
呻      =:｀

02。 602.602。 502.8∈)2.6C)2.8③ 15.9

ディープブルー海底神話

5。300円 (別 )/パ ツク・イン・ビデ

オ/Hu/'89.3.31/シ ューテイング

このゲームは魚の形をした潜水艦が自

機。敵も魚たちだし自機はダメ■ジを受

けると、日の色が変化して状況を知らせ

る。ショットは3種類あり、それぞね3

段階にパヮ■アップする:

呻
○…‐○…‐○¨‐〇:=③…。②あ‐‐③¨‐

てきばきワーキンラブ
7.800円 偶1)/NECホ ームエレクトロ

ニクス/SCD/。97.3。28/ア ドベン

チャー

「その他省」に通勤するプレイヤーが、

自分で育てた部下を任務に派遣し、その

目的を達成させるゲーム。部下をどう訓

練して育てるか、任務にだれを派遣する

かなど、プレイヤニの自由度が高く、ま

たそれに対するリアクションも豊富に用

意されている。ちなみに、原作、キヤラ

デザインなどは人気浸国家の竹本泉によ

るもの。

呻
O―‐

C・
。「。Ci― ‐〇―‐0-‐②―‐④-1

TECMO WOnLD CUP
スーパ■サッカニ  |「

7。 800円 (別 )/メ ディアリング/
SCD′ /。92.12。4/スポーツ・サッカ

世界各国8つのチームを選んでプレイ

できる。操作は簡単でボタンの組み合わ

せにより、オーバーヘッドキックなどの

シユートが打てる。天候も選べるが、プ

レイヘの影響はなつたくない。

中  ・
()3.303ぎ 2∈∋2.602。 7(D3。 2()2。 6(D17。4

田
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、ランの順に押す。すると、ゲ

ーム中の音楽や効果音が聴けるサウン

ドテスト画面が現れる。さらに、この

状態のままで二度リセットしてゲニム

をスタニトし、オニルクリアする。す

ると、エンデイング後に水着姿の女の

子のビジュアルシーンが現ねる。

デコボコ伝説 走るワガマン

マー
6。780円偶嘘)/日本テレネツト/CD/
。
90。 11.2/スポーツ・レース

:愛事デコボツカーを操作して全1,0ス

テージを走る障害レース。結果によつて
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でじたるち～でっどむ=

得点と賞金がもらえ、チューニングをし
てマシンをパワーアップできる。マリレチ
タップとパッドをつなげば、最大5人ま
で参加できる。

中

｀

()3.703。 403。 0健D3.0《)3。 203.4(019。 8

四     t
デバッグモード タイトル回自で①、Q
①、①、①、Q① 、①、①、①、①、

①、①、①.①、①、①の順に押す。
すると、デバッグのメニューが現ねる。

デジタルチャンプ
5.800円 偶り)/ナ グザット/Hu/'89`
10。 13/スポーツ 。ボクシング

3D画面で展開するボクシングゲーム。

試合相手は3人と少ないが、パワニアッ

プして次々と出てくる。バンチの種類|ま

ジャブ、ストレート、2種類のフックが

あリガードすることもできる。

田 議 ヨ     :
03.303,103.003.103.503.3③ 19。 1

四
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。

いきなリエンディング モード選択画面

で、方向キーを上、上、下、下、左、

右、左の順に押してからランボタンを

押す。すると、いきなリエンディング

が見られる。 i
4分割モード モード選択画面で、上、

右、下、左、ランの順に押す。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倍になる。

ダイナマイトアッパー フルパワーバン

チを敵にヒットさせて、①か①を押し

てバンチメニ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①

を放し、またすぐに押す。するとダイ

ナマイトアッノ〔―が打てる。

サンダープロー ①か①を押してバンチ

メーターを点滅させ、その状態で右下

か左下を押しながら①か①を放し、ま

たすぐ押す。するとサンダ=ブロニが

打てる。     ・        ・

スクリューバンチ ①か①を押してバン

チメーターを点滅させ、その状態で上

を押しながら①か①を放し、またすぐ
‐
押す。するとスクリュ=バンチが打て

る。

必殺バンチがすぐ打てる ニューゲーム

とコンティニューを選ぶ回口で上、上、

:下、下、右、左、右、左、ランの順に

押す。すると、必殺バンチをしヽつでも

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、コンティニューを3

回にする。ここでリセットすると画面
に「LEVEL2」 と表示さねる。ゲニム

を始めると敵の動きが2倍速い、上級

者用のモードになつている。

バンチを連打 連射パッドの①を速度中

に、①を速度最大にして、両方とも押

し続けると、左右交互にバンチを連打

する。             1

DE・ JA
7,800円 (別)/NECイ ンタ=チ ャネ

ル/SCD/'96.7.12/ア ドベンチャ

考古学者の龍介が、謎の杖をめぐる事

件に巻き込まれる。パソコンからの移植

作だが、グラフィックは

'Cエ
ンジン用

にすべて描き直されている。システムが

簡略化されていて、アイコンを選択する

だけで簡単に行動を決定できる。

中   :
04。303.503。 503.7⑭ 3。9①3。6③22。4

ビジユアルセレクト まず、タイ トル

画面で上を押しながらランを押す。

次に、上は押したままの状態でもう

1回ランを押し、「最初から」を選択

する
`さ

らに、ランを押したあとも

上を押し続けると、画面が切り替わ

リビジユアルセレクト画面になる。

シ‐ンセレクト タイトル回自のメニュ

ーで、「最初から」にカーソルを合わせ、

左を押しながらランを押す。このとき、

左を押し続けたまましばらく待つとシ

ーン選択国自に切り替わる。 1´′

スタッフローJレ タイトリレ画面のメニユ
ーで、「最初から」にカーソルを合わせ、

右を押しながらランを押す。このとき、
、右を押し続けたまましばらく待つと、

スタッフロールを見ることができる。

デス・ブリンガー
7。200円偶J)/日 本テレネット/CD/
。
90。4:27/RPC
フィールド、街、ダンジョンなどすべ

てが3D表示のRPC。り〔ソコンからの移

植作。戦闘は2Dの トップピュー画面に

切り替わつて行う。主人公のほかに8人

の登場人物のなかから最大4人のパーテ

イで行動する。

中
03.403。 603.303◆ 4()3.403。3③ 20。 3

四
透明人間が現れる 街の人がいる場所は

決まつているが、夜になつて人がいな

くなつてから同じ場所に行き、①を押
すと誰もいない場所から返事が返つて

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?」 と聞いて

くるので「NO」 を選ぶ。何度も「NO」
lを選んでいると、表示される値段が安

くなつていく。

出たな::ツインピー i

6.800円偶1)/コナミ/Hu/'92.2.
28/シューティング

大好評の「ツインピー』の続編。全体
的にバステル調でかわいらしい雰囲気に
なつている。雲を撃つとベルが現れ、こ
ねを取ることで自機がパワーアップす
る。2人同時プレイで2機が力を合わせ
ると、3種類の特殊攻撃ができる。

中
04。604。 004。 204.lCD4:300.8③ 24。8

酬
クレジット増加 タイトル画面で、上、
上、下、下、左、右、左、右、①、①
の順に押す。そのあと、オプションモ
ードを選びクレジ

'卜

数を変えれば、

最大9まで増やすことができる。

ブレイヤー数増加 マルチタップを付け
てtタイトル画面のときに2Pパッド
で、上、上、下、下、右、左、右、左、

①、①の順に押す。そのあと、オプシ

ョンモニドを選びプレイヤー数を変え
ねば、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、①、右、左、右、左、下、下、上、

上の順に押す。そのあと、オプション

モードを選ぶと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
:向キーで左右いずねかに動かすと、V
モニドになる。この状態でゲァムをス

タートすれば、縦長国向で遊べる。
ステージセレクト マルチタップを付け
て、タイトル画面のときに4Pパ ッド
で、上、右、下、左、下、右、①、①、

左の順に押す。ここでチャイムが鳴れ
ば成功だ。そしてゲームをスタートす
ると、1ステマジセレクトの項目が現れ

る。ここでステージ数を選んでスター

トすれば好きなステージから始めるこ
=と

ができる。          1
ビジユアルテストモード マリレチタツプ
を付けて、タイトル画面のときに5p
パッドで、上:①、右、①t下、①、

左、①、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。ただしエンディングは、八イスコ
ア、lPス コア、2Pス コア全てが
57300点ちょうどになつていないと
選択できない。

ガッチンコを連発する まず、2p側でス
タートする。そして、画面の一番上で
ガッチンコ攻撃をすると、ガッチンコ
が́連発になる。      ・ ‐

DEA● MOoN月世界の

悪夢        .
7.400円 (別)/ToSeS./Hu/。 9・0.2.
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22/シューテイング

オーソドックスな横スクロールシュー

ティングだが、洗練さねた美しいグラフ

ィックは群を抜いている。:各所に効果的

に使わねる多重スクロールはとても滑ら

か。ゲームバランスも良好。

田
()3。 103。 4〔訟3.203.2()3。 5()3◆ 1(D19.3

酬
オブションモード タイトル画面で左下、

①、①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

レクトなどができるようになる.

無敵コマンド ゲニムを始めるとすぐに

1 出る「SCENEl」 などと表示される画

面で、下とセレクトを押し続ける。す

るとそのシニンでは無敵になる.ただ

し、各シーンことにコマンドを実行し

なけねば、無効になつてしまう。

自由にデモ画面を見る タイトル画面で

セレクトを押すと、シーン1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。ここでセレクト

を押すと、今度はシアン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

に出てこない。

パワーアップランク表示 タイトル画面

で①を押しながらランを押してゲーム

を始めると、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穐る。

隕石でlUP 2面に登場する隕石を破壊‐

すると、lUPする。この隕石はリング

の武器だと壊しやすい.

デビルクラッシユ
.6.300円 Gl)/ナ グプット/Hu/'90。

7.20/テニブル・ピンポール

『エイリアンクラッシユ』の続編。グ

ロテスクな雰囲気と様々な仕掛けがさら

にパワーアップ。画面上では常にモンス

ターなどが動いていて、ボールを当てて

攻撃したときの反応が、とてもユニーク。

中
03。903。 7∝ `7⑤

4.l④4。 103“ 3G23。3

囲
サウンドテスト ゲ■ムを始め、「The

BeSt日lё」の画lbi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、NumbeF01のと

ころにサウンドテストが出組ば成功。

お得なパスワード バスワードを「NAX
AttSOF「 1」 と入力すると、スコア2
億点、ボールを140個持つた状態でゲ

・ ―ムを始められるようになる。また

_「FFF日下げFFE甲 とハカすると、平
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、
・「JDKMEJMFOH」 と入力する。する

と、持ち玉が無限になる。

持ち玉を失わない 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

ブしてリセットする。そして□―ドし

てゲームを再開すると、ボールを打ち

出す前の状態から始まる。

テラクレスタ
=

6.900円偶1)/日 本物産/Hu/'92.
11。27/シューテイング

自機となる1号機に、パーツの2～ 5

号機を合体させ、5機合体すると数秒間

無敵の人の鳥になる。これがこのゲーム

の魅力である。また、フォーメーション

攻撃時のパーツ位置とシヨットの射出方

向を自由に設定できるc

呻
()3。 103。 503。 103。 7⑬ 3。803.l③ 20。 3

囲
Fカプセルのストック数変更 ゲーム中

に①と①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。

そのあとで方向キニの右だけを離す。

すると、Fカプセルのストック数が、

右を押すこと1こ増え、左を押すことに

減つていく。     1
パワーアップコマンド ゲニム中にポー

ズをかけて、:上、下、左、右`上、下、

左、右、上、下、左、右、①、①の順

に押す。ここで、画面の下に、赤く点

滅するFカプセルが出現すれば成功。

自機が大の鳥に変身してパワーアップ

する。さらに、大の鳥が消えても自機

は5機合体の状態になつている。ただ

し、この技は各面 1:回ずつしか使えな

い 。

残機数アップ ゲTム中にポーズをかけ、

上を押しながら①、①、①、①の順に

押し、次に下を押しながら①、①、①、

①の順に押す。すると、通常は2機の

残機数が9機に増える。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 ステージセレクト

画面で①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

ようになり、まだ進んでいないステー

ジから、ゲニムを始めることができる

ようになる。

テラフオニミング
6.800円 偶J)/ナグザット/CD/92:
5。 1/シューテイング

有名デザイナーのシド・ミードがデザ

インした、神秘的な画面が魅力。ステT
ジとなる惑星に、生息する生物が敵とな

る。自機は通常弾のほかに、エネルギ=
をためて波動砲を撃てる。スピードも自

在に変えられる。     |
田     :
α .403。 703。 2⑬3お①3。 303。 5③20.9

田
ステージセレクト タイトル画面のとき

に、力ニソルをコンフイグに合わせ、

セレクトを7回押したあとに、ランを

押す。そうすると、通常はコンフイグ

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。ゲームを

スタ=卜すると、自機がノ

「

ダメ■ジ

になる。

TVスポ…ツ アイスホツケ

7。 200円偶1)/ビ クタニ音楽産業/
Hu/.93。 4。29/スポーツ・アイスホ

ッケー

シュートや乱闘など、見せ場のシーン

になると画面が切り替わり、ショーアッ

プされるアイスホッケーのゲーム。また、

乱入時はプレイヤ=が選手を操作する1.

マルチタップ対応で、最大5人まで同時

ブレイができる。

岬
03。 1031603.404003。 Ю 3。6③21。2

囲
同時に操作 まず、本体に1つだけパッ

ドをつないでおく。次に、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。

TVスポ■ツ′雪スケットボ
ール
7.200円 (別 )/ビクター音楽産業/
Hu/。93.4。29/スポーツ 0バスケッ

ト

TVと名のつくこともあつて、試合前

にアナウンサーの実況が入る。操作しや

すいが、選手の疲労という要素が入り、

疲ねると試合中の動きが鈍つたり、シュ

ートが決まらなくなる。そのときは選手

を交代しなければならない。

中
03.103。 8C03.203.003。703.3020.1

囲
同時に操作 1つだけパッ‐ドをつなぎ、

ジョイパッド・セレクト画面で選手金

員をバッド操作に設定すると、全員を

同時に操作できる:    :

TVスポニツフツトボール

6.700円 (別 )/ビクター音楽産業/
Hu/.91.3.29/ス ポーツ・フットボ

ール

リアル指向のフットボールゲ=ム。ゲ

ァムモ

「

ドはエキジビシヨン、プラクテ

ィス、り
=グ

の3種類のなかから選択で

きる.豊富なフォ=メーションの種類も

このゲニムの魅力といえる。

585



てんがいま

岬     : :‐
03。 3(D3。 003.303。 3(D3。 4(D365(D19・8

天外魔境 2日:A:
7.200円 傷J)/八 ドソン/CD/。 89。 6.

30/RPC          ‐

総監督に広丼王子さん、音楽に坂本龍
―さんという豪華なスタッフで制作され

たRPG。 東洋的な世界観が特徴。大の

一族の子孫ジライアがツナデやおろち丸

の助けを得て、悪霊マサカド復活を企む

大門教13人衆と対決する。

田
04.504.503.904。 204.504.l④ 25。

'囲
オマケの紙芝居 マルチタップの3にパ

ッドをつなぎ、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、「名作昔話じらいあ」

が始まる。

エンディングのおまけ エンディングの

最後で「完」の文字が出てきたら、ラ

ンを押してみようしすると「おまけ」

が始まり、ゲ=ム中の回想シーンなど

を見ることができる。

オートモ=ド 戦闘画面でセレクトを押

すとt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
果がなくなる。

簡単にレベルアップ まず富士見神社に

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。

その場でその剣を捨て、再び剣を手に

入ねると経験値がまたもらえる.こね

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 ①を押しながら移動すると、

速く歩ける。        ・

敵が強くなる 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
=ン

ダイジエスト タイトル画面で

しばらく待つていると、ダイジェスト:

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。

天外魔境
=卍

MARU
ア.800円 Gり)/八 ドソン/SCD/`92.
3.26/RPG
質 0量ともに膨大なスケールで制作さ

れたPCエンジンを代表するRPC`ジノヾ

ングに突タロ出現した暗黒ランとそ根を操

る根の一族を倒すため、大の一族の勇者、

戦国卍丸、カブキ団十郎、極楽太郎、絹

の4人が力を合わせる。

田
04。804。 704.604.5③4.804.6=327.91-
3博士の注意 起動時に、ランを 1回押

したあとセレクトとランを押し続ける

1と、バージョン3.0のシステムカード

を使つていても、3博士のビジュアル

が現ねて、スーパーCD‐ROM2を使う

ようにいつてくる。

黄金虫の卵で大金持ち まず、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つたら(道
具や巻物を使つて、京都の住宅区へ行 =

こう。そこには、黄金虫の卵を1万両

で買い取つ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 戦闘中に編のコマンド

入力の番になつたら、虎王の巻物を絹

自身にかける。すると、絹が戦闘の間、

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、技、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 鋼鉄城が手に

入つたら、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、「地獄のタマ」が見つかる。このア

イテムを使うと、敵が必ず現れる上に

何度でも使える。

有名人のお墓 浪華の国の神戸村に入つ

て、すぐに左に曲がつたところに有名・

人のお墓があるぎ墓石に向かつて①ボ

タンを押せば、誰のお墓か分かる。「麻

里魚の墓」や「呂戸の墓」「亜土留の到

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・:・ 100oo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。卍丸とカブキの最強

装備で、守備力+53、 戦闘中に使うと

技が120ほど回復する効果があるぎ因

幡の玄武洞…夜の沓が手に入る。卍丸

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、 体・技を回復させる効

果がある。浪華三郎の足塚…影の鎧が

手に入る。守備力+102、 体を回復さ

せる効果がある。

いきなり記録画面 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、タイトル画面をとばして、い

きなり「歴戦の記録」画面になる。

SDキ ャラが見られる タイトル画面で

ランを押して、「起」、躍関 の選択幽向

にする。そして、しばらくそのままに

しておくと、SD化 した人の勇者が

次々と出てくる。

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 風雲カブ中に
7.800円偶り)/ノ ドヽソン/SCD/'93.
7。 10/RPC
『Π』の登場キャラ、カブキ団十郎が

主人公のシリーズ番外編。八チャメチャ

な性格のカブキにふさわしく、舞台はジ

バングに留まらず、はるかロンドンヘと

展開していく。敵のボスキャラが歌うミ

ユージカル風の演出も楽しい。     :
呻
04.604.404。 lGD3:9④ 4。 10411(025.1

囲
マントー再び 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

テム欄がいつぱいの状態で、サーカス

団長 (宿屋の女将ジュリア)を倒す。

すると、通常ならその場で入手可能な

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ュリア
:

の宿に行けばtアイテムをちゃんとも :

らえる。

ジエットモグラの通路に隠し部屋 ジェ
ットモグラに乗つてゴート屋敷から脱
出するとき、迷路の奥の壁にぶつかるも

すると、宝箱がおいてある隠し部屋に

入ることができる。

嵐山温泉誘拐事件 世阿弥を仲間にした

ら、嵐山温泉に行き温泉に入る。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、温泉に入つている女の子が誘

拐さねてしまう6

ホーワースの幻の道具屋 ホニワースの

酒場の隣に、道具屋の看板が掛かつて

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。

カルネの歌が3番まで聴ける 歌い終わ

つたカルネが質問してくることに、日ま

い」と答える。すると、歌の続きを聴

かせてくれる。

ストーンヘンジでヤオイに会える 永遠

のサングエを倒したあとに、ストーン
ヘンジヘ行つてみる。すると、ストー

`ンヘンジの取材に来たヤオイに会うこ

とができる。

薔き狼についての話が聞ける レイナ姫

からガ
=タ

ーをもらつたら、ネス湖に

行つてみる。すると、ネッシニから蒼 `

き狼についての話を聞くことができる。

京スポのネタ増加 イベントをクリアす

ることに、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。 i

手本引きのレートが変わる 嵐山遊園地 :

:で足下兄弟に会つたら、手本引きをや・

つてみる
`す

ると、それまでは1日 10 ,
1両

だづたレートが11日 100両に変わ



てんしのう～てんちむよ

っている。

ピエロの歌に伴奏がつく 忍びの里に行

ってから、嵐山遊園地のビエロの歌を

聴くと、通常は伴奏が入つていないの

に、1回だけ伴奏が入つた状態で聴く
:ことができる。 =:

地下鉄の曲のオルゴニル 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調べると、

地下鉄の曲が聴けるオルゴールが見つ

かる。

犬バスの曲のオルゴール ネス湖の小屋

に入リベッドの枕元を調べると、犬バ

スの曲が聴けるオルゴールが見つかる。

スト,ンヘンジの説明 千里面を入手す

る前にt初めてストーンヘンジヘ行く。

すると、世阿弥のストーンヘンジの説

明が聞けるも

阿国の声が聞ける 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

テムのバージョンが違つていることを

注意さねる。また、CDプレイヤーで

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 宿屋に行つたら、記録だけ

をして電源を切る。そして、再び起動

させ続きを始めると、体力や技が全部

回復した状態になつている。

寄付のお礼 ドルイド教会で寄付をする

と、まれに「―角馬の角」がもらえる。

ベガサス競馬に参カロする 空申回廊を歩

いていると、壁が崩れている場所があ

るのでtそこから下に落ちる。すると、

ベガサスが出走する競馬を見ることが

できる。このとき、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

のときのカブキの返事しだいで、レイ

ナ姫の表情が違つてくる。どちらの返

事をしても、その後のストーリーには

まつたく影響しないので、姫がお願い

をしてきたら「いいえ」と答えてみよ

う。

狐の嫁入りを見る まず、桃山鉱山で硝

酸石を入手したら、世阿弥を仲間にし

て嵯峨野村のお稲荷様の願いを聞く。

次に、念仏寺に入り上グモを倒して、

塩酸石を入手する:すると、念仏寺か

ら出たときに、狐の嫁入りを見ること

ができる。嫁入りのビジュアル終了後

に歩き出すと、カブキの金子が増え、

さらに、念仏寺の隣にある空き家に宝

箱が出現している。

手本引きで景品をもらう 手本引きでダ

ブルアップを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

イテム欄がいつぱいだともらえない。

ネコダルマの館へ行く ゲームをクリア

したらエ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。

アイテム増殖法  まず、預かり所に行

つ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

なつていなかつたら、隣のアイテムを

引き取つて、空欄を作つておく。そし

て、その空欄にカーソリレを合わせてか

ら、増やしたいアイテムにすばやく力

…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?」

と表示さねて、アイテムをキャラに持

たすことができるようになる。さらに、

預かり所にも同じアイテムが残つてい

るので、これを繰り返せばアイテムを

増やすことができる。

会話を早送り 会話中に①を押すと、

会話を早送りできるg

天使の詩  :
フ。400円 (別 )/日本テレネット/
SCD/'91。 10125/RPC
アイルランドに伝わるケリレト族の神話

を題材とした世界観が特徴。ストーリー

を楽しむための親切なシステムも導入さ

ねている。神、天使、妖精、魔物と人間

が同一に存在する世界を舞台に壮大な物

語が展開していく。

中
03。904.103。 8⑤3。 6④ 3。803.7⑬ 2219

囲         
「

裏ストーリー 出し方は、まず、一度ゲ

ームをクリアする。そして、「The
End」 の文字が画面に表示されたら、

①を62回以上押してから①を押す。

すると「天使の詩～番外編～」が始ま
'

る。

速く移動できる 移動するときに①を押

しながら方向キーを操作するとt2倍
の速度で移動することができる:

ビジュアルセレクト まず電源を入ね、

タイトル画面で右を4回、上を3回、

左を6回、①を7回 t①を1回の順に

押す。するとビジユアルセレク:卜 にな

り、ゲーム中のすべてのビジュアメレや

音楽が聴けるようになる。

ケアルのレベルが99になる まずマル

チタップにパツドを2つつなぎt起動

画面でlPパッドのランを押す。そし

て、すぐに2Pパッドの上、①、①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。

天便の詩
=堕

天使の選択
7.800円 (別 )/日本テレネット/
SCD/'93.3.26/RPG`=  : 11
前作を大幅にスケァルアップ。世界観

は共通だが、登場人物やストーリーは前

作と異なる。『Ⅱ』ではダーク教という

宗教が大きな存在となっている。美しい

ビジュアルシーンで演出さねたスト■リ

ーが最大の魅力だ。      ・

田       :
04。304.403。 904。 104.21Э 3。 7024。6

酬
レベルアップコマンド まず、あらかじ

め本体にマルチタップを付けて、3Pに

パッドをつないでおく。次に町の出入

りや、戦闘開始時などのアクセスのと

きに、3Pパッドのセレクトとランを押

し続けるbすると、キヤラのレベルは

1のままだが、経験値が異様に高い数

値になつている。この状態で1回戦闘

に勝つと、いきなリレベルが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、①、①、下、下、上、上の

順に押すとビジュアルセレクト画面が

現れる。また、ここで登場する「カー

ドゲーム」の項目を選ぶと、ゲーム中

にも登場するカードゲームのみを遊ぶ

こともできるようになる。     r
戦闘で警告 旧システムカ=ドでこのゲ

ームを起動すると、戦闘シーンのよう :

な警告回向が現ねる。

方舟出現 マルチタップの3P側にパッ

ドを接続し、アーウィンの街を出ると

同時に3Pパッドのセレクトとランを

押し続ける。こねで街の外に方舟が出

現する。

天聖龍SAINT DttAGoN
7,200円 (別)/エイコム/Hu/.90。
12.21/シ ューティング

自機は多関節のドラゴンだ。頭部に弾

が当たると死んでしまうが、くねくね曲

がる胴体は弾を防ぐことができるので、

これをいかに活用するかが、このゲニム

のポイントとなつてくる。        ,
呻
()3.903。 403.4縫 )3。 5()3。 4()3。 4饉)2110

囲
無敵コマンド まず、上を押しながら電

源を入れ、方向キーから手を放さずに

ゲームを始める。すると無敵の状態に

なつている。ただし、アイテムが取れ

なくなつてしまう。

天地無用:題皇鬼
8.200円 (別 )/NECア ベニユー/
′
SCD/・ 95:5。 26/ア ドベンチャー

アニメ、小説とあらゆる分野に展開し、

大人気の「天地無用 !」 をパソコングー

ムから移植した作品。ビジュアルシーン

が満載されたアドベンチャーゲームだ。

マルチシナリオなので何度でもゲニムを

楽しむことができる。  t ■ ・
.

中
04.603.Ю3b03.804.σ 03.8③238

587=



てんちをく～どうきゅう

囲        :
タイムが減らない 鷲羽の部屋に行くと

翻 ちゃんのクイズでボン l」 という

クイズゲニムで遊べることがある。こ

こで問題が表示さねたら、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なくなる。

CGも～ど AかCルートまでゲームを進

めて、自亜の登場デモを見るぶそして

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ね、プ

レゼントはいらないかと聞いてくる。

ここで「は、はい」と答えて、一度セ

ープしてリセットする。すると、タイ

トル画面にCG●～どが追加され、今

まで見たCGを自由に見らねる。

デバッグモード タイトル回口で右、下、

左、上の順に11回押す。すると、画

面が切り替わリデバッグモードになる。

ここでは、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、このウルテクを使うとCGの流

ね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つてしまうの

で、こまめに天地の部屋でセープした

ほうがいい。

天地を喰らう

70800円 (別 )/NECア ベニュー/
SCD/.94。 6.17/アクション

カプコンが制作した業務用からの移

植。三國志に登場する4人の豪傑を操る

横スクロールのアクショングニムだし経

験値によるレベルアップと武器を持ち替

えらねることが特徴。レベルアップによ

つて攻撃力が上がる.

呻
C)3。 703.2G93。 lCD3.2∈ D3.2()2.9(D19.3

電脳天籠 デジタルアンジユ

7.800円偶1)/徳問書店インターメデ

ィア/SCD/。94。 11。 16/ア ドベン

チャー         、 「 ・
ある日、拾つたディスクには “天使

'

が圧縮されていた…。そんな始まりの、

パソコングームからの移植アドベンチャ
ニで、マルチエンデイングになつている。

どのような結末を迎えるかはプレイヤ=
の選択しだいだ。

田
04.203.303ぉ 103.l① 3.6032③ 20.5

四
:ラクにコンティニュー ゲームオーバ‐

になつたときのスロットゲームで、ス

ロットをスタートさせたらすぐにラン

を押し続ける。すると、実際は3枚そ

ろつていなくても、一番左の絵が3枚
そろつたことになリコンティニューで

きる。

スロットの秘密 ニセのエンディングの

ときにブレイできるスロット1よ 、並ん

だキャラによつて特典がある。スロッ

トの目とそこで得られる特典は下の表

の通り。

名前登録のおまけ 名前登録画面で「 じ

. ぶつ」と入力すると、キャラ紹介画
面になる.また、「スロット」と入力す
ると、スロットゲームで遊ぶことがで
きる。

と
トイショップボーイズ
6.200円 偶J)/ビ クター音楽産業/
Hu/.90。 12。 14/シ ューティング

自機は3人の少年だ。この3人を巧み

に切り替えることで、武器を使い分ける
・
というt■風変わつたシステムを採用し

ている。敵はすべてオモチャで、独特の

雰囲気を醸し出している。

岬
()3。 803.603.603.403。 403.3緩 )21。 0

囲
パワーアップアイテムでダメージ シヨ

ットのパワーが最強の状態のときにバ

ワーアッフアイテムを取る.すると、

画面中の敵全体にダメージを与えるこ

とができる。

トイレキッズ
6。9oO円側 )/メディアリング/Hu/
.92.316/シ

ューティ、ング
全編が下ネタ関係であふねており、キ

:ャ ラも下品を極めている.また、アイテ

ムにはサンポ=ルやセボンなどtすべて

実際のメーカー名が使わねており、取る
とサンプリングで名前を教えてくねる。
1プレイしているだけでにおつてきそうな

ゲームだ。

田
03.002.902。 703.303。 1()3.7018。 6

酬      =

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 コンティニューの

残りがない状態でゲ=ムオニバーにな

つたら、タイトル回自でリセットをす

る。すると、コンティニューの数が3
に復活して、ゲームを続けられる。

縦長ロロ セレクトを押しながら電源を

入ねると、縦長画面で遊べる。

同級生

80800円 (別 )/NECア ベニュー/
SCD/95。 11。 23/ア ドベンチャー

パソコンからの移植。高校生活最後の

夏休みに、女の子のハートを射止めるの

が目的。パソコン版にあつた過激なシー

ンはマイル ドなものに変更されている

が、新キヤラやグラフィック、声優によ

る音声が追カロさねている。

田
04。603.803.903。 7⑬4.203.9④ 24。 1

:田
ランプの精登場 PM6時を過ぎたら、喫

茶店「OTIMTIM」 に行つてみよう。そ

して、入日の左側にあるランプにカー

ソルを合わせて決定する。するとtラ
ンプの精が現れて、1回だけ5000円
をくれる.

お金を拾う ゲーム中いつでもいいから、

矢吹町にある土手まで行く。奥まで進

むと工事現場があるので、そこを調べ

る。すると、手紙が落ちていて、拾う

と中に1000円が入つている。その後

でもう一度同じ場所を調べると、今度

は100円を拾える。さらに、同じ場所

を調べるとなぜか200円を落としてし

まう。このあとは 100円を拾う、

200円を落とすの繰り返しなので、結

局損してしまう。        =
エンディングの秘密 8月 31日に女の子

に告自をするシーンで、相手の女の子

がOKしてくねた場合はエンディング

でテーマソングが流ねる。しかし、告
i白に失敗してしまうとエンディング1ま

歌無しのカラオケになつてしまう。

BCMを選べる 自分の部屋のアンプに、

カーソルを合わせて決定すると、部屋

のBCMを 3種類の中から選ぶことがで

:きる。

フォルが3つ並んだ場合
ゲームは続行できる。デァタは本当のエンディングを見るためのデータに変
更。エンディングも見らねる

望ぁ全り繁75夢忌覧g五嘉臓
エンデインタを見るためのデニタに変更。本

一

ミリが3つ並んだ場合
ゲームは続行できる。データは変更しないのでストーリー進行は不明。エン
ディングは見らねない

ゲームが続行できず、ゲームオーバ■になる

588



ときめきめ～とらへのみ

Hな警告画面 本体のバックアップデー

タをいっぱいにした状態でゲームを起

動すると、ちょうとHな警告画面が見

らねるL

出張サニビス まず、学校へ行つて校舎
:の中に入る。次に、夜の6時を過ぎて

出られなくなつたら屋上へ行く。する

と、四次元の家の時間じじいが現れて、

1000円で時間を好きなだけ進めてく

ねる。

深夜に初対面  ゲームを始めてすぐの、

8月 11日の午前0時過ぎになつてか

ら、千負学園へ行く。そして学園の校

庭を見たら、すぐに外に出る。すると

深夜にもかかわらず、高野みどりと初

対面できる。

ときめきメモリアJレ

80800円偶1)/コナミ/SCD/° 94.5。

27/シミュレーション

きらめき高校での3年間の学園生活を

通じて、女の子と出会い、デートを繰り

返して、卒業式の日に女の子から告自さ

ねることが目的。入部する部活やあげる

能カパラメータによつて登場する女の子

が変わる。

中
04.804.304。 304。 2③4.6②4。 4③26.5

四
伊集院の隠しイベント 休日ことに伊集

院に電話をかけると、隠しイベントが

発生するo20回以上なら廊下で伊集院

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、必ず助けに行く行

動をとること。そして65回以上にな

ると好雄が何かを伝えようとして襲わ

れるイベントが発生する。

おまけゲニムでフルバワー まず、2年

の文化祭になつたら:電脳部に行き
『ツインピーリた一んずJをブレイする。

そしてプレイ中にポーズをかけ、上、

上、下、下、左、右、左、右、①、①

の順に押す。このとき自機のまわりが

自くなつたら成功。フルパワーの状態

でプレイできるようになる。

怪しいブレゼント まず、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、メッセージ

の部分がバグつてしまい、プレゼント

名がヘンなものになる。

シャツを取られてしまう 毎年6月の第

1土曜日に行わねる体育祭になつたら、‐

1 出場種日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
=

'くらい待つてから騎馬戦を始めて、わ

ざと負ける。すると通常なら八チマキ

を取られるはずなのに、シャツをはざ

取られて詩織が下着姿になる。

警告画面を見る Qと①を押しながらゲ
ームを起動させる6すると、システム

のバージヨン違いの警告画面を見るこ

とができる。        :
美樹原さんがいなくなる 美樹原さんと

知り合しヽ こなつたら、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T卜の約束

をする。美樹原さんとのデートの日、

わざと別の場所へ行つてから約束の場

所へ行くと、美樹原さんの姿が消えて

しまう。これは、しばらくゲームを進

めるともとに戻る。

怒られる 主人公の名前入力画面で、工

ッチな名前を入力すると詩織に怒られ

る

都市転送計画
=タ

ーナルシ

ティ
6。900円偶1)/ナグザツト/Hu/。91。

4。 12/アクション :

縦横無尽に広がる迷路の中を突き進

む、シューティング要素を含んだアクシ

ョングーム。マップは全部で8つあり、

それぞれ条件を満たさないとクリアする

ことができない。SFファン向き。

中      :
應)3。 202。 7嵯∋2`802。 8G)2.903el()17.5:

囲
初めから最強 ッくスワードの入力口口で、

「NAXAT SOlttMAX 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=ムが始まる。

トップをねらえ:GttnB
uster VOL.1
6.800円 偶り)/リ バニヒルソフト/
SCD/'92。 6.25/ア ドベンチャニ

同名のオリジナルアニメビデオをゲ〒

ム化。ノンストップのアニメーションを
多用し、原作のストーリーを忠実に展開
する。主人公は落ちこぼれパイロット候
補生タカヤノリコ。厳しい訓練を乗り越
え宇自へ旅立つが…。

畷
04。403。 403。 303.6③ 3.603.6① 21.8.

囲     :
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つ追カロされている。1つ目は、没
セリフ集。NGになつたセリフや、少l・

しフブナイセリフを聴くことができる。

2つ目は、オールストーリー。ゲーム

本編のアニメーションを通して見るこ

とができる。3つ目は番外編。メイン

キヤラが登場する小劇場が見られるぎ

いきなり目次画面 起動画面でランを揮

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 らえ:GunB
uster VOL.2:`
フ.200円 (別 )/リ バニヒルソフト/
SCD/。93.3.26/ア ドベンチャー

前作からの続編となる原作の304話
を収録。好評だつたおまけモードもパワ

ーアップ:宇自での訓練を終えたノリコ

が初めて宇宙怪獣と戦う。激しい敵の攻

撃に、ノリコは未完の最終兵器ガンバス

ターで出撃する」
・

呻
04。303。 303。 403.703。 503。 3021。5

"    :セリフが変わる 自次で人物紹介を選lR

したら、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 旧システムカードでこのゲー

ムを起動すると、講座形式で警告して

くねる。

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 ゲーム終盤で「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な

つてしまうが、

「

ry Again」 と表示さ

れている画面で5分くらい待つと、隠

しビジユアメレが出る。この後も約5分

待つことに次々と隠しビジュアルが現

れ、全部で9つのビジュアメレが見られ

る。

虎への道
6.500円 (別 )/ビクター音楽産業/
Hu/'90。 2.23/アクション

業務用から移植の横スクロール型アク
ショングーム。4種類の武器を操りなが
ら、龍王を倒すのが目的。難易度がかな
り高く、特に画面外からの敵の攻撃には

閉日してしまう。熟練者向け。

呻       :
03.603。 303。 103。 5③ 3。603.2③ 20。3

囲
デバツグモード マルチタップの2にパ

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 ①を押しながら下を
押すと、自キヤラがしゃがみ攻撃をす

る。

会心の一撃 卜5のボス、魚人に2回ダ

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。

残り数増やし ステージ3‐ 1で、画面左

上と右下の2つの lUPを取つてから、

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。

ガケに入れる ステージ3‐ 1の左上の



どらえもん～どらごんす

lUPのあるところから、右べ飛び降り、

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)

4.800円偶り)/八 ドソン/SCD/'92.
5。29/アクション

Huカード版を大幅にリニューアルし

て発売。アニメと同じ声優を使つたビジ

ユアルシーンが盛り込まれている。ブレ |

イヤーはドラえもんを操作し、絵本の世

界に迷い込んでしまつたのび太くんを助

けにいく。

中
03。903。 3∈)3。 5GD3。 lC)2。 9()2.8(D19。4

囲
面セレクト タイトル画面で、上、①、

①、下、①、①、左、右、①、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

で変えれば好きな面が遊べる。

ドラえもんの主題歌が聴ける 旧システ
ムカードで起動すると、スーバーシス

テムカァドを使用するようにという注

意画面が現ねる。この画面で①を押す

と、ドラえもんの主題歌がフルコTラ
ス聴ける。

ドラえもん増殖 ステージト1でも中盤

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

ターを取つたら、入口上空の3UPを取

ってわざとやらねる。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 ステージト1で、中盤に

いる翼龍の背中に飛び乗る。そして、

そこから右上にジヤンプしてタケコプ
.

夕二を取つたら、出日の上空でフルバ

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 のび太のドラビ

アンナイト(Hu版)|
5。800円偶り)/八 ドソン/Hu/。91。 |

12.6/ア クション

同名映画のストーリーに沿つて作らね

た、横スクロール型のアクシヨング=ム。

登場するアイテムなどは、ドラヤキやタ

イムマシンなどドラえもんならではのも

のばかり。難易度は低めで、アクシヨン

が苦手な人でも楽しめる。

11善ヨ1ロヨ薔姜言雷
:

()3.102.6C12。 9(D3。 4(32。 9()2.5(D17.3

ドラ え も ん 迷 富 大 作 戦
:

4。900円偶1)/八 ドソン/Hu/'89.
10.31/アクシヨン

漫画やTVで有名なドラえもんを題材
としたアタションケーム。敵を穴に落と
して埋めながら、画面上のドラヤキをす

べて集めるのが目的:操作はシンプルだ

が、内容は実に奥が深いゲーム。   ・

呻
(D4.303.403.603。 6()3.4()3。 l③21。4

囲
ドラえもんがいつばい パスコードの入
力回回で、入力位置の左から順番に①

を4回、6回、2回、2回と押す:そし

てゲームを始めると、画面上にドラえ

もんがいつばい登場する。

最終面&むすかしいモードバスコード

バ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回

と押すと、やさしいモードとふつうモ

=ドの60面から始められる。また、1

回 2ヽ回tl回、4回と押すと、むずか

しいモードの1面から始められる。さ

らに、2回、2回、5回、0回と押すと、

ふつうモードとむずかしいモードの60
面から始められる。

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な

り、最高で3200点になる。

空中歩行 ドラえもんがァ度ミスして復

活したら、点滅しているあいだは無敵

なうえに、穴や川の上も歩ける6 1

ドラゴンECOl    ∵

6.500円GJ)/日本コンピュータシス

テム/Hu/.91。 9。27/アクション

竜使いの女の子が、ドラゴンの卵を持

つて旅に出るというフアンタジックなス

トーリ=。 初めは卵の竜も、次第に成長

し心強い味方になつてくねる。システム

は単純で、難易度も手頃なゲームになつ

ている。

呻
()3。 903。 4C13.5嵯 D3。 4(D3。 4()3:4(D21。 0

四        :
面セレクト タイトル画面で下、下1上、

上、=左、右、左、右、①、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なる。この画面に

出る数字は1～4が 1面、5～8が2面、

9～ 11が3面、12～ 13が4面、14:

～15が5面、16～ 17が6面というふ

うになつている。

サウンドテスト タイトル画面で上:上、

下、下、左、右、左、右、①、①の順

に押す。すると画面が切り替わり、レ

ベルメーターつきのサウンドテストが

できるも

ドラゴンスピリット

5.500円偶1)/ナムコ/HU/'88.12.
26/シューティング       :
ナムコの業務用大作シューテイングのi

移植作。武器は『ゼビウス』同様、対地、:

対空にそれぞね分かねていて、パワーア:

ップすると首が増えていく。シユニテイ

ングが苦手でも、そこそこ楽しめる難易
:

度に仕上がつている。

中
04。 104。 103。 903.9③ 4。 103.6③ 23。 7

四
縦長画面でブレイ 電源を入れてから、

セレクトボタンを押しつばなしで57
回ランボタンを押す。つまり、57回り

セットすると縦長回回になる。

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。

簡単にコンティニユーモード タイトル

国回で①と①を同時押しでコンティニ

ューを2回できるようになるが、①を

押しながら①を押すか、またはその逆

でもコンテイニユーできるようになる。

隠しアイテム 特定の場所を対地用フア

イヤーで攻撃すると、パワーウィング

とワイドとスモールとスピニドアップ

の効果のあるアイテムが現ねる。この

アイテムのある場所は、5面のボスの

手前にある開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

な氷壁左側、フ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面

の最後の別ね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。

エンディングが縦長に エンデイングが

終わつてからしばらく待つと、エンデ

ィングが縦長になつて始まる。

ロ ンスレイt― 伝説

a800円 偶J)/八 ドソン/SCD/'91。

10。25/RPCi:         ・
J

パソコンで人気のRPGを移植。原作

を忠実に再現し、質の高いオニプニング

ビジュアルを追加.プレイヤーの好みに

合わせ、細かい部分まで自由に設定する

ことが可能な親切なシステムが特徴とな

つている。

呻
04.404.404。 204.3③ 4.203.7③ 25。 2

回
おまけモード まず、電源を入ねてラン
｀

を押したら、CDのアクセス中に上、

①、①、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。このモニドは、スーパーカード

より古いシステムカードでグームを起

動し、ランを押しても見ることができ

る。

宝箱の中身が成長する このゲニムでは

第1章をクリアすると、ルディアの城

の中にある宝箱を開けられるようにな

る。この宝箱を、第1車をクリアした

時点で開けると「鉄のヤリ」や
i「

くさ

りかたびらJが手に入るが、第2章を

クリアした時点で開けると 日まがねの
・

剣」や 自まがねのよろい」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

590



どうこんす～どらこんは

を手に入れることができる。

日玉のついたクツ 第5章になつたらミ

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Jというア

イテムが手に入る。このクツを装備し

て街や洞くつを歩くと、ランダムに50
ゴーリレドずつお金を見つけることがで

きる。

やみの商人 ネリアの港の北側には、ま

ともにアイテムを売らない「やみの商

人」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」という、普通では買え

ないアイテムを売つてくねるようにな

る。

エンディングのあとのおまけ エンディ

ングが終わつたあと,で、しばらく何も

しないでおくと、おまけの「どらごん

すねいや一―Elが始まる。

魔法をすべてそろえる 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バン

に行くと、すべての魔法を教えてもら

える。

いきなリコンティニュー画面 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、いきなリコンティニュー画面

になる。

大根の効果 5車が終わつてからコルク

スの街で買える大根は、装備して攻撃

するとパペビアの追加効果がある。

障 ル スИ    伝説

E
フ.200円偶り)/ノ ドヽソン/・ SCD/。92.

12.23/RPC
続編となるこの『Π』、基本システム

は前作を継承し、マップのポリユァムは

倍になつた。また、各章の間にビジュア

ルシーンが追加されたo     l
呻
04。604。 404.204。 304.304。 O③ 25。 8

四
密造酒を増やす まず、アネスの塔へ行

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。こねを繰り返せば、武器庫がい

つばいになるまで、密造酒を増やすこ

とができる。

タイトル画面を翠ば甘● ①を押しなが
らゲームを起動させると、前回グァム

中にセープした場所が現れ、すぐにゲ

ームを再開させることができる。また、

O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の選択画面が現ね

る。

戦闘回避法 敵に囲まれたら、戦闘を始

める前にセーブをして、すぐにそのデ
:′ =夕を□―ドする。すると、まわりを

囲んでいた敵がいなくなる。

なぜか警告される バ=ジョン3◆0以降
のシステムカー ドかDUOで起動し、

「JUS丁 、A MOMEN丁 000」 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

ムカードで起動したときの警告画面を

見らねる。           :

ドラゴンセイJl―

6.800円偶1)/ナムコ/Hu/'91.12.
27/シューテイング

業務用からの移植作。業務用と同様、

全9ステージを再現している。状況に応

じて5種類の ドラゴンに変身することが

でき、それぞれタメ撃ちで特徴ある気合

弾攻撃をすることができる。

岬
()3。 603.503。 5逢D3.6∈ D3.6()3.3(D21。 2

回
縦画面モード タイトル画面で30回リ

セットすると、いつもとは一味違つた

スマートな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 トとランを同時に押し、

2PLAYERを 選ぶだけ。

ドラゴンナイトロ

70400円 (別 )/NECア ベニュー/
SCD/'92.8。7/RPG
パソコンから移植の3Dダンジョン

RPC。 魔女サーニャの呪いによリモン

スターにされた美少女たちを救うため、

主人公ヤマトタケルが迷宮と化した塔に

挑む。美少女たちの呪いを解くと、宿屋
へおネЫこ来てく祖る。

田
04。603。 703:703.7③4.1()4。 0023.7

囲
培の外側を歩く 魔女の塔3Fの塔で、ま

ず大ネズミがいる座標 (X17、 Y17)
に後ろ向きで入る。すると、大ネズミ

との会話が終わつた時点で、プレイヤ

ーが自動的に塔の壁から押し出されて

外に出てしまう。これで、塔の外側を

自由に歩き回れる。

魔法陣カニドなしでドアを通過 魔女の

塔5Fは、悪魔の面がいちいち問題を出

してきて、そねに答えなけねば通過で

きないようになつているが、このドア

に後ろ向きに近づいていき、接したら

回ね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

切り替わるはずが、ただのドアの画面

になつている。これで、そのままドア

を通過することができる。

甲レビジュアル 旧シ不テ小力Tドで起
動して、注意画面が表示さねたら①を

押す。すると、隠しビジュアルが見ら

ねる。

コボルトに注意される ゲームを初めか

らスタートするときに、セ=ブデrタ

がいつばいだとコボルトに注意さねる。

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。

ドラゴンナイト皿
7.300円 (別 )/NECア ベニ五一/
SCD/.94.7,22/RPG
フィールドタイプのRPCになつたパ

ソコン版のシリーズ3作目を移植。前2

作の主要キヤラが勢ぞろいする。ストー

リーはシリーズ共通の主人公ヤマトタケ

ルの出生の謎が解き明かさねていくとい

うものだ。

中
04.503。 903。 703。 9tЭ4.103。 5023。5

囲
ラクにお金かせぎ ヌーディスト村に入

つたら、村の中で八イアの魔法を使つ

て別の場所へ行く。すると、ヌーディ

スト村で門番に預けたはずの武器や防

具があるので、全部売つてしまう。そ

して再び八イアの魔法でヌニディスト

村に戻つ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4,を琴讐し直して、またヌー
デイスト村に入り、同じ動作を繰り返

すとラクにお金をかせげる。

ドラゴンナイト&グラフィテ

イ
ア・800円 (別 )/NECア ベニュー/
SCD/.95。 3.31//RPG
美少女RPCと しておなじみの「ドラ

ゴンナイト」。PCエンジン版では、オリ

ジナルモードとカップリ:ン グされての移

植。基本となるゲームシステムは3Dダ
ンジョンRPO。 街や女神の塔を行つた

り来たりしてゲームは進む。  i
田    : | :
(D4。 303.4()3。 4燿)3.5罐)3。 6貶)3。 2()21。4

囲
生き返りの薬を入手 女神の塔の6階で、

イエ□―ドラゴンの部屋から東に向か

って3本の柱がある。そこの一番束の

柱の東側からぶつかると:扉のない隠

し部屋に入り、中の
=箱

に「生き返り
の薬」が入つている,

ドラゴンハニフ

ア・800円 (別 )/マイクロキャビン/
SCD/。 94。9,30/その他 ◆ボードゲ
ーム

同名コミックがボァドゲームになつて
登場。目的い、さ本ざま魯ィベントが輝
こるボァド上を進みtクリアに必要なア
イテムを集めて、大魔王を封印すること。
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原作のノリを生かしたコミカルなイベン

トを満載している。

口       |
a。003.203。 Ю 3.403。 503。 3③20.5

囲   :
お先にエンディング タイトル画面で①、

左、右、左、右、①の順に押す。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ヤラのエ

ンデイングになる。

クリア後のオマケ ゲームをクリアして、

スタッフロー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?」 とメッセージが表

示されて、ゲーム中の音楽やキヤラの

セリフが流れる。

ドラゴンボールZ偉大なる

孫悟空伝説
80800円Gl)/バンダイ/SCD/。94.

11.11/格闘アクシヨン

アニメ「ドラゴンボールZJのPC工

ンジン初参入ソフト。ブレイングアニメ

という、まつたく新しいシステムを導入

している。いわば、格闘バトル部分を自

分で操作できるアニメといつた感じで、

戦つているキヤラに指示がだせる。

呻
04。203.603.403.303。 7②3。9③22。 1

とらべら―ず 伝説をぶつと

ばせ         |
80800円偶1)/ビ クターエンタテイン

メント/SCD/.94。 12.29/RPC
剣士のヴルがリニダニのトラベラーズ

物語。アニメ風のビジュアルシーンがま

ったくない代わりにイベントシニ
ンとt

戦闘シーンで、ちよこまかとキヤラが動

き回るのが特徴だ。物語は全体的にコミ

カルな雰囲気で展開している。

田
()3.403.203.102。 9()3。 3()3.2(019。 1

TRAVELエブル :
6.980円 (別 )/日 本テレネット/
SCD/192.9.4/ア クション

ペンギンのぬいぐるみを着た女のコが

主人公のコミカルアクシヨン。1画面分

のフイールドで、敵と1対 1で戦う。素

子による攻撃はできないので、画面内に

落ちているさまざまなアイテムを使つて

攻撃を行う。

呻
()4.103.603。 303。 6C)3。 7()3.4(921.8

キャラ名 コマンド

ミ:ンク 上とランを押す

ビーナ 右とランを押す

マナ 下とランを押す

メラミ 左とランを押す

田
縦長回回モード ゲーム中にポーズをか

け、上を押すと、画面が縦長になる。

ポーズを解除すねば、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。

トリッキー

6.700円 (別 )/ア イ 。ジー・エス/
Hu/'91。 7。6/パズル

6つのシナリオで構成された、オムニ

バス形式のゲーム。画面上のブロックは、

同じ種類のプロックにぶつけると消すこ

とができる。時間内に全部消してしまえ

ばステニジクリアとなる。グーム中にビ

ジュアメレシーンも入つている。

中
03.503。 403.503.5④3.6034③ 20。 8

ドルアーガの増

6.800円偶J)/ナ ムコ/Hu/。 92.61

25/アクション

アーケードでヒットした同名のゲーム

のリメイク版。視点が斜め上からに変わ

り、各階の初めにヒント●間けるように

なつた。一定の条件を満たすことでフロ

アに出現する宝箱から鍵やアイテムを入

手してt塔の中を進んでしヽく。

田 調

()3。 703.303.403.7(D3.6α )3.OG20。6

囲
サウン ドセレク ト 電源投入後の、

「namco」 の文字の表示中に①と①を

押しながらセレクトを押す。すると、

文字の上に数字が現組る。①を押して

数字を変えると自動的に曲がスタTト
して、①で演奏の停上、開始ができる.

隠ねメッセージ タイトル画面で上を0
回、左を4回、右を3回押す。すると

「ウラめんなんて ありませんよ」とメ

ッセージが現れる。

楽々アイテム増殖法 イージーモードか

ノーマルモァドでゲームを始め、宝箱

を取り、フ甲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、さつ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

ムを増やせる。しかし、武器などの 1

つしかないアイテムの宝箱は、2回以

上出せない。

最初から勇気の値がいつばい パスワー

ド入力画面で「PQ7EP QXA7Q
7A5A6」 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

ロフ1からスタートする。

ドロップロックほらホラ  :
5。900円 Gり)/データイースト/Hu/

・。90.3.30/そ の他 。ブロック崩し :|

普通のブロック崩しとは,味違つたゲ

ーム。消すのはブロックではなく、敵キ

ヤラなのだ。敵キヤラは当然攻撃してき

たりする。自機は上下左右に動いて敵を

倒すのだ。さまざまなアイテムも出現す

る。

呻       ‐

()2。 702。 6Ct2.6G)2.9()2。 802。 8(D16。4

囲
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

ボタンでグームを始めるこラウンドセ
レクトができる。

無限コンティニユー タイトル画面でG
ボタンとランボタンを同時に押し、続

けて①ボタンとランボタンをすばやく

同時に押す。成功すねばクレジットが

Xになり、無限にコンティニユーがで

きるようになる。

サウンドテスト タイトル画面で①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
I Q600円偶1)/タイトー/HU/'90」 5。

31/アクション

パズル要素を含んだ、タイトーお得意

の固定画面のアクシヨンゲーム。大まか

なゲームの流ねは、ハンマーを巧みに操

りながら画面の敵を倒していく。2人で

ブレイすると楽しさが倍増するぞ。

田 |:     ■
O―‐0-‐ 0-‐○―‐②―‐②―‐③二‐

四
タレジット増カロ まず、2PLAYERSを
選んでゲームを始める。次に、最初の

面で片方のプレイヤーが、もう一方を

完全にたたきのめす。いつたんゲーム

オーバーになり、タイトル画面に切り

替わつたところでランボタンを押す.

するとクレジットが12に増えている。

裏面へ行ける 1面の一番よの段の真ん

中で、ジヤンプして八ンマーを振ると

光る所がある。そこを何回もたたくと、

鍵が出る。これを取るとパスワードル

ームヘの扉が現れるので、ここに入つ

てパスワードルームヘ行く。そして、
_―Jtスワードを「スペード、八―卜、ダ

イヤ、クラブ、クラブ、スペード、八

―卜、ダイヤ」と入力する。すると裏

面へ行けるようになる。.    1
クレジットが減らない lP側と2P側両

方でゲームを始め、どちらかがやらね

てもコンテイニユーせずに、そのラウ

ンドはもう片方にクリアしてもらう。

次のステージになつたら、やられた側

が方向キーのどれかを押すと、クレジ
:ッ トを減らさずにコンティニユーでき

る。   |
ハンマニを渡す  「2PLAYERS」 ・

でゲ
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ニムを始め、どちらかが特殊な八ンマ

ーを持つているときに、もう片方が特

殊なハンマーを持つている方をたたく。

すると、たたいた方が八ンマーを受け

取つている。

壁をすりぬける 「2PLAYERS」 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 まず、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

を外してパッドひとつをつないでゲー

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
50800円 (別)/パ ック 。イン・ビデ

オ/Hu/。 89。 12.22/スポーツ eレ

ース

ナイト2000が登場するカーアクショ

ン。ターボブースト、片輪走行などの派

手な技が使える。TVと同じテーマミュ

ージックとキットの「マイケル行きまし

よう」のセリフが超似ている。

曲

・

0.103.2Q3。 003。O③ 3。 003。 0018.3

囲
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
べるようになる。

強力体当たリ ザコの車やトラックは、

真横から体当たりすると、1-撃で破壊

:できる。

NAXAT OpEN
6.300円 偶り)/ナグザット/Hu/689。

5。30/スポーツ。ゴルフ

リアルに徹したゴルフゲーム。本物の

ゴルフと同じように、18ホールがすべ

てつながっているので、コース外に打ち

出してもゲームは続行可能。モードはト
ニナメントとラウンドの2種類。

中
Q.203。 103:103.3③3。 103.2⑬ 19。 0

m
女の子でブレイ 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
6。800円偶」)/ナ グザット′/Hu/'90。

10。26/スポーツ・野球

選手データが細かい野球ゲーム。エデ
イットモードでは、プレイヤーが監督と

なリオリジナルチームを作成できる。ペ

ナントモードは最大6人まで参カロ可能。

中
()3。 403.103。 OGD3.4(D3◆ 3()3.1lD19。 2

醜
おもしろ′ヽスワード 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「SOUNDJと入力し

てスタートすると、サウンドテスト画

面になる。また「4CAMEN」 と入力

すると、4分割の画面でプレイできる。

「BOUND」 と入力すると、赤い上の球

場になり、やたらとボールが跳ねるよ

うになる。

隠れチ■ム lP iMODEで Xチームを

選び、PLPDまたはPLPHのパスワー

ドを入力する。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

表の画面で①を押すとウォッチモード

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。

なぜか四球 デシ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、

なぜか「四球Jとなっている。

議のマスカレニド

60000円 (別)/日本コンピュータシス

テム/Hu/'90。3.2/ア ドベンチャー

パソコン版「琥珀色の遺言」をPC工
ンジン用に作り替えたのがこのゲニム。

主人公を助ける5人の探偵が登場するな

ど、パソコン版とは違つた要素が加わつ

ている。全5章構成。

中
()3。 103。 1(D3。 o縫D3。 0()3。 1く)3。 0(918.3

ならずもの戦聞部隊BL00
DY WOLF
6.500円 tFj)/データイニスト/Hu/
・89。9.1/アクション

爆発シーンが印象的な画面見下ろし型

のアクショングーム。鉄壁の敵の包囲網
をくぐり抜けながら、捕虜を助けていく

のが目的。捕虜を助けることで情報を入

手でき、また武器がもらえたりする。

中
()3.203。 303.1∈ )3。 2(D3。 7()3.3(D19。8

四
面セレクト タイトル画面で①、①:①、

①、①、①、①、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。

無限コンティニュー タイトル画面で上、

①、下、①、左、①、右、①と押す。

サウンドテスト タイトル画面で方向キ

ーの上と①ボタンを押しながらセレク

トボタンを押す。          :
プラッデイウルフ2と3 タイトル画面

で上、下、右、右、:①ti①t ①、セレ
クトの順に押す。すると「BL00DY
WOLF2」 と表示され、ゲームをスタ

ートするとスピードがものすこく速く

なつている。さらにタイトル画面で下、

上、左、左、①、①、①、セレクトの

順に押すと「BL00DY WOLF3」 と

表示され、ゲームを始めるとジャンプ

カが強力になつて空を飛べる。

ナイフで籍を開ける カギを持つていな

いときに、ナイフで箱を15回突くな

すると、箱が開いてしまう。

なリトレザ・スゴロタ・92‐
50800円偶1)/日本テレネット/CD/
'91.12.20/その他。ボードゲーム

日本テレネットのゲームに登場した人

気キャラを操り、出世を目指すボードゲ
ーム『コズミック・フアンタジーJのユ

ウやサヤ、リムやバン、「ヴアリス』の

麻生優子などがプレイヤーキャラとして

操作できるのだ。

中        :
03.500:103.2燿∋o.3()217貶 )3.2(D19。 1

囲
いきなリエンデイング グT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、エンディングを

見らねる。

I= |:
にこにこぶん
6.500円 偶J)/′ NHKエンタープライ

ズ/Hu′ /'91.12.13′ ′アクション

NHKの人気子供番組のキャラを使っ

たゲーム。全6ステージで、各ステージ

にある果物を集めて恐竜を育てるのが目

的。攻撃や得点という、人と争うような
・

要素がない。ただし、各ステージには3
分間の時間制限がある。

田
()2。 7()2。 6運動1。 9透)2。 8重)2.1受)232遜D14.3

西村京太郎ミステリ=北斗

星の女  |   ■
6.300円偶1)//ナ グザット/CD/`90。
2.23/ア ドベンチャー

トラベルミステリーの大家、西村京太

郎書き下ろしのシナリオによるアドベン

チャー。小説で人気の登場人物、十津川

警部と亀丼刑事のコンビが連続殺人事件

の犯人を追う。列車の時刻表を使つたト

リックが秀逸。

1面 2面 3面 4面 5面 6面 7面 8面

上 ` 右上 右 杯 下 左下 左 左上

593



にゅ―とび～にんじゃり

呻
03。303.503.303。 5③ 3.603。 4③20。 51

ニュートビア
508oO円 偶1)/八 ドソン/Hu/.896
11。 17/RPC・ アクション

捕らわれた姫を助け、8つのメダリオ

ンを取り戻すのが目的のアクション

RPG。 経験値を稼ぐタイプではなく、

イベントをクリアしてアイテムを手に入

ねて、キャラクタをパワーアップしてい

くタイプのアクショングーム。

岬
04。 103。 8C・ 3。 703。 903.902。 9③22.3

四
天空の鋼の利用法 まず、天空の鐘を手

に入ねる。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

富の中で使うと、ボスやメダリオンが

ある部屋以外の扉が開いて、隠し階段

も出現してしまう。

最強のパスワード バスワ‐ド入力画面

で「すづよたがひふづぬめつれ くけ

もりみだららやねおに」と入力すると、

最強の剣と鎧を持つてメダリオンを3
つ取り返した状態で最初からゲTムが

始まる。

爆弾男フレイ パスワー ド入力画面で
pゆどりまあぬこおせじゆ かあJ31て

りづねすねおあん」と入力すると、爆

弾を46個持つた状態でプレイできる。

敵をチェンジ 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つている。

ただし、組み合わせによつては、変化

しないこともあり、弱い敵が強く変化

することもある。

ニュートE7= |
7.200円 偶1)/八 ドソン/Hu/'91.9。

27/RPC Oア クション   |
前作の主人公ブレイの息子が、二五一

トピアの人々を救うために立ち上がる。

前作同様経験値は存在せず、パワーアツ

プのためにアイテムを探し、謎を解いて

いく。広大な世界には、多くの仕掛けや

隠し扉が待ち受けている。

田
04。003.703。 503.803。 903。 3③22.2

回
キャラクタテスト タイトル画面でコン

ティニューを選び、パスワード入力画

面を出す。そこで「ざつつえんたてい

めんとにゆつとびあJと入力し「おわ

り」を選ぶ。すると画面が切り替わり、

ザコから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なる。

サウンドテスト タイトル画面でコンテ

表A(パスワード上段入替え位置)

登慧登慧φlO 碍鰹ぽЬO
ィニユーを選び、パスワード入力画面

を出す。そこで「みゅうじつくふろむ

にゅうとびあ」と入力して Fおわり」

を選ぶ。すると、サウンドテスト画面

に切り替わる。

バスワァドを入れ替える パスワードを

入ね替えると、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。そこでいつたんリセットして、タ

イトル画面でコンティニユーを選び、

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、右上の表Aに照らし合わせてパス

ワニドの上段を入ね替える。どこを入

れ替えると何が変化するのかは、右上

の表Bを見ればわかるようになつてい

る。

名前がハドソンになる 名前入力画面で

何も入力せずに終わると、名前が 日ま

どそ用 になつてしまう。

変な主人公になる パスワード入力画面

で、障 どてすろするむ るまげきけん

こへ 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、

ざぐどぞ」と入力すると、変な主人公

になる。

ニンジヤウオーリアニズ |
6.200円 偶1)/タイトー/Hu/.89。 6。

｀30/アクション

グーセンでおなじみの横スクロールの

格闘ゲーム。ブレイヤーはKUNOIT:、

NIN」 Aの どちらかを選択。攻撃方法は

苦無(短剣)と手裏剣の2種類があり、手

裏剣は数に制限がある。全体的にキヤラ

が小さく、画面も地味。

中
()3。 903.903。 4(諄 3。 6(D3。 7()3.5(D21。 9

酬
コンテイニユー9回  タイトル画面で、

まず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回になる。

音楽セレクト タイトル画面でセレクト

ボタンを押して「OPT:ONJの表示を

出す。そのままセレクトボタンから指

を離さずにランを押して、しばらく両

方押したままの状態にする。そこでヽ

「JUKEBOX」 と表示さねれば成功ぁ

ランを押すと演奏できる。

4回自殺で面セレクト まず、ゲームを

スタートさせたら、わざとやらねる:

このとき、忍者が爆発している間に、

下を押しておく。そしてゲ三ムオ=バ

表B(入れ替えることで変化する部分)

① ゴールド

② ゴ→レド ライス tルク陶駒げム

③ ゴールド、セレクトアイテム

④ セレクトアイテム

⑤ セレクトアイテム

⑥
セレクトアイテム、剣、

ホールドアイテム

盾

⑦ 剣、鳳 鎧tホ=ル ドアイテム

③ 盾 ホ→瞬ザイ元&クリス旬レ

③ ホールドアイテム

⑩ クリ痢 反 自キヤラの出現地点

①～⑮ 自キヤラの名前

―になつたらコンテイニユーをする。

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

一度コンテイニ五―をして、わざとや

らね、爆発中に右を押しておく。さら

にもう一度コンテイニユーをし、爆発

中に上を押していると、面セレクトの

国向を出すことができる。1

スーバーハァドモード どのレベルでも

いいので、コンテイニユーを使わず3
面まで進みゲームオーバーにする。こ

こで、コンテイニユーをせずに、

FEND」 を選んでタイトル画面を出し、

オプション画面を選ぶ。そこで、レベ

ルを八―ドにしてゲームを始めると、

より難しいスーパー八―ドモードでプ

レイできる。

恕者龍剣伝
60500円 偶1)/八 ドソン/Hu/'92.1。

24/アクション

父の仇を討つために、主人公リュウは

龍剣を持ちアメリカに渡る。そして攻撃、

走る、登る、降りる、壁蹴リジャンプと

多彩なアクションを駆使して敵と戦う。

アクションシーンとビジュアルシーンが

交互に進行していく。      ・

呻
03。603。 503.303。 603。 703。 1(320。 9

"ブレイヤー数増カロ 電源を入ね、「HUD
SON SOFT」 とメTカー名が表示さ

ねているときに、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トすれば、プレ

イヤー数が通常の3から6に増えてい

る。               i
忍術を99にする コンティニュー画面

で、上、①、①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



ねおねくた～ねくろすの

術が99になつている。

ネオ・ ネクタリス

60800円偶J)/八 ドソン/SCD/!94.
7.29/シミュレーション

各ステージことに配置さねている自軍

の兵器のユニット(駒)を移動させ、戦闘

で敵軍のユニットを全滅させねばクリア

になる。8種類の新型ユニットがカロわつ

た。前作をブレイできるモ‐ドもある。

呻
03.403.803.904。 O③4。 1()3。 3③22.5

1日|口|1董]                           J
ユニット入れ替え ゲームモード選択画

面で「VS&PASSWORD」 を選ぶ。

そして「lP PASSWORD」 にカーソ

ルを合わせて、セレクトを押しながら

①を押し、パスワードを入力する。す

ると、自軍と敵軍のユニットが入ね替

わる.       :
ウォッチモード ゲ■ムモード選択画面

で、「VS&PASSWORD」 を選ぶ。そ

して「2P PASSWORD」 にカーソル

を合わせて、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

ォッチモードになる。

裏面も含むバスワード バスワード入力

画面で、上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

れの面をプレイすることができる。

ステニジクリアコマンド 自軍のターン

のときに、セレクトt`左、右、左、上、

上、下の順に入力し、終 了」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』の場合は使用でき

ない。

ネタスザール
7.400円偶J)/ナグザット/SCD/

:・92L12。 11/シュ‐ティング

全 面 パ ス ワ ー ド

面 表 裏 面 裏 一裏

SHEKEL LEKEHS 13 LEKEHS KUDRAM
2 RUP:AH HAIPER 14 HAIPER ALEBRA
3 DOLLAR RALLOD 15 RALLOD ORSUHK
4 PESETA ATESEP 16 AttESEP HAFFAS
5 FORINT TNIROF 17 TNIROF :CIDEM

6 ESCUD0 ODUCSE 18 ODUCSE SEttROC

7 ACORO丁 TOROGA 19 丁OROGA ADAMRA
8 D:NARS SRANID 20 SRAN!D TLAZOM
9 SAttANG GNATAS 21 GNATAS SRE:H丁

10 HALERS SRELAH 22 SRELAH RERHUF
PA:SAS SAS:AP 23 SAS:AP EORNOM

12 GROSZY YZSORG 24 YZSORC 丁NEVDA

攻撃アイテムには、2種類のメインウ

ェポンと4種類のサブウェボンがあり、

併用できる。攻撃力はアップしない。

呻   |
()3.703。 902。 603`9CD3.903.lC)21.1

ネクタリス :

50800円 偶J)/八 ドソン/Hu/89.2.
19/シミュレーション     ト

初心者でも楽しめる親切設定がウリの

シミュレーション。複雑な部分は一切排

除し、面白さを追求したものになつてい

る。自分でユニットの生産はできないが、

ゲームとしての完成度は高い。

呻
03。803。 603.6GD3。9③4.103。 7⑬22。 6

田
裏ステージ 1～ 16面のパスワードを逆

から入力すると、裏ステージ (17～
32面)のパスワードに。

サウンドテスト パスワニドのとき「ON
CAKU」 と入力するとサウンドテスト

ができるようになる。      `
ウォッチモ■ド タイトル画面で1人用

コンテイニューか、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

人用でやつた場合、自分がガイチ帝国

になれる。2人用ならウォッチモード

になる。

しつこく50夕…ン 戦闘を開始したら、

勝ちそうになつても勝たずに、しつこ

く50ターンを越す。すると、どんな

に有利な展開であつても必ず負けにな

る。

面セレクトパスワード バスワード入力

画面から、下の表の各パスワードを入

力すると、それぞれの面をブレイでき

る。

画面が止まる 「サウンドテストJ.と

「ウォッチモー日の技を同時に使うと、

サウンドテストの画面が出た状態で止

まつてしまう。

ネタロスの要塞

60800円偶1)/アスク講談社/H由 /
.90。4.20/RPG
このゲームは、6つのシナリオが集ま

つて、1つのストーリーを構成していて、

個性豊かな勇者の中から3人を選んで冒

険にでかける。アニメーションが存分に

使われた戦闘シーンは大迫力だ。

田
04。003。 603.603。 604.004。 1(D22。 9

四
サウンド&アニメテスト パスワードで

「みえおそと とつすねるづづ ゆきに

へ」と入力する。

無限宝箱増殖 どの章でもいいから、宝

箱を取る。そして「さいかいのうた」

を聞いてから、一度ゲームを終わらせ

る。次にパスワードを入力して、宝箱

のあつた場所に行くと、宝箱が復活す

る。これを繰り返せば、いくらでも宝

箱が取ねる。

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、

ステージ ノ〔スワード ステージ パスワニド

1面 REVOLT 9面 GALO:S
2面 :cARUS 10面 DARW:N
3面 CYRAN0 11面 PASCAL
4面 RAMSEY 12面 HALLEY
5面 NEWTON 13面 BORMAN
6面 SENECA 14面 APPOL0
7面 SABINE 15面 KA:SER
8面 ARATUS 16面 NECTOR

595



ねつけつこ～ねつけつれ

MPがなくなるまで使い続ける。次に

MPが足りなくなつたら、今度は攻撃

を選ぶ。すると、MPが一気に500ま
で増えて、強力な魔法が使い放題にな

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 バスワ=ド入力

画面で「まあしなり 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 はははは」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ねる。 1
いまなリマリンと会議できる パスワT

ド入力画面で「ゆうていみ やおうき

むこう ほりいゆう じとりやま あ

きらベベベベ ベベベベベ ベベ」と

入力する6すると、いきなリマリンと

の会話から始まる。

バグるパスワード バスワード入力画面

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分割になるなど、いろいろ変な状態

になる。

熱血高校 ドッジボール部

CDサッカー編
7.200円偶1)/ナグザット/SCD/
391。

12.20/ス ポーツ◆サツカー

毎度おなじみのくにおくんが今度は6
人制のサッカーに挑戦だ。ボールとのタ

イミングを合わせることで必殺シュート

が打てたり、仲間に指示を出すことがで

きる。指示ができないときはムリの答え

が返つてくるぞ。

岬
()3。 903。 703。 3CD3◆ 6(D3。 7()3。 4()21.6

四
自殺点で点数が取れる 自軍のゴールラ

インギリギリのところまで移動して、

キャラ名 歩数 キャラ名 歩数

くにお 4 たかし 2
こうじ 2 すすむ 4
ひろし 2 あつし 4
みつひろ 4 ま さ 4

しんいち 4 げんえい 2

596

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、このウルテクはVSモードだ

とlP側でしかできない。

必殺シュートの歩数 左下の表に示した

歩数分移動してからシュートを撃つと、

必殺シュートになる。

対戦バスワード バスワード入力画面か

ら、下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よ

うになる。

熱血高校ドッジボ■ル部PC
サッカー編
6,900円 偶り)/ナグザツト/鑢/192.

4。3/スポーツ 0サ ッカー

CD版で発売されたゲームのHuカード

版。6人制のサッカーといつたゲームシ

ステムそのものは同じだが、海外遠征が

なくなり、代わりに13番目の対戦高校

の、種子島宇宙高校が加わつている。最

大で4人同時プレイまで可能。

田      | :
04.003.203.303.203.403。 O③20.0

囲
サウンドプレイヤT ゲーム中に、セレ

クト、ラン、①を同時に押す。すると

サウンドプレイヤ=の画面になる。1こ

こで調整できる項目は、BGM、
EFEC丁、 丁EMPO、 STEREOの 49し

ADPCMは、項目として出てはいるが

実際には機能しない。BCMで選曲、

EFECTでは曲の合間に入る効果音を選

ぶことができる。TEMPOで曲の速さ

が変わり、STEREOは ON/OFFの切

り替えができる。さらに、ランで曲の

中の各パートの設定をすることもでき

るのだ。

全高校対戦バスワード このゲームに登

場するすべての高校との対戦バスワー

ドは上の表の通り。

高校名 バスワ=ド 高校名 パスワ=ド
七福学園高校 3894 堀々学園高校 0920
死愚魔高校 4319 服部学園高校 0335
マタギ高校 1005 四満忠実業高校 5321
吉本工業高校 7931 フランス代表 6216
江戸華高校 6512 ブラジル代表 5872
■本釣水産高校 8918 アルゼンチン代表 3479
:恐山商業高校 3161 イタリア代表 9283
山本興行高校 6464 ドイツ代表 5050

誨 パスワ=ド 高校名 パスワード

七福学園高校 7676 恐山商業高校 5656
死愚魔高校 4649 山本興業高校 5814
マタギ高校 3614 堀々学園高校 3939
吉本工業高校 7280 服部学園高校 2414
江戸華高校 4154 四満忠実業高校 0784
一本釣水産高校 0141 種子島宇宙高校 6210

熱血高校ドッジボ=ル部門

瑚  :
5。800円偶u)/ナグザット/Hu/.90.
3.30/スポーツ 0ドッジボール

フアミコンで大人気だつたゲームの移

植作。スポーツゲームでは、めずらしい

ドッジボールを題材にしている。内容は

フアミコン版とほぼ同様だが、クエスト

モードが付加されている。

中        

′

04.203。 403.703.8①3.903.6③ 22,5

囲
タイム無制限 タイトル画面で、パッド

のセレクト、①、①、①、①、①、①、

①、①、①、①、ランの順に入力する

と、タイムが減らない。

体力が減らない タイトル画面でセレク

ト、上、下、上、上、右、下、左、左、

左、①、①、ランの順に入力する。す

ると、体力が減らなくなる。

時間設定ができる タイトル画面で、①

を14回押せば3分30秒、15回で3分、

■、17回で2分、18回で1分30秒、19
回で1分、20回で30秒に、ゲーム時

間を設定できる。         '
2周日以降が遊べる タイトル画面でセ
レクト、左、①を10回、右、セレク

トを押す。そして「①を押した回数+1」

で、普通にスタートすると、2周目以

降が選べるようになる。

敵に欧つ飛ばされる 世界大会かクエス
トモードで、i試合開始のホイッスルが

′ 鳴る前に、すばやく左右にダッシュを

すると、敵に吹つ飛ばさねる。

熱血レジェンドベースボT
フ
~

8,800円 偶1)/パ ツク・イン・ビデ

オ/SCD/'95。 6.16/′RPC
野球をライフワークとした惑星を舞台

に、主人公、翔馬が熱血野球で悪の野球

軍団と戦う。通常の戦闘シーンの代わり

に、コマンド選択による野球を行い、経

験を積んでイベントをクリアしていく。

田
C)3.402.803。 0礎D2.4(D3.lα)2。 9(917.7

塑
簡単お金もうけ まず、お店でなんでも

いし`からアイテムを買う。そして、そ

の買つたアイテムをすべて売つて、ア

イテム欄に空欄を作る。そのあと再び



ねむれぬよ～のりこ

「うる」を選んで、さきほど作つた空欄

にカーソルを合わせる。その状態で①

を押すと、なぜかアイテムを売ること

ができる。この操作を繰り返して見え
: ないアイテムを売つていけば、所持金

: を好きなだけ増やせる。

眠れぬ夜の小さなお話

6.800円偶J)/NECホ ームエレクトロ

ニクス/SCD/。 93.7.30/ア ドベン

チャー

絵本を意識した作りのメルヘンチック

ソフト.原由子原作の絵本をグーム化し

たもので、lmJ回上にあるキャラや物をク

リックすることでストーリ=が進行す

る。主人公ネコクンが森の伸問たちと大

活躍よ

呻  :
()3.603.802.8003.2(D2.6C)3.7(D19。 7

信長の野望・ 全国版

80800円偶J)/光栄/SCD/'93.12.
11/シミュレーション

戦国大名のひとりとなつて天下統一を

目指す。開墾や治水で国力を上げ、兵士

を雇用し訓練をして軍備を強化する。そ

して他国に攻め込み領土を広げていく。

シナリオによって、17ヵ 国か50ヵ国を

統一すればクリア。

中
e3。 503.5te・ 3.303.103。603.1(D20。 1

信 長 の 野 望 武 将 風 雲 録

13。 800円 (別)/光栄/SCD/。 93.2.

27/シミュレーション

戦国時代の本州、四国、ぃ九州にある

48ヵ 国の統一のため、41名の戦国大名

のうちのひとりになり、国を経営して領

土を広げる。茶器、鉄砲、鉄甲船といつ

た文化の要素が追カロされ、700名以上

の武将が登場している。

中
(D3.7(蒙 3.603.103。 6C)4。 0()3.4(921。4

酬
桶狭間の戦い シナリオ 1の織田信長で

ブレイして、1560年まで尾張 1国の

みを領土にしておく。1するこ、今川の
軍勢がくる。そこで竃城をしないとt

精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。

稲葉山を岐阜に改名 織田信長でプレイ

「
‐
して美濃を領土にし、城主を織田信長

にして 1月を迎える。すると、政秀寺
・開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。

安土城築城 織田信長でブレイして、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以上を持つて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

起こして大名になつたら、大軍で攻め

込んで篭城戦に持ち込む.兵糧切ねに

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

蛛)とともに爆死してしまう。

追討令が発せられる 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。フレ

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、コンピユ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ら任せる。

すると無礼請になり、そのスキをつい

て家臣が斬りかかつてくる。大名は高

い確率で殺されてしまう。

征夷大将軍になる 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

と朝廷から使者がきて、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.

小日原評定が始まる 実カモードの北条

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

待機させておくし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、」嘔源評定が始まる.  ′

3本の矢の話が聞ける 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。       1
大名が九州探題を名乗る 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ァジが

出る。

前日慶次郎利益が登場する 合戦で捕ら

えた武将を斬つたりして、登場する武

将の数を減らしていると、山城かその

周辺の国に前田慶次郎利益が登場する。

好きな大名でゲームを再開 メニユー画

面でゲーム終了にして、行方を見守る

を選び、月の変わり目になつたらラン

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、

好きな大名でゲームができるようにな

る。      1

N●・ ni・ K●    :‐
4・980円偶り)/八 ドソン/CD/・88.

12.4/ア ドベンチヤー

簡単なアドベンチャー形式で、人気タ

レントの小川範子とデートが楽しめるソ

フト。ストーリーは、小川範子の定期券

を拾つた主人公がコンサートに招待され

るところから始まる。ゲーム中では、小

川範子の歌う由を3曲も聴くことができ

る。

呻        :

&遷首
J?0°

'T°

7?2.?4.2921,

デモンストレニション 名前登録画面で

「でもんすとねえしょん」と入力してス

タートすると、すべてのビジュアルシ

ーンが見られる「Visua日、すべての

歌を聴ける「CD」、効果音が全部聴け

る「PSG」 、入力した言葉をしゃべつ

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 名前登録画面で「でば

つぐしなくちゃね」と入力してスター

トすると、画面が切り替わり好きなシ

ーンを呼び出せるデバッグモードにな

る。

隠れ画面 ゲァム後半、範子ちやんの家

で流ね星が流ねていくシーンがある。

この画面で、①ボタンと①ボタンを連

打することで、3種類の隠れ画面が現

れる。

ぼん まず、電源を入ねたら、画面が出

るまで①と①を押し続ける。すると画

面で切り替わり、テストパターンの画

面が現れ、範子ちやんの声で「ぼん」

という音が聞こえる。

アップで写真を撮る まず、範子ちやん

と軽井沢に行く。写真を撮つて欲しい

といつて、ポーズをつけている範子ち

ゃんが画面に出たら1ここで①を押そ

う。するとt範子ちやんの顔がアップ

になり、アップで写真が撮ねるように

なる。

じゃんけんで勝つ ゲームの後半、範子

ちゃんの家で、あつちむいてほいをし

ているときに、じゃんけんに負けたら

すばやく①を押してみよう。すると、

じゃんけんをまたやり直すことができ

る。

な らな 0じクン 自分の名前を登録しな

いで、ゲームを始める。すると、ゲー

ムが終わるときに範子ちやんが、プレ

イヤーのことを「ななしクン」と呼び、

登場人物紹介画面で|ま「めなた」とな

る。               _
隠れキャラ? デートの当日に、‐待ちく

たびれたら帰る3すると、ものすこい
「0,こちゃん」が現れる。



ば―にんぐ～ばずにつく

/F■ ・‐
パ‐ニングエンジェル
6.700円 偶り)/ナグザット/Hu/.90。

12.フ /シューティング

2P同時プレイ可能なシューティング

ゲームざ2機が合体してパワーアップも

できる。オープニングやステージクリア

時にギャルのカッコイイビジュアルが入

る。難易度は意外と高い。

田
()3。 803。 503。 403.603。 4C)3.5(D21。 3

′trオレントソルジャー

6.400円 偶1)/アイ0ジー。エス/
Hu/.90。 12。 14/シューティング

このゲームで特徴的なのは、自機の前

方に装備さねている、くちばし状の武器

だ:これを開閉することによつてショッ

トの幅を自由に設定できるo

中
03。703.503。 203。 203。 503。 6③20。 7

囲       i
オブション画面 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、

オプション画面になる。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

るようになつている。

ハイグレネーダー

6,780円Gl)/日本テレネット/CD/
191。 4。 12/シミュレーション

舞台は近未来の地球。12人の司令官

をプレイヤーが指揮する軍に所属する部

隊に配置して、敵の無人兵器と戦う。し

かし、彼らにはそれぞれ得意分野があり、
その特性に合つた部隊を編成しないと、
能力を発揮できない。      

「
田    :  :
()3。 200.3(D31103.3GD3。 1く)3。 1(919。 1

囲
エンディングが見られる タイトル画面

で、「NEW CAMEJか 「LOAD
STAR司 にカーソルをあわせて、上、

セレクト、①、①を同時に押すと、エ

ンデイングが見られる。なお、セレク

ト、①、①を同時に押すと、ゲームオ

=バ
T時のビジュアルが見らねる。

ハイ′嘔―ウォーズ
6.800円偶1)/八 ドソン/SCD/.94.
11.5/シミユレァション
プレイヤ■が、ビ■ストと呼ばねる日

ボットを作成して、トァナメント戦に参

カロするシミュレーション。ゲームはトー

ナメント戦が主体だが、作成したビース

トで2人対戦ができる「ユーザーバトル」

モァドもある。

田
03.503.303。 303。 1(D3.303。 8③20.2

爆築 吉本新喜劇 今日はこ

れぐらいにしといたる!

6,800円偶り)/八 ドソン/SCD/。 94。

1。3/アクション

間舅平が主人公の横スクロールアクシ

ョン。ステージのところどころにはミニ
・

ゲームが用意され、吉本新喜劇おなじみ

のギャグの連発だ。

田       |
()3.703.O02,9CD3.202。 7()3.1018。 7

四
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曲日でも出演者の

警告が聴ける。

爆伝 アンバランスゾーン

フ0800円 偶1)/ソニー・ミュージック
エンタテインメント/SCD/。 94。 4。

22/ア ドベンチャー

ギャグと音楽をいつしょに味わうとい

つた感じのソフト.そのため、ナゾ解き

の要素があまりなく、サクサクとゲ‐ム

が進行する。ストーリーは、何ことにも :

無気力な少年が、音楽の力によつて世界

を救つていくもの。        .
呻
()2.902。 8C∋2。 5CD2。 802:902。 6(016.4

バザ■ルでござ=る0ゲ■ム

でござ―る  :
、ア・800円偶J)/NECホームエレクトロ
ニクス/SCD/'96。 7.26/パズル

NECのパソコン、PC‐98シリニズの

CMでおなじみのキャラ、バザールでこ

ざ―るがゲームに登場。ゲームは、ひた

すら歩くだけのこざ―るに、あらかじめ

複数ある動作の指示を指定して、うまく

ござ―るが指示どおり動いてトラツプを

突破すればクリアとなる。

中
04.203.203。 203.6③ 3。 803.9③ 22。 0:

バスティール
6.500円偶り)/ヒ ユーマン/CD/'90。
12。20/シミュレーション

血を分けた兄弟が、正規軍と革命軍に

分かれて戦う。戦闘シーンにアクション

要素を含んでいる。ストニリ
=を

楽しむ

シナリオモードのほかに、VSモードが

あり、2人で対戦することも可能。

中

9.204。 2031903。 9③4.103,9③ 24。 1

バスティール2
8,400円偶り)/ヒ ューマン/SCD/
。
94。7.8/シミュレーション    |

独裁者アガレスと、主人公ボイス・ナ

ックル率いるレジスタンスの戦い。ブレ

イヤーは、レジスタンスが搭乗する人型

兵器ムープクラッシヤーをユニットとし

て操作する。前作と違い、戦闘にアクシ

ョンの要素はない。

中     :
03。503。 403。 003。 4③ 3。 703。 1(920。 0

四
テストリレーム タイトル画面で、セレク

トと①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、ビジュ

アルが楽しめるテストルニム画面が出
:現する.上下で項目、左右で番号を選

び、①でスタートだ。

′tXテッド
ア.800円 (別 )/NECア ベニュー/
SCD/'94。 10.21/アクション

難しい謎や倒せない敵などのつまずく

場所がないので、スムーズなゲーム展開

を楽しむことができるアクション。通常

はRPCのようなフィール ド画面。戦闘

時はアクシヨン画面、そしてストァリー

はビジュアメレシーンで展開する。

田
04.303.303。 103。403。 403.4③ 20.9

田
おまけのかんづめ タイトル回口で、左、

左下、下、右下、右の順に押したあと

①と①を同時に押す。ここで声がした

ら、①と①とランを同時に押す。する

とビジユアルやミニグームが楽:しめる
「おまけのかんづめ」になる。 「

′:ステルL:me
7.200円偶1)/ナグザット/SCD/
。
92。 12。 18/ア ドベンチ十二

男性キャラがいつさい登場しない、美

少女ファンのツボを押さえた内容のデジ

タルコミック。ストァリァ1よ、フエアリ
ニスターの見習い魔法使しヽユウが、主人

公に “大人になる魔法"をかけてしまう

ところから始まる。

田
04。003。 403.203.403。 303.3⑬ 20。 5

バズニック
50900円 偶1)/タイトー/Hu/'90.6.
29/パズル

ブロックを移動させて、同じマークの

ものを縦、横に並べると消せる。面が進
むと移動する障害物も現ねる。すべての
ブロツクを消すと、面クリアとなり女の

子のグラフィックが表示される。

田
○…‐0■‐O■‐0,.‐ ③‐二‐② ‐̈③…‐

囲

平キ不パート百 _パ不7-ドで「NXB丁
4 PCB UKA A8 M36」 と入力すれ

|ボいい。



=ばするぼ―～ばつくらん

ステージセレタト パスワァド入力画面

で、「7SP KT WK:Bフ1 4QFUHJと

入力する。するとステー:ジセレクト回

面になつて、ノ■マルで256面の中か

らステージを選べるようになり、最初

からエキスパートモードも選べるよう

になる。

プロックのパターンを選べる 電源を入

れたら、セレクト、①、①を押し続け、

そのままタイトル画面になつたらラン

を押す。すると、19種類の中からブロ

ックを選べるようになる。

ィンベーダーの自機出現 レベル3の ト

4をクリアしたあとのパスワード画面

(宇自をバックにした女の子の画面)で
セレクトを押すと、『スペースインベー

ダーズ」の分家モードの自機が現ねる。

パズルボ出イ
6.400円 GJ)/日本テレネット/Hu/
・91.2.22/パ ズル

押すと動くブロックと、固定さねた回

転するプロック。この2つを操つて出口

を目指すパズルゲーム。トライアルモー

ドでは、マルチタップを使つた対戦プレ

イにカロえ、G丁での対戦プレイも楽しめ

る。

呻
()3。 403。 1∈)2。 903。 202.9C)2.6(D18。 0

バ チ 夫 くん 十 番 勝 負

7.900円偶り)/ココナッツジャバン/
Hu/'92.3.13/アダルト・パチンコ

バチ夫くんシリーズのPCエンジン版

2作目。前作ではマップ画面は上から見

下ろしの画面だつたが、今回は横から見

る形の画面に変更さねている。バチンコ

台の種類は全部で 17種類あり、5台打

ち止めにすると次の店に行ける。

田
03。603。 503。 403.5① 3.203。 2③20。 4

バチ夫くん 幻の伝説

120800円 偶J)/コ コナッツジャバン/
CD/191。4。 19/アダルト・パチンコ

前代未間のパチンココントローラ付き

で発売さねたこのゲーム。BCMの選曲

に軍艦マァチを盛り込んだり、出玉の音

を再現するなどtバチンコフ″ンにはた

まらないヽリアリズムを追求した作品に

なっている。

1斑ヨ歴肇割     :   :
04。004。103.003.8①3。 804。 O④22.7

四
バチンコ店を自由に選J3i コントローラ

を選ぶ画面で右、左、セレクト、右、

左、①の順に押してゲームを始めるぎ

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

バチ夫くんが車に乗うたら、車が店の

前に止まるまで①、①を押し続ける。

すると、方向キーでマツプ内を自由に

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、セープするか間

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

ロールしないこともある。

持ち玉が99999になる:まず自分の持

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|そこでいつたん:「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0になつて

いるが、1発打つと99999になつて

しまう。ただしこの技は、持ち玉が

99999を越えるとまた0に戻つてし

まうので、入賞しないように2000～
3000発ぐらい持ち玉を減らしておく

と い い 。

店の裏に行く 曖 と青春の旅立ち」店

で、入日の右側にある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。

バチ夫くん築う宇宙
7。900円偶J)/ココナッツジャバン/
SCD/'92。 12.22/アグルト。パチン

コ

システム面での大きな変更はないが、

「～笑う宇自』はアドベンチャーの要素

が強められた。そのため、ビジュアルが

大幅に増えている。涙あり、笑いあり、

パロディありとパチ夫くんが多彩な演出

を見せてくれる。    .
岬
()3。 603。 4(D3.102。7(D3.0()3.0()18.9

囲
ステージセレクト タイトル画面で上、

上、下、下、左、右、左、右、①、①

の順に押す。すると、ステージセレク

ト画面が現ねる。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1000JENの 持ち金が1万JENで

始まる。

バチ夫くん3バテス回&バ
チンコ
8,300円銅1)イココオツツジヤノヽン/
iSCD/194.4.15/ア ダルト・バチン

コ

宇自を舞台に活躍したバチ夫くん。今

回は、時間と空間を超えてのパチンコ勝

負に挑む。西部開拓史の時代や忍者のい

る日本など、8つのステージを旅するこ
とになるもまた、今回はシリーズ初のパ
チスロがカロわつた。    1

田 調

03.002。 902.602:7① 3。 002.4③ 16。 5

囲  :
ステージセレクト タイトル画面で上、

上、下、下、左、右、左、右、①,①
の順に押す。すると、ステージセレク

ト画面が出現する。こねは、上下でス

テージを選び、①でスタートする。さ

らにこのウルテクを使うと、通常は初

期状態で所持金が1000でアイテムな

しなのに対し、所持傘が10万、さら

にすべてのアイテムを50個ずつ持つ

た状態で、ゲームをスタートすること

ができる。

パツクランド :

50200円 偶1)/ナ ムコ/Hu/'89.6.

こ i:IIE言 ::::::[[::|
―ム中では、おなじみのキヤラたちが先

に進ませまいと邪魔をしてくる。童話の

ような画面が印象的。

呻       
・C4。303。 7C13.503.503.5② o.2G21。 7

幽
ゲームオブションズ タイトル画面で①

ボタンと①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、

もう一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‐

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

ドになる。

裏面にいける やり方は2つ。1つはゲ

ームをクリアして、エンディング画面

でスタートボタンを押す。もう1つは

前のグームオプションズ画面で、面セ

レクトにして方向キーの上を10回押

す。

無敵コマンド 前のゲームオブションズ

画面で、面セレクトにして方向キニの

下をloo回押す。「NOMISS」 の文字
が出たら成功。

空中ジャンプ? 山で足場に乗つたまま

谷底に落ちるとき、画面から足場が消

える瞬間にジャンプすると、足場がな

くてもジャンプする。

隠しキャラ パワニエサを取つてモンス :

ターを食べるときに5匹目をスァにす
ると、ラッキーパ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

ャンプして踏むと現ねるフラワーを出

現させたあと、小モンスタニを落とす

敵が、ギャラクシアン、プT力、ニャ

ムコのどねかを落とすことがある。こ

れらを取ると7650点入る。 :
7650ボニナス パワニエサを取つてモ

ンスターを査べ続けると、6直自で最

599



はつこいも～はにいいん

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

「KiSSiE」、「OSUG:.」、「YURI.」 のい

ずれかを入力すると、名前が光る。

帽子が浮く ラウンドクリアをして(パ
ッ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、ノヾ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
フ.800円偶1)/徳間書店インタニメデ

ィア/SCD/。 94◆4.28/シ ミュレー

ション

lヵ 月間で、初恋を実らせることがプ

レイヤーの目的。相手は小、中、高校生

の3つの時代から選択が可能。彼女に対

する自分の行動によつてステータスが変

化し、初恋の行方が変わるマルチエンデ

ィングになつている:

中

04。303。 703.603。 504。 003.9③ 23。 0

四
買い物でお金が増える 所持金をちょう

ど10万円にする。そして日曜日か祝

日に、店にいうて「お楽しみ袋」を買

う。すると、通常は減るはずの所持金

が、9万円以上増えてしまう。  1
途中で未来がわかる 写真を1綬以上入

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

ィングになつてしまう。

バットマン
6.500円 偶り)/サ ン電子/Hu/'90.
10.12/アクション

懐かしの面クリア型アクショングー

ム。画面にあるアイテムをすべて集める

とクリアになる。敵はバットラングで動

きを止めてから、体当たりをすると倒せ

る。シンプルな内容だが面白い。

中
()3.403.103.103.1()0.lC)3.1(010.9

ハットリス
4。 500円偶り)/テ ングン/Hu/'91.5`
24/パズル

『テトリス』考案者、パジトノフが作

つたパズル。プロックの代わりに帽子が

落ちてきて、それを5個以上重ねれば、

帽子が消えて得点になるというルール。

中
・                                  :

()3。 003。 103。 203。 4(D3.403。 1〈019。 1

酬
頭がハゲる ゲー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、髪の毛がチリチリになる。

そのチリチリ頭にまた炎を落とすと、

八ゲになる。

バトルロードランナー

5。800円偶り)/ハ ドソン/Hu/。93.2.=

10/アクション

|ノ :ズル要素を含んだアクショングー

ム。5人同時プレイの機能が追加された

バトリレモァドが用意されている。1人用

パズルモードも表50本、裏50本とボリ

ューム満点。マニアのためのエデイット

モードもある。

呻
(D3◆ 303:003.2礎 D3.5()3.6()3。 1()19。 7

囲
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t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「GE丁 OUT」 の

メッセージが表示されて、脱出用の八

シゴが出現する。

51面までのパスワード バスワ三ド天ヵ

画面で、下の表に示したパスワードを

入力すると、それぞ組の面をブレイす

ることができる。

61面のパスワード バスワード入力国自

で、「FF9」 または「FFR」 と入力する

と、61面をプレイすることができる。

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

らブレイすることができる。

はな

「

L―かだか:?

7.200円 偶り)/タイト■/Hu/。91.8.

9/シューティング

自機が天狗というちょつと変わつた横

スクロールシューティング。12個の封

印のカケラを集めるため、6つのワール

ドとサプステニジに入らなければならな

い。見つからなかつた封印のカケラの分

だけエンディングが削られてしまう。

田
04。 103.203。 003.6Q3.303。 6③20。 8

囲
ステージセレクト′ヾスワード バスワー

ド入力画面で、次ページ上の表にある

パスワードを入力すると、始めたいス

テージから好きなレベ

'レ

でプレイでき

る。

はにいいんざすかい
5.200円 Gl)/フ エイス/Hu/'89。 3.

1/シューティング

自機が八ニワの奇妙なシューティン

グ。最大の特徴は360度全方向に攻撃

可能なことだoパワーアップは、敵を倒

すと得られる霊力と交換によつて行うの

だ。

呻
04。203。603.303.503.604.O③ 22。 0

面 バスワード 面 パスワード

2 9WGXEHPE99 27 Z683S」 9F9F
3 FNYMG2U2E8 28 6NL6PRFQLH
4 3KL4FUP」 32 29 XYSG9VQ8EQ
5 3DGXUHHEQ9 30 38ИEFHGR2
6 FKYN9EFJEL 31 VL6SQ29QAV
7 VXEHttV99V2 32 V3SW2」JFFE

8 9MK9S3HU」 P 33 9ACXVHPPQR
9 LYCXEUQURJ 34 REHXUH3ERR
10 VTS7L8LU83 35 VYSG9ELP8G

RY8R5F」 U23 36 3NR6ARP29F
12 RX4U48」RLR 37 U5PWQ2JVVH
13 9NBEHJ83JU 38 9SGYP2HU9U
14 LY8BVU2H23 39 UXEC9U3」 H3
15 LYNXEPRUR3 40 ESWDQJFVPH
16 EDQ2YFEUA3 41 9S2YH2FA」 H
17 U6S」QRGVEA 42 3NL6P9EQQA
18 57XUEAAJG2 43 FCYS2283EF
19 TWWGRA8P89 黎 ESQJlⅣQUFPU
20 ZT8XVE」 PJJ 45 UZES」 Q338F
21 T7YHLPP」8L 46 UTS7RVQUVR
22 4XV4VER329 47 U6PUW39FVU
23 BZ5S」 L9LFU 48 R6N3NQGE2H
24 BBE8BU3」EC 49 FDQ7RVVEHC
25 6CLENQEQLH 50 : i3CR6P9ERRF
26 YWWGttUVH83 51 : FC9SC28LHA



はにいおん～ばらそるす

ステージ イニジーモード ノーマルモード 八=ドモード

1面 611434 612489 611966
2面 292155 292494 292568
3面 i 382027 381724 381742
4面 372578 371844 371761
5面 521223 521746 522177
6面 362267 361533 362074

囲
コンティニューが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、①、①、①、①、右、

左、右、左、右t左、右、左と押し、

音が鳴れば成功。これで、コンテイニ

ユーが16回になる。

いろいろバスワード タイトル画面でモ

ードを選ぶ画面にして①、①、右、左、

①
`①

、右、左tO、 ①t左、左、①、

①、右、右、①の順に押す。するとパ

スワード入力画面になる。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30万になる。

「みにくいよいろがなんだかへんです

よ」と入力すると、画面の色がメチャ

クチャになる。日ぎくんちのてれび1まい

まもしろくろだ」と入力すると、画面

が自黒になる。「あかきつねめんもうま

いしぐもうまい」と入力すると、画面

が4分割になる。「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1よ最低だが好きな面から始めらねる。

「これだけはしヽれてはいけぬみこどの

る」と入力すると、アイテムをすべて

持つている状態で好きな面から始める

ことができる。

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つた瞬間にランを
: 押してゲニムを始める。すると、ゲー

ムが始まる瞬間、はにいは弾に当たつ

たときの顔をしている。

最強バスワニド ノ:スワニド入力のウル

技を使い、「ふえいすの 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 らスタートする。

さらにステージ1～5にも空間移動で

きる。

はにい おんざろおど
.6.400円 (別)/フ ェイス/Hu/'90。 9。

7/アクション・
1

前作『はにい いんざ すかいJでも登
場した、はにいが活躍するアクショング
ーム。右スクロールする画面の申を、上

下左右に移動しながら進んでいく。設定

がいまいち理解できないゲーム。1 11

呻
()3.503.103.OG)3。 203.203.l⑬ 1930

'tラ
シンド●|ふ :|

7.000円 偶り)/日本物産/CD/91。
10。 25/アグルト0麻雀

このグームは、業務用からの移植の際

にエッチ度が控えめになつている。しか

し、その分ア:ドベンチャーの要素を採り

入れ、ゲーム性が増した。それ以外にも、

トーナメント戦、フリー対戦といつた要

素がカロわつている。

中
04.504.003.903。 7③4。203.8① 24。 1

囲
ビジュアルが見られる まずモード選択

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

ながら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祖る。

①を押すたびにビジュアルが切り替わ

り、エンディ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、日

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ばずに、メ

ニュァの一番上を選ぶ。扉の中の画面

に切り替わつたら、力T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

通のキャラなら、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 まず、電源を入ねてデモ

画面にし、デモ中にランを押して画面

を真つ暗にする。
:画

面が真つ暗になつ

たら①を押し続ける。すると、タイト

ル画面になるが(①を放さずに左を

20回押すとEASYモードになる。

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Jなどの、あらかじめ用意された

8つの名前のどれかに変更される。ま

た、「ちくびJなどのエッチな言葉を登

録すると、「まつくろ」という名前に変

更さねる。         1

バブルガムタラツシュ|

:ス200円 Glj)/ナグザット/Hu/'91。
12。6/ア ドベンチャー     =
ビデオアニメで好評だつた、「バブル

ガム」シリニズのゲ=ム化。女llD子4人

組の「ナイトセイバーズ」が、近未来を

舞台に悪と対決する。イベントには、ア

クシヨンやパズルなどの要素が多く盛り

込まねている。          1
田  f   .

()3。 103.2運動2.303。 003.3()3.2③ 19。 1

囲
リンナのシャワーシーンが見られる 第

2章のリンナの部屋で、リンナがシャ

ワールームに入つているときにtシ ャ

ワールームの扉にカーソルを合わせて、

L00K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、バスタオルで身を包んだ

リンナを見ることができる。

BABEL         i
6.980円 (別 )/日 本テレネット/
SCD/'928e27/RPG
独特の世界観を持つPCエンジンオリ

ジナルのRPG。 舞台となるのは人類初

のワープシステムが暴走したため時空の

歪みに閉じ込めらねた異世界BABEL。

科学とファンタジーが融合したストーリ :

―が展開する。

中

04.203.503.503.603.503.9022。 2

回
デバッグモード タイトル画面で左、①、

①、①、①、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

さねる。ここではヽビジユアルテスト、

ミュージックテストtサウンドテスト、

トークテストができるようになる。

速く歩ける 移動時に、①を押しながら

歩くと速く歩ける。

バックアップ整理画面 タイトル画面で

セレクトを押すと、バックアップ整理

画面が出る。その画面では、パックア

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ねる。

2大特報 タイトル画面で上を押しなが

ら①を押すと『PROJECT FJの特報

を見られる。タイトル画面で上を押し

ながら①を押すと『コズミック・フア

ンタジー3』 の特報を見られる。

バラソルスタ■

6.600円 Gり)/タイトー/Hu/。91。 2.

15/アクション

固定画面の面クリア型アクションゲー

ム。パラソルを使用し、画面内の敵を全

滅さ甘るとクリアとなる。パラソルは

様々な使用方法があり、そ揮らを使いこ

なせないとクリアは難しい。マルチタッ
プを持つている人はiぜひ2人用で。

l】 li:lli言 :] i:言 :ヨ             |:                       :                          

ヽ
         1,                   i                     :

()4.303。 403:503。 6()3。 5()3.4(D21.6

回
クレジットが99に ます。アイテムで

たまにしか出ない「虹の首飾り」を取
る。次に、そのステTジをクリアする :

と、クリアボーナスが10万円命貨に
なる。そしてさらに次のステージに進
む■、クレジッ・卜の数が99になつて:

しヽる。      1 1     ■ ,

601



ばらでぃおんばわ―いれ

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、ビッグアイテ

ムがもらえるb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つ増やす500円玉が手に入

る。人の紋章を集めると、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、

①を押しながらランを押すと、サウン

ドテストになる。

隠しフーズ 敵やしずくを投げると隠し

ファズが出現することがある。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。・

バラディオン

80800円 (別 )/パック・イン,ビデ
オ/SCD/'94.2。 25/シミュレーシ

ョン

パラデイオンと呼ばれる無人のロボッ

トにバーツを付けて、最強の戦闘メカの

製作を目指す。戦闘プログラムなどもオ

リジナルで作ることが可能だ。メカを組

み立てたあとは、オートバトルの格闘戦

で敵と対決する。

中
03。403.103。 l③3.4③3.603.5① 20。 1

バラノイア     ■
5。800円偶1)/ナグザット/Hu/。90。

'

3。 1/シユーテイング

独特の雰囲気が漂うシユーテイングゲ

ーム。サテライトと呼ばれるオプシヨン

を駆使して戦う。サテライトは、装備す

る位置を自由に変更可能で、敵に接触さ

せて攻撃も防御もできる。 :

呻
03。403.3緩 )3。 0運D3。 4()3.2()3。 3()19.5

四      .:

サゥンドテスト タイトル回自で①、①、
ランボタンを押しながら、セレクトボ

タンを押す。

裏面:こ行く タイトル画面で上、①、①、

ランを押しながらセレクトを押すと、

難易度の高い雲回に行くことができる。

′1リステイックス

6.900円偶J)/コ コナッツジャバン/
Hu/。 91。 12.13/ア クション

自分が操作するロボットから撃ち出さ

れる砲弾でボールを動かし、対戦相手の

ゴールにボァルを入れるというアクシヨ

ングーム。ルールはとても簡単で、相手

ゴールに決められたゴール数を先に入れ

たほうが勝ちになる。

田
(D2。 602.7()2.3()2。 6G)2。 6受)2。 6()15.3

パリバリ伝説

6.600円偶1)/タ イトー/Hu/.89。
11。29/スポーツ 0レース

人気コミックスのゲーム化。内容は純

粋なパイクレースゲーム。実在する16
のレース場を舞台に主人公がライバル達

と競いあう。細かいセッティングが可能

で、自分の走りに合わせらねる。

田
03.Ю3.103.103.503.503.2③19:7
1四
名前が変わる タイトル画面で左を押し

ながら①、①、①、①、①、①=ラ
ン

の順に押す。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

SACHiKO YAMANAになつている。

隠しゲーム 電源を入ねると出てくるメ

=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バスワード バスワード入力画面で

1「777778888888888888」 と入

力すると、ラウンド13のスウェ=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ふ

さがれているときに路肩を走ると、減

速せず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、

エンジンをビーキーにセッテイングし、

発進するときに、①と①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、こ

のままではすぐに転倒するので、・減速

しなけねばならなしヽ

′町レンバ

6.800円 偶1)/ナ ムコ/Hu/。90。4.

27/シューテイング

ナムコ初のPCエンジンオリジナルシ

ュ=テ ィング。360度に攻撃できるシ

ステムが新鮮だ。武器は4種類あり、そ

れぞね特徴的な攻撃ができるが、操作方

法が複雑なため難しい。

田
()3.903。 7∈∋3。 3選)2。 9罐)3。 6(D3。 9(921.2

四
コンティニユーコマンド ゲームオーバ

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。

′Uレカン乱射 バルカンを装備して、ラ

ンと①と①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T
.でもできるが、あまり役に立たない。

′1ロディウスだ:

9。800円 偶り)/コナミ/Hu/。 92.2。

21/シューテイング

他の機種でも人気のシユーテイングゲ

=ム
。システムは Fグラディウス』シ:リ

ーズを受け継ぎながら、背景やキヤラは

ユニァクで笑えるものになつているご特

に敵キャラはハデ八デなパフォーマンス

と多彩な攻撃でブレイヤーを楽しませつ

つ苦しめてくる。  :

呻
04。604.103。 404.2③ 4。 4②4。O⑬24.8

囲
パワ=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t上、上、下、

下、左、右、左、右、①,①の順に押

す。ポーズを解除すると、自機にシ=
リレドやオプションが付く。ただし、こ

のコマンドはゲームの難易度により使

える回数が決まつている。EASYモー

ドだと無制限に使え、NORMALモ ー

ドだとボスを倒すことに1回使用回数
が増え、日ARDモードだと1回も使え

ない。         ′

コンティニュ=増カロ タイトル画面で①
を連打するだけ。すると10回連lTす

ることにクレジットが1ずつ増え、最

大9まで増やすことができる。

残機が29機になる タイトル画面で、

左を押しながら①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機の状態になつている。

セミオートパワーアツプ オートパワー

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ツプを選ぶこと

ができる。

スピ‐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0抜け ツインピーはフォー

スフィールド、ベンギンはバリアを装
備していると、壁や地形などの障害物

に当たつてもミスにならないt

ステレオモード ①か①を押しながら電

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
5,800円 Gl)/八 ドソン/Hu/'91.6`

21/スポーツ・サッカー

ゴールキーパーの視点のPK戦が大迫

力のサッカーゲーム。モードは世界 12
カ国と戦うハドソンカップ、2人プレイ

できるVSモー ド、PK戦だけを楽しむ

PKモード、コンピユータの試合を見る

ウォツチモードの4つがある。

岬
03。300.203.403.503.503.2③ 20.1

酬
何回戦からでもできる ハドソンカップ

を選び、チ‐ムセレクト画面でセレク

トを押しながら、プレイしたいチーム

にカーソルを合わせて①を押すo①と



ばわ―げい～ばわ二り‐

セレクトを放さずに待ち、第1戦の表

示が出たら①だけ放す。そして方向キ

ーの上か下を押すと、第1戦から最終

戦まで選ぶことができる。ブレイした

い試合を決めたらヽ セレクトを放せば

試合が始まる。

フォーメーションの変更 画面上に

「KICK OFFJ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

ォーメーションを選ぶ画面に切り替わ

る。ここではポジションの変更もでき

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。 1

特殊パスワTド バスワァド入力画面で

下の表にあるパスワ■ドを入力すると、
:それそれの試合をプL/イできるように
なる。

ステージデモを見る タイトル画面で、

①と①を同時に押す。するとタイトル

画面をとばして、ステージデモが始ま

る。

パワーダイト
6,200円 (別 )/パ ック・イン・ビデ

オ/Hu/'91.8。 30/シューティング

横スクロールタイプ。このゲームはダ

メニジ制になつていて、ライフゲージが

0になると自機を1機失う。全6ステー

ジ構成で、ステニジクリアの時点で規定

の点を取つていると、プレイヤ=が昇進

し、特殊アイテムが供給される。

田
()2.5燿)2。 7(∋2。 8(D2。 8撻費2。 6()2。 4()15。7

パワーゴルフ
5,800円 C811)/八 ドソン//Hじ /′ '89.5。

25/スポーツ・ゴルフ

プレイモニドは3種類ある。ストロー

クプレイとマツチプレイ、そしてコンペ

テイッション。最大3人同時プレイ可能

だ。プレイキャラは男2人、女2人の中

から選択することができる。

中
03。603。 403.203.303。 703.3Э 20.4

囲
サウスポニにできる プレイヤーを選択

するときに、下を押しながら①を押す。

すると右打ちのプレイヤーがt左打ち
:になる。

パワーゴルフ2ゴルフアー

6,800円傍り)/八 ドソン/SCD/。 94。

3。4/スポーツ・ゴルフ

日本の実在の有名10コースをプレイ

することができる。ホールことには実写

取り込みのビジュアルシーンが入つてい

て、雰囲気をだしている。操作は簡単だ

が風向きや芝目を読むなど、頭を使う要

素がたくさんある。

呻
03。303。 003.303。 l③3。 603。 5020。7

パ ワ ー ス ポ ニ ツ

6.500円 偶り)/八 ドツン/Hu/'92.
10。 10/スポニツ

射撃、洋弓、フイールド、ボート、水

泳、 トラックの6競技 18種目のスポー

ツが、最大5人まで楽しめるゲーム。全

18種目を競うオリンピックモー ドと、

自由に種目を選んで練習できるトレーニ

ングモードがある。

田
:

()3。 403:3C)3:603:6罐 )3。 7く)3。 4()21。 0

囲  1
隠れ種目「 ???J トレーニングモー

ドのプレイヤーエントリーのときに、

名前を「???」 と登録しよう。する

と、イベントセレクト画面で、通常は

表示されていない「???」｀
という種

目がでている。ここを選ぶと400メー

トル八―ドルをプレイすることができ

るようになる。

バサロで泳げる 水泳のどの種目でもい

いので、スタートしたあと、どのボタ

ンも押さずにいよう。すると、水中に

潜つたままで泳ぎ続けるのだ。潜水中

のスピードは、普通に泳ぐより速い。

しかし、酸素の消耗が通常より激しい

ので、バサロからふつうの泳法へ切り

替えるタイミングが重要だ:このウル

テクはタァンしたあとにも活用するこ

とができる。

パワーテニス
6.500円 偶1)/八 ドソン/Hu/・93。

6。 25/スポーツ・テニス

シングルス、ダブルスモードのほか
に、1人用で、3年以内に世界ランキ
ング1位になるのが目標の「ウールド
ツアー」というモニドがあるよまた、

ステージ lP vs COM パスワード

第4戦 ブラジル   vs イングランド たかはじめいじんつう

第6戦 西 ドイツ   vs フランス はとそんそふとたたた

第8戦 コロンビア  VS i スペイン ばわあいれぶんそふと

第 12戦 ウリレグアイ  vs イタリア につぼんなんばあわん

第 14戦 アルゼンチン vs  コロンビア たかはじめいじんぼけ

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l・ vs イングランド ぱわあばわあさつかあ

最終戦 日本     vs ウルグアイ ばうわいねぶんしたしヽ・

1試合終わるたびにスポーツ三二=ス
:

が流れt試合結果がわかる。

田   1 :L i:

03.402。 9纏)3.2運動3。 5(D3。5()3.2(919.7=

四
ボールの落下地点がわかる タイトル画

面で、セレクトを押しながら①を押し

て好きなモードを決定する。こ粗でゲ

∵ムをスタートさせると、自分のコー

ト内に相手の打つたボールの落下地点

を示す旗が現ねる。        ,

パワ摯ドリフト
6,900円 偶1)/アスミック/Hu/'90.
4。 13/スポニツ◆レース

業務用で人気を博したゲームの移植

作。ジェットコニスターのようなコース

を猛スピードで走るのが魅力。スピード

感はあるものの、ゲーム自体は大味な感

じ。移植度はいいとはいえない。

中
03.603.3`Э 33203.303.603。 4020。 4

醒       :
コマンドいろいろ タイトル画面で方向

キーの右下、セレクト、①ボタンを押

しながらランボタンを押しご:ドライバ

ーセレクト画面でキヤラを選んで①ボ

タンを押すと、選んだキャラによつて

いろいろなコマンドができるようにな

る。マークを選ぶと無敵、ジェイソン

を選ぶと面セレクト、エリックを選ぶ

と画面が4分割に、ジェロニモを選ん

で①ボタンを押しながらスタートする

と音楽が鳴らない、エミリ=を選ぶと

サウンドセレクトになる。

自黒4分割画面 上の技を使つて4分割

画面を表示させているときに、①を押

すと自黒1画面になる。さらに①を押

すと自黒で4分割の画面になる。

コンティニュー ゲームオーバ
=画面で

①を押しながらランボタンを押すと、

ゲニムオニバニになつた面からプレイ

できる。            :
誰でもステージクリア タイトル画面でt

右下、セレクト、①を押しながら、ラ

ンを押す。次にルーシーを選択し、①

を押すと、3位以下でもステージクリ

アになる。

コンティニュー時にキャラを替える ゲ

ームオーバー後のデモ画面で、=使用し

たいキャラのデモが始まつたらランを
押す。そのあと、上の「コンティニュ

ー」の技を使うと、ランを押したとき

のキャラでコンティニューができる。

バワTリーグ
4,900円偶り)/八 ドソン/Hu/:88.6.
24/スポーツ・野球・

このゲームには5種類のモニドが用意
されている。まず、VSモニド、そして

オープンモすド(ペナントモードヽ ウォ

603
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沢 T W S C D G Bu 0 H F Br L

T 0135 ADE5 BF2B BE2B AOE5 317C
W 4●F6 50F6 60F6 70F6 0134 ADE4 AF28 AE2B AOE4 317D

S 2会F6 30F6 50F5 60F5 70F5 0133 ADE3・ DF28 DE2B AOE3 317A

C 20F5 30F5 40F5 ・60F4 70F4 0132F ADE2 CF2B DE2B AOE2 317B
‐D 2●F4 30F4 40F4 50F4 70F3 0131 ADEl FF2B FE2B AOEl 3178

G 2●F3 30F3 40F3 50F3 60F3 0130 ADEO iEF28 EE2B AOEO 3179

Btr 2AF2 3AF2 4AF2 5AF2 6AF2 7AF2

0 2BF2 3BF2 4BF2 i5BF2 6BF2 7BF2 `фF2F фE2F EOEυ 71'7◇

H 28F2 38F2 48F2 58F2 68F2 78F2 0539 EDEυ фE2C DOEυ 417◇

F
129F2

39F2 49F2 59F2 69F2 79F2 0630 DDE9 фF2C COEυ 517◇

Br 26F2 36F2 46F2 56F2 66F2 76F2 073υ CDEυ фF2D ●E20 217◇

L 27F2 37F2 47F2 57F2 67F2 77F2 003υ BDEυ ●F2A ●E2A BOEυ

「
b 20Fl 3会Fl 4会Fl 5会Fl 60Fl 70Fl 023υ i 19DEυ фF28 針 28 90Eυ 0・17

ッチモード、エディットモード。盛りだ

くさんな内容になつている。      ´

呻      |
()3。 903.403.603.3〔 )3。 6()3.5(勢21。 2

囲
全対戦バスワード ペナントモードの全

パスワードだ。上の表のOυф◇には、

その上に示した対応する文字と数字の

どれかを入れればいい.また、空欄は

何もしないで始めたときの対戦相手。

ヒュービーズ VSモ=ドのチームを選ぶ

ときに①、セレクト、ランを同時に押

すとヒユービーズと対戦できるように

なる。また、エデイットモードのチー

ムを選ぶときに、セレクトと①を同時

に押すと、ヒユービーズをエデイット

できる。さらに、VSモードのチームを

選ぶときに、セレクトを押しながら①

を押すと、ヒユニビーズを操作できる
1

のだ。

先攻、後攻を入れ替える VSモードかオ

=プンモードでチームを選んだあと、

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。
・
その

ときにユニフオームの色も入れ替わる。

ブッシュバント バントをするときに、

①をタイミングよく押す。すると通常

tよリボールに勢いのある(プッシユバ

ントができる。       ‐  1

ビッチャーの体力回復 ビッチヤーの体

力がなくなつてきたら、セレクトを押

してタイムをかけるoそこで①を押す

|と、スコアボニドの画面になる。この

あとプレイ画面に戻すと、ビツチ十二

の体力が回復している:   (
凶悪な魔球 ビツチヤーの打順になつた
| ら、代打を出す

`そ
の回の攻撃が終わ

:

Otrビッチャーを選択する画面で①こ
①を同時に押す。すると、いきなリピ

:ッ
チャーが投球し、ボールがマウンド

でくすぶり続けるので、リセットす:る

対応する文字と数字

●‐Aヾ B、 C、 D、 E、 FO‐ 6、 7、 8、 9、 A、 B

O‐8、 9、 A、 B、 C、 Dυ‐0、 1、 2、 3、 4、 5

しかなくなる。            |
走塁中に止まれる 走者が 1、 2異間に

いるときに、右上と①と①を押してい

ると(走者が止まる。また、2.3塁間、■

3、 本塁間にいるときは、それぞれ方 :

向キーを左上、左下に換えねばよい。
'

パワ甲リーグ
=

i5。800円偶1)/八 ドソン/HO/.8918。

8/スポーツ 。野球

好評だつた前作のデータを変更して、

新たなモードを追カロしたのがこのゲーム

だ。追加さねたモードはオールスターモ

ードとホームランモードの2種類。グラ

フィックもキレイになつた。

田
03.803。 603.803。 904.103,6③22=8

酬
隠れチーム 各モードことのチームセレ

クト画面で、セレクトボタンと①ボタ

ンを押しながら①ボタンを押すこ「■
ユービーズ」が、ランボタンと①ボタ

・
ンを押しながら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側がチームを選んヽ

: だ後で、①を押しながらカーソルを動

かすと同じチームを選択することがで

きる。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 守備をオートにするか

マニユアルにするかを選択するとき、

セレクトを押しながら方向キーを押す‐

1 と、ウォッチモードになる。  |
フォーク特訓モード ホームランモァド

.で、プレイヤー数と投球回数を設定す
rる

とき上を押しながら①を押すと,ビ
ッチャーはフォークしか投げてこない。

カープ特訓モード 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
| き右を押しながら①を押す。すると:`

|ビッチャーはカープしか投げてこない。

シュート特副モード 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、ビッチャーはシユートしか投げて

こない。      1
走塁中に止まれる 走者が 1、 2塁間に

いるときに、右上と①と①を押してい

ると、走者が止まる。また、2、 3塁間、

3、 本塁間にいるときは、そ祖ぞね方

向キーを左上、左下に代えればよい。

全対戦バスワード 右ページ上の表のパ

スワードを入力すると、ベナントモ=
ドで好きな試合ができる。  :

運投できる オールスターエディットで、

登録中の投手をすべてはずす。そして、

連投させたいビッチャーを登録し、ラ

ンでチームを換えて適当なビッチヤー

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ビッチ

ャーのチームを出し、EX:Tに力Tソル

を合わせて①を押す。すると、登録|
ているビッチヤーをまた登録できるよ

うになる。これを繰り返して作つたチ

ームで試合をすれば、いくらでも連投
:できる。|・

 1

パワーリ■グ皿
~5゛800円 Gり)/ノ ドヽソン/HJ/'90.8,

10/スポーツ 0野球

前作との最大の違いは4人まで同時プ

レイが可能になつたことだ。だから2人

がかりでコ:ン ピユT夕と戦うこともでき

る。そのほかにも球場数が3つに増えた

などパワーアップしている。

曲  ::il  :  :
03.'03。 503.8③ 3。 901。 0034③22.3

-1‐

      1   
‐

F'T喜書:言::ダTttgζ:鼻t暮
● がら①ボタンを押すと「ヒユービ■剰
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DRUMS G‐」ANS CARK WHOLES SttRAWS 丁YRES
第2試合 Hホ Fサ八八ホモ Jコ八サホF八〇 8」ホM八サ八4 9」ツN八ヒホG Mセ八サ八ヒ八モ NFツ N八サ八ラ

第3試合 Hホ M」八ヒツB 」クJJツ Gホ 5 8ヒホセホソ八リ 9」イセ八ネNム Mセコ8」ネJB Nセツソホソノヽヒ

第4試合 HホホロホNツH 」ク3へ3Nホ ノ 8ヒMホホマホ5 9Hイハ」ノNM Mセイフ」ネNリ Nシ3マツスJ0
第5試合 H力 NDNMコC 」り2D3ソホ4 8サNGホマツ八 98メ ENレレD MセモD」 ク3L NシツFニネ」F

第6試合 HCNLNセコル JリメK7ノ ツヽF 8ヒラロテFツ H 9リメLNHCO MセラFレ LNモ NシイMコ8Nミ

第7試合 HC7ノ NソセE Jリイサメ八二□ 8サラヒデMttG 9リイシNHメ L MソラマレHレ0 Nク コスロリN□

第8試合 HCラケ3セイラ 」リカセMJニノ 8ケカサヌリ7K 9AツヒCサCC Mキツシ」Jレ2 NケコヘFDNノ

第9試合 HCエクフサイB 」ルオセM□二L 8クオケ6ネ71 9エチテCヒ Cル MウエスJHC6 NノケナFD35
最終試合 HA5ネ 6」カル 」EスホNネ79 8シスノ6ケ7L 9工 lS」 ヒメ6 MテエヘNマC□ NノスネメD3ヒ

…

HB5リ レサカM JB5Eメ ノ73 8工5ル6セM7 9工5EH□ Mヒ Mチ5ENソ メネ Nチ 5り C97H
日米戦 : レB5リ レサカK □B5Eメ ノ71 リエ5ルレルロ5 ルエ5EH□ Mノ Fチ 5ENソメホ Gチ 5り C97H

Li丁ONS BUFFERS FIBERS BLADES HOPES OLIVERS
‐第2試合 KJGコハヒホム: L2ノ コヽホM八 リ 2ラGサホF八8 3EJコ八サ八フ 0ヌ八tナ八ヒノヽA 1ツ Fコ八サ八6
第3試合 KJラセ′ヽヒツ4 Lメ八Jホ Mホ K 2CG」ツNノ Fヽ 3E□ HホNホ 1 0ヌ コ8」ネJホ 1テ F」ノヽJノ ロヽ

第4試合 KN2ホ ノヽク3リ Lミ Jロホセツル 2Cソロニ八八A 3Dロ レツLN7 0テ Mル」クJリレ 1テセロ八ロホ0
第5試合 KLイ Fホ K7E LA2ヒホマツE 2A7ヒコJハル 3DコヒツL3K 0テマノNシ」ラ 1チツヒヒヒツB
第6試合 KLツ Mツ L□G LDコクNフ3G 2ANMコリJ5 3リイク3L7ミ 0チイケNへ」A 1チイクHネ3M
第7試合 KKツス3スロD LDイシNフア2 2工Nスロリレ」ル 3ミH83Kロメ 01イ M□ EJG 1チコスHケ32
第8試合 KK2へ3へ Gリレ LDメ ヒレフロN 2工JクGへNF 3ミ2へ3JHC 01コ八日EN2 11コフHセC6
第9試合 KDlナアクGF LDlツ CへGl 2卜8ケFE32 3ミ5ケ3サ6レ 091夕HDNK 11スクMHメ 3
最終試合 Kシ 1イ モ8Gl LD5マメクモ6 2トリノFレメ4 305ネ 7ホ6G 0ル 1ア HD3ム 1ムスマロHMミ

…

Kシ5GモリレG6 Lシ 5Fモ8モ八 2夕 5ル F□ Mリ 3夕5Gメマ6モ 0ル5DM97C 1メ レ5F□」M八
日米戦 Dシ 5GモリレG4 Eシ5GMルモノ メタ5リレF□ M6 モタ5Gメマ6ル ミリレ5DM97A ムル5F□」Mネ

が、ランボタンを押しながら①ボタン

を押すと「ジーサンズ」が出てくる。

最初から日本シリーズ ペナントモード
・

のニューゲームを選び、適当にチーム

を選ぶ。試合数も適当に決めてリセッ

トする。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t日本シリーズのス

ケジ三―ルが出る。

青い肌の選手ができる まず、エディッ

トモードのネームを選択する。ここで

カーソルを髪に合わせてセレクトを押

すと髪の色がビンクになり、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

るとき上を押しながら①を押す。する

と、ビッチャーはフォァクしか投げて

こない。1  :

カープ特訓モード 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
き右を押しながら①を押す。すると、
ビッチャーはカープしか投げてこない。

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、ビッチャーはシュートしか投げて

こない。       :
同チニム対戦 チーム選択画面で1 lP側
:が

先にチームを選ぶ。そして、2●側が

①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

対戦が可育日こなる。

パワーリーグ4
6.500円 偶り)/八 ドソン/Hu/'91.8。

9/スポーツ 0野球

人気シリーズの4作目。球場が全部で

6つに増えて、ナイタニでの試合をする

ことが可能になつた。また、守備だけで

なく走塁もオートモードを使えるように

なつた。システム的には前作までと大き

な変更点はない。

中
03.403。 103。 503。 7③3.703.O③ 20.4

酬
夕

:

隠れチーム オープン、ォールスター、

ウォッチ、ホームランのいずれかのモ

ードのチームセレクト画面で、ランを

押しながら①を押すとジーサンズが現

れる。またセレクトを押しながら①を

押すとヒュービーズが現れる。 `
いきなり日本シリーズ ペナントモニド

のニューゲームを選び、適当にチーム

を選ぶ。試合数も適当に決めてリセッ

トする。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、日本シリーズのス

ケジュニルが出る。ただし対戦相手は、
: 

必ずGJANSになる
`同じチ

=ム
で対戦 各モァドのチニムセ

レクト画面で、lP側がチームを選んだ

あと①を押しながらカーソルを動かす

と、同じチ■ムを選択できる。

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
ニユニスが始まつたら、何もせずに15
分ぐらい待つ。するとアナウンサーが

さまざまなポーズを取り、最後に寝て

しまう。

同チーム戦バスワード バスヮードの入

力画面で、次ページ上に示した表にあ
るパスワードを入力する。このあとゲ
ームを始めると、それぞれの同じチー

ム同士の対戦をプレイすることができ
る。         1

隠れ球場 オープン、オールスタニ、ウ

オッチ、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
らランを押すとBASE ISLAND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を押して方向キァ
でモードを選び、「WATCH MODE」
を選ぶと、オトイレ0モ ードになる。

″ヾ ワー リー グ 5
6.800円 偶り)/八 ドソン/Hu/。92。 8.

7/スポーッ・野球
シリーズ5作目、今回は選手・球団と

もに実名で登場する。球場も12球団に
1つずつ用意さね、各球場を転戦してい
ぐ。・前作までのフつのモニドにオニトモ

Tドも加わり、初めてブレイする人にも



ばわ一リーんび―し―げ

対戦チーム ノ〔スワード

CvsC 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 ve s 8スススヌ ヌヌヌヌヌ ヌヌツ

G vS G オオオオオ オオオオオ オオオ

WvsW メママママ ママスママ マママ

TVST Kメクケケ ククククク ククク

L vs L 2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

FVSF シホホホホ ホホホホホ ホホホ

HvsH カエアアエ エエエエエ エエエ

O vs O イララララ ラララララ ラオオ

扱いやすくなつている。

中        i
03.603.2C13.503。 9③3.9④ 3.l⑬21.1

酬
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
=ビ

∵ズ」が、ランを押

しながら①を押すと「ジTサンズ」が

選択できる。

塁間で止まれる 1,2黒間、203塁間

ならば①を押しながら右上と①を、3
塁 0ホーム間ならば①を押しながら左

上と①を押せばいい。普通なら勝手に

進塁してしまうランナーを、ボタンを

押し続けている間だけ止めておける。

同じチームで対戦 チームセレクトの1と

きに、lP側がチームを選んだあとで、ヽr

①を押しながらカーソルを動かすと、
`

同じチ‐ムを選ぶことができるo

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。

ァナゥンサニが寝る 試合終了後のスポ
ーツニユースで何もせずに待つている

と、アナウンサーの落ち着きがなくな

り、最後には寝てしまう。

パワ“リニグ・93
6,800円 偶1)/八 ドソン/Hu/。 93.

10。 15/スポーツ・野球

『パワーリーグJシリーズ第6弾。球

団名も選手名もすべて実名が用いら組t

グラフイツクの細かさとあいまうて、リ

アルさを増している。ペナントモードや

オープンモ
=ド

に加えてエデイットモデ

ドもある。        1
呻
03.303。 lCi3。403.803.802.9G20。 3

酬       :
隠れチーム チーム選択時にセレクトを

押しながら①を押す。すると「ヒユー

ビーズ」が現ねる。同様にランを押し

ながら①を押すと「ジーサンズ」が現

ねる。

隠れスタジアム スタジアムセレクト画

面でセレクトを押しながらランを押す

と、隠ねスタジアムの「トイスタジア

ム」が現ねる。

同チーム対戦 チームセレクト時に①を

押しながら力=ソルを動かす。すると、
lP側と2P側のカーツルを同

=チ=ム
で重ねることができ、同チTム対戦に

なる。

塁間で走者をとめる 1塁走者、2尋

=者は右上と1と 2、 3塁走者は左上と①

と①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 1、 2塁の2塁走者

は左上と①と①、走者2、 3塁か、満

塁の3塁走者は左下と①と①を押す。

ただし、打者走者、または2人以上の

走者を同時にはとめられない。

アナウンサーが寝る 試合終了後のスポ

■ツニュースで、ニユース画面のまま

何も操作しないでいると、アナウンサ

ーが眠る。

PC臥
50800円鰐1)/八 ドソン/HI/.89「

12。 15/ア クシヨン

原始時代が舞台のコミカルアクショ̀ン

グーム。主人公の唯―の攻撃方法である、

頭つきをしながら進んでいく。また、ゲ

ーム中で出てくる肉を3つ食べると表情

が変化し、一定時間無敵になる。

呻
04.503.603。 5③3.903.803.9③ 23。 2

田
天丼裏に入れる 1面ですてごおかの口

に入つたら、左を押しながら①を連打

する。すると、天丼に入り込める。

PC臥 2
5。800円 偶1)/八 ドソン/Hu/。91。 7.

19/ア クション

強烈な個性と石頭を持つ原人が帰つて

きた。前作のシステムはそのまま継承さ

れているが、進化したキヤラクタことに

特殊な攻撃ができるなどの点がパワーア

ップしている。

田
04。303.703海 03。9③4。 O④3.9③23。 6

四      |
=ボ=ナスゲームモード モードセレクト

画面で①とランを同時に押す。すると、

ポーナスゲームモードになり、8つの

ボーナスステージをチョイスできるよ

うになる。また、カーソルをE刈丁に合

わせて①とランを同時に押すと、PC
原人の絵描き歌が始まる。    1

ポーズ表示を消す ブレイ中にポーズを

かけたら、①と①を押しながらセレク

トを押す。すると画面上の「ちょつと

ひとやすみ」の表示が消える。

PC臥 3
7.200円 偶J)/八 ドソン/Hu/'o3.4。

2/アクション          :
シリーズ第3弾は縦横スクロールのア

クションで、2人同時プレイが可能。今

回は美人、噴人、力二原人に変身できる

ようになつた。原人の宿敵であるキング

タマゴドン3世が復活して、じきじきに

原人を倒しにくる。

田
04。303.6C13。6⑬3.904。 O②3.8⑬23.3

四
デバッグモード モードセレクト画面で、

カーソルを「ふたりであそぶ」に合わ

せて、左下と①と①を押しながらラン
を押す。するとラウンドセレクトや、

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

人のジヤンプカを高めたり、移動速度

を速くしたり、ゲーム中の音楽を聴い
たりすることもできる。

無敵モード 上のデバッグモードの画面

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 パッドを1つだけ

接続している状態で2Pブレイを始め

るとt原人とサブ原人が同時に操作で

きる。

昧方がワープ 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ト

を押すと、画面内の味方のそばにワー

プできる。

PC原人シリニズ

'C電
人

6.500円偶1)/ハ ドソン/Hu/'92.
11.20/シューテイング

『PC原人』シリーズ第3弾。主人公

「ゲンヘット」は、頭の中のオプション

を使つた攻撃、特徴のある10人の仲間

と合体しての攻撃、ため撃ちによる攻撃

年、変化に富んだ多彩な攻警ができる。

またt敵の攻撃も多彩である。」
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呻
04。403.703。 9・Э4.0.Э 3.903.8023.7

囲
サウンドテスト ①、①、セレクトを押

したまま電源を入れると、サウンドセ

レクトの画面が現ね、ゲーム中の音楽

と効果音を自由に選んで聴けるように

なる。

超げきからモード コンフイ:グ甲面で、
右を押しな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。

日E BALL
5.200円 偶り)/八 ドソン/Hu/'90。 3.

30/パズル eァクション

各面にある4つのボニルを、押したり

引つ張つたりしながら、同じ色のプレー

ト上に戻すというゲーム。邪魔する敵に

ボールをぶつけて倒して進む。壁はボー

ルを2回ぶつけねば破壊できる。

田
Oa903。 10o.503.50o。 603。 6⑥21。 3

酬
面セレクト パスワードを「677261」

と入力してスタートすると、エリア5
のラウンド50になる。このとき方向

キーの上下で面セレクトができるよう

になる。

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、全部のポニルが金色にな
る.しかし:実際にはボールの色はそ

れぞれ違つているので難しいふ

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つてしまつても、

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つてしまう。

乱入できる マルチタップを接続し、lP
がプレイ中に2Pパッドの①を押しな

がら、lPパ ッドのランを押すと、2P
が乱入できる。

カヅバ死の踊り 敵キャラのカッパはボ
∵ルに乗つて踊りだすが、1分ぐらい

放つておくと、踊り疲れて死んでしま

う。

スペシャルボーナス 残リタイム表示が

青いうちに、敵を1匹も倒さずにクリ
:

アすると、1万点ボーナスが入リダイ

ヤを5つもらえる。

P・ 47
5,200円偶り/=イコム/甲 u/・09.0.:
20/シューテイング

自機はP。 47という実在した戦闘機

だ。ゲームはシンプルで、淡々と進んで

いき、ステージの最後にはボスが登場す

る。背景は派手ではないものの非常に美

しい。難易度は普通だ。

中
03。503。 303.403.6Э3.603.3020。 7

囲
面セレクト 「PUSH RUN BU¬ ЮN」

と表示されている間に①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。

コンティニューが8回 ①ボタンとセレ

クトボタンを押しながら電源を入ねる。

そのまま押し続けていると画面右から
へりが5機出てくるので、そのときに

セレクトボタンだけを離し①ボタンを

押しながらランボタンを押す。成功す

るとコンティニュニが8回できるL

建物をすり抜ける 自機が地面にぶつか

る手前のギリギリのところにいねば、

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、何もな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6

ビクトリーラン

4.500円偶1)/八 ドソン/HU/.87.
12。 28/スポーツ。レース

昔のゲームだが操作性やスピード感は

共に抜群。各パーツヘの耐久力の振り分

けや、4速ギアなど本格的な作りになつ

ている。地形のアップダウンなどもスム

ーズな動きを再現している。    :
中
()2。 802。 9(∋2.5曜)2.6選 )2.4貶)2.4(D15。 5

四
デモを操作する デモ走行中に①を押す

と、ブレーキランプが点灯する。また、

車が転倒してぃるときに方向キーを押
していると、ギヤを換えるときの音が

鳴る。

業少女戦士セーラ中ム■ン

8。800円側 )/バンプレスト/sCD/
。
94.8。 5/ア ドベンチャー

同名のTVアニメのサブストーリーに

あたるオリジナルシナリオで展開するデ

ジタルコミック。5人のセーラー服美少

女戦士の中から1人を選ぶと、それによ

り会話やシナリオが少しだけ変わる。

中

04.303。 703。203。 603.4② 3:2①21.3

囲
サ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回まわす。このとき、音が
したら成功。5人のセーラー戦士の変

身シーンと必殺技シーンのビジュアル

が1人ずつ流れたあと、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、エンディング画面を

見られるも

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回まわ

す。ここで音がしたら成功。ゲーム中、

セリフをしゃべつている場面で①を押

すと、セリフをとばすことができるよ

うになる。

美少女戦士セーラームーン

Oo:lection
80800円 偶り)/バンプレスト/SCD/
.94。 11.25/その他・バラエテイ

セーラー戦士のミニゲームで遊び、彼

女たちのビジュアメレをコレクションして

いく。モニドは全部で5う。ビジュアル

はセーラァ戦±1人につき約20点、全

部で 100点以上も収録さね、ファンに

はたまらない作品になっている: ・

岬
04.5031803。 603.703。 904.0023.5

酬
全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

てを見らねるようにする」を選ぶと、

全部のビジュアルシーンが見らねるよ

うになる。

ビジランテ

6,300円 偶り)/アイレム/Hu/389。 1,

14/アクション

『スパルタンX』 の流ねをくんだ、本

格的なアクショングーム。さまざまな技

を繰り出しながら、恋人マドンナを救い

出す。敵から奪うことで、ヌンチャク攻

撃も可能。背景も美しい。

中
()3.603.4縫92.7縫D3.2爆)3.5()2。 9(D19。 3

酬
勝手にやられるザコ どめ面でもいいの
でボスを倒したら、すぐにクリアせず

少し戻つてザコキャラを連ねてくる。

そして面をクリアすると、倒してもい

ないザコキャラが勝手にやられる。

タイム0でもミスにならない タイムが

0になる直前、自キャラをしゃがませ

る。する■タィムがなくてもミスにな
らず、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
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間にミスになつてしまう。      
｀

飛装騎兵カイザード
・

60200円 (鵬/日本コンピユータシス

テム/Hu/。90.2.23/シミユレーシ

ョン

近未来を舞台としたSFシミュレーシ

ョン。7人の個性的なキヤラとユニット

を使いながら、
・
宇自からの侵略者を倒す

のが目的。アニメの雰囲気が満載で、キ

ャラたちとの会話が楽しい。

中
()3。 703.303.403。 603.7()3◆ 6選)21.3

囲
無敵コマンドi自軍の番になうたら、ラ

ン、セレクト、①、上、セレクト、下、

①、左、セレクト、右、①、セレクト、

ランと押して音が鳴ねば成功。

勝手にシナリオをクリア 自分の操作す

る番になつたらラン、セレクト、①、

右、セレクト1左、①、下、セレクト、

上、①、セレクト、ランの順に押す。

音が鳴ねば成功で、シナリオがクリア

される。

無敵モードを解除 上の無敵コマンドを1

使つているときに、ラン、上、下、左、

右、ランの順に押すと、無敵状態を解

除できる。            .
特殊バスワード バスワァド入力画面で

「C566875B08AA 5DC7 5560J
と入力すると、経験値がMAXで SER
Dがすべてそろつた状態でシナリオ 1

から、「2564875B08AA 5DC7
54DF」 と入力するとt全ユニットと

:

も最高レベルで最終面から、ゲニムを

始めらねる。

エンディングが見られる パスワ下ド入

力画面で「2564875B08AA 5D
C755DE」 と入力すると:エンディ

ングが始まる。

ビックリマン大事界

4.980円偶1)/ノ ドヽソン/CD/'88.
12.23/その他・データベース

ビックリマンのキャラデータがつまつ

たゲーム。ノーマルキャラはいつでも見

ることができるが、そ組以外のキャラは

ビックリマンに関するクイズに答えない

と見られない。クイズによってデータを

広げていくのだ。

田
o… _o_=三o二 _o.‐ ‐Q¨‐②¨‐③―‐

"怒りの案内キャラ 時空マップ画面で何

もしないと、案内キャラが怒りだし、

最後にはオープニングに戻さねる。

スタッフ紹介 一度ゲニムをクリアして

から、パスワード入力口向で「STAFF」

と入力すると、スタッフ紹介が始まる。

未来や過去が見られる ゲームを最後ま

でクリアする。またゲームを始め、キ

ャラクタの顔に力…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ねば、その姿を

見ることができる。

ビックリマンワーJレ ド
4.500円 (別)/八 ドソン/Hu/'87.
10.30/アクション

RPC要素を含んだアクショングーム。

業務用の『モンスターランドJのキャラ

を変更したものだ。内容的には大きな変

更点はない。目的は最終面にいる悪の権

化、ブラックゼウスを倒すこと。

田
03。703。 303.303.3C｀ 3.402.7③ 19。 8

酬
キモチイイ音 散を倒したときコインが

出たら、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Jが聴こえる。

聖蝶士の飲み屋 マーム砂漠の落とし穴

に落ちると、カ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

蝶士の飲み屋に行つてしまうぎ

:まだしが好き クツを買わずにゲームを

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 日まだしのほう

がすきなのに」という。

ヒット・ ジ・ アイス

6,800円 偶J)/タイトー/Hu/'91.9.
20/スポーツ 。アイスホッケ,
業務用から移植されたアイスホツケー

のゲーム。パックの奪い合いなどで選手

同士が喧嘩を始めることがあり、5回負

けると退場だ。モードは対戦プレイ、チ

ャンピオンシップ、ショジトレースの3
つ。

岬
()3.303.003.203。 3C)3。 503.5(919。 9

秘
=伝

説タリスの冒険 |
6.800円 偶1)/パ ツク・イン・ビデ

オ/CD/'91.12.13/ア クション

うるし原智志さんがキャラデザインを

担当。行方不明になつた父を捜すため、

主人公クリスが古代インディオ文明の謎

に追る冒険アクションだ。制限時間内に

ステージをクリアしなければならない。

中
()3。 302.803.3健 ∋3。 3()3.1く )3.1()19。 0

秘 密 の 花 園

7.800円偶り)/徳間書店インターメデ

ィア/SCD/。93.12.10/ア ドベン

チや二

パソコン版からの移植作品。ストーリ

ーは、主人公が通う花乃園高校で起こつ

た殺人事件を調査するという内容。ゲT
ム中、3人のパートナーのなかから1人

を選択。パー トナー:ごより展開が変わる。

田       :
()4.403.303.5G∋ 3。 6()3.6《 )3.3(921。 7

四
薔告HH 旧システムカードでこのグー

ムを起動すると、地味な警告画面を見

らねる。

百物語 ほんとにあつた怖い

話
6.800円Gl)/八 ドソン/SCD/95。

18。4/その他・デジタルノベル

朝日ソノラマから,刊行さねてしYる 、

日まんとにあつた怖い話」に投稿された、

読者の恐怖体験を集めた怪談集。怪談の

ほかにも、心露現象マップや、稲川淳二

が恐怖体験を語る、スペシャルストーリ
ニが10話用意されている。

田
()3。 203。 903.4縫諄3.4GD3.5()3.8()21。 0

四
第百―話が出現 全百話を見たあとの

ろうそくの画面で、「本当に消します

か ?」 という問いに対して「はい」と

答える。すると、ランダムで第百=話
が始まる。

ヒュ“マンスポーツ フェス

テイ′枷レ
5。900円 (別)/ヒ ユーマン/SCD/
・92.2.28/ス ポーツ

1つのソフトにゴルフとサッカー、女

子テニスのゲームが入つていて、得した

気分になれるぞ。ゴルフには4つのモー

ドがあり、レッスンモードではホールの

練習ができる。成績を伸ばしたいときに

使うといいだろう。

田
03。603。 704.404。 004。 1()3.4③23.2

田
テニスでいきなリエンディング テニス

のワールドツアーを選び、プレイヤー

セレクトの画面にする。この画面で、

セレクト、ラン、①を押し続ける
`トーナメント表の画面になつてもボタン

を放さずに、①を押すとエンディング
:が見らねる。

ゴルフでオートブレイができる ゴルフ

のタイトル画面でセレクト、左、右、

左、右、上、下、上、下、①、①、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なり、コンピユー

タの思考を設定できる。     |
′ヽスコードでいろいろ遊ぼう サッカー

のパスコード入力国口で、各モードに

対応したバスコ=ドを入力するだけ。

右ページ上の表から好きなモードのパ

スコードを選んで入力すると、サウン

ドルームなどが楽しめる。

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、
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COM VS COM lP&2P VS 3P

右下、上(左下、右、左下、右上、右下、
下        ↓

サウンドルーム lP&2P VS 3P&4P

上、右下、左下、右上、右上、左下、
=右

、
右             ‐

VS COM PK戦 lP VS COM(BEL VS FRC)

上、左、左下、右、右、右上、右、右 左、上、右下、下、左上、右上、右、左

対戦 PK戦

右下、左、右、右下、右下、右、右上、
左

lP VS COM(FRG VS ARC)

右下、上、左下、左、下、右、右、左

1‐P&2P VS COM いきなリエンディング

右下、右、左上、右上、上、右、右下、
左

右、上、下、上、下t①、①、ランの

順に押し、マッチモー ドの lP VS
COMを選ぶ。すると隠れキャラのゴッ

ドバームと対戦することができる。

ゴルフのエンディングが見られる ゴル

フのタイトル画面で、セレクト、左、

右、左、右、上、下、上、下、①、上、

ランの順に押すと、簡単にエンディン

グが見られる。

卜,ナメントで敵が強くなる ゴルフの

タイトル画面で、セレクト、左、右、

左、右、上、下、上、下、①、左、ラ

ンの順に押し、 トーナメントモ=ドを

選ぶと、敵プレイヤニたちが強くなる。

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①を押しながら

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5P
パツド、つないでいない場合は通常の

lPノ !ッ ドの①を押しながら①を押す。

すると、 トレーニングモードの画面に

なり練習ができる。

ビルダーランド
6。800円 (別 )/マイクロワールド/
SCD/。 92.4。 1/パズル

ー度前に進むと、うしろに下がれない

主人公メルバを操作。プロックや階段な

どのアイテムを利用して、障害物や敵を

かわしていく。.各ステ=ジにはボスキャ

ラが待ち構える。これら難関をくぐり抜

けて、妻を助けよう。

田
03.103.203.103.102.53。 7③ 18.6

・
ふ

フアージアスの邪皇帝
7.500円 (別)/ヒ ューマン/SCD/

。92.8.29/RPG
緻密に設定さねた世界フアージアスを

舞台に壮大なビジユアルストーリーが展

開するRPC。 ファージアスを戦乱に巻

き込んだ邪皇帝に立ちむかうため、巫女

アテイマは神々の創造した戦士ディメオ

ラを復活させる。

呻
04。304。 003。 503。 703.903。 8③23.1

四
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。12回目からは
「効果がなかったJと表示されるが、実
際にはしつかりと効果が表ねていて攻
撃力が大幅にアップしている。

ビジュアルテストモード まず、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。
次にメーカーロゴの文字が現れ始めた
ら、上、下、右、左、①、①、セレク
トを、順番は関係なくそれぞれ1回ず
つ押したあと、ランを押す。ここまで

のコマンドをメーカーロゴが自くなる
前に入力しなければならない。成功す
ると、ビジュアルテストモァドになる。

武器強化&増殖 基械ギルドで「強化」
して、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
が足りないと表示されても①を押す
と、強化前の武器が残つているのに強
化後の武器も手に入る。

フアイテイングストリ■ト
5。 980円 偶1)/八 ドソン/CD/'88。
12。4/アクション

格闘アクションブームの草分け的存

在、業務用『ストリートファイター』の

移植。あの「ストΠJの前身だ。リュウ、

ケンの2人のキャラと波動拳、昇龍拳、

竜巻旋風脚の必殺技はこの作品で確立さ

れていた。

中
04.404:604。 000.4③ 4.3の3.8③24。 4

囲       :
ほとんど無敵:敵と戦うときにランを連

打し、連続でポニズをかけ続けねばt

敵はプレイヤ■を攻撃できなくなる。

また、同時に①か①を連打していれ|よ

ときどき敵にダメージを与えら祖るの

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「。SD」 と入力

する。そしてタイトル回回で、左、①、

①を押しながらセレクトを押すと、ク

レジットがアに増え、普通に始めると

面セレクトの画面になる。このときに

4回続けてエンディングを見ると、真

のエンディングも見ることができる。

また、ゲームを始めてセレクトと敵の

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、セレクト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

プなどで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

もクレジットが残つていれば、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側だけにパッドを接続してお

く。そしてランを押せば、KENを使つ

てプレイできる。

タイムアップで勝つ ゲームを始めたら:

敵にほんの少しだけダメージを与える。

そして、敵と逆側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。

特殊な名前 八イスコアの入力画面で

「.HU」 と入力し、壁を壊すデモ国自で

左と①と①を同時に押すと、クレジッ

トが7に増える。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。

瓦割りでバーフェクト 瓦、
・
ブロツク割

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
を押しつばなしにすると、パーフェク

トを取れる。

ブーイングの嵐 瓦、ブロック害Jり のボ
ーナスステァジで、 11枚も割らないか

タイムオーバ_になると、‐ブァイング

が起こる。

幻の必殺技 板割りのボーナスステージ

で、必殺技のコマンドを入力すると、
:技

の声だけが聞こえる。

2人同時操作 パッドが 1つだけの状態

でVSモ■ドを始めると、リユウとケ
ンを1つのパッドで同時に操作できる:

フ アイ テ イ ン グ ラ ン

6.900円 偶1)/日 本物産/Hu/.91.
11.29/ア クション
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さまざまな仕掛けがほどこされたコー

スを走行しながら、相手のロボウトが戦

闘不能になるまで戦い続けるアクシヨン

グーム
`1ブ

レイヤー、VS、 エデイツ

ト、トーナメントの4種類のモードを楽

しむことができる。

呻
()3。 103。 203.2GD3.0(D3.0()3。 2(D18。6

囲
サウンドルーム まず電源を入ね、メー

カーのロゴ画面で、左、①を押し続け

る。タイトル画面になつてもボタンを

放さずに、①を押すとサウンドル=ム
の回向になり、好きな曲が聴ける。

画面が黒くなる エデイットモードで、

「かたさ」に「000」 と入力してスタ

ートする。すると、画面が黒1色にな

り、リセットする以外、何もできなく

なる。

ファイナルゾーンE
6.780円偶1)/日 本テレネット/CD/
'90.3.23/ア クシヨン

5人のキヤラのうちからひとりを選択。

近未来を舞台に新世代パワード・スーツ

に身を包んで戦う。敵となるの|さ天才科

学者アレフ:ロイマン率いる秘密組織
ZODS。 5人のキヤラはそれぞね武装が

違つている。

Ⅲ 調

03。503。 703.203。 2④ 3.403.3③ 20。 3

フアイナルソルジヤー
‐

6:500円偶1)/八 ドソン/HU/。91.ア .

5/シューティング      :
縦スクロールタイプ。制限時間がなく、

全7面構成で各ステージのボスキヤラを

倒すことが目的のノTマルモードとヽそ

れぞね決められた時間内に何点取ねるか

を競う、2分モードと5分モードの3つ

のモードが楽しめる。

中
03,303。 703。 6⑬3.O③3,803.O① 21。 3

m
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、左、左、①、1右、

右、①、上、下、上、下の順に押す。

そこで画面中央に数字が出ねば成功
`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0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。

ミユージツクテスト タイトル画面で

SET‐UPを選び、左、左、①、右、右、

①、上、下、_上、下の順に押す,する

と画面がミニージックモードに切り替

わる。

タテ長画面モード まずタイトル画面で

ノーマルモードを選び、左、左、①、

右、右、①、上、下、上、下の順に押

す。さらにそこで左、左、①、右、右、

①、上、下、上、下の順に押す。そし

て、ゲームを始めたらリセットする。

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、1

右、右、①、上、下、上、下の順に押

す。するとバックアップ内のスコアが

すべてクリアさね、0になる6

フアイナルプラスター

6.800円 偶J)./ナムコ/Hり /'90。 9。

28/シューテイング

PCエンジンのオリジナル。設定は業

務用の「ボスコニアン」の完結編となつ

ているが、内容は別物。派手なパワーア

ップと固いボスがウリの縦スクロニルシ

ュニティングゲーム。

呻
(D3。 803.8獲∋3.3健)3。 6罐D3:7()3.6()21。 7

11'lllllllill.

サウンドセレクト タイトル画面で下、

①、①、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トの画面

に切り替わる。

自機が引つくり返る 自機がやらねた瞬

間にタイミングよくポTズをかけると、

自機が引つくり返つている。

ファイナJレマッチテニス  :
5。700円偶J)/ヒ ユーマン/Hu/'91.
3。 1/スポーツ・テニス

マニアックなスポーツゲーム。グーム

モードはワールドツアー、トレーニング、

エキシビジョンの3つ。特に、エキジビ

ションモードのプレイモードは豊富で、

9パターンも選択できる,

田
()3。 4Ct3。 0〔熟3.6嵯熟3.9(〕 4.0()3.3(≫ 21.1

四

イじ魔寵轟}T百8F廷
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t数が大きいほどコンピユー

タは強くなる。

サニプが100%入る まず、サープを打

つまえに、連射スイッチをオンにして

おく。そして①を押せば、必ずサーブ

が入る。

フアイナJレラップツイン
6.200円 偶1)/ナ ムコ/Hu/。 89。 7.

7/スポーツ・レース

このゲームには、コンピユ=夕と対戦

するlPモ=ドと2人向時プレイ可能な

2Pモード、。そしてもう1つクエストモ

ードがある。クエストモードでは、ロー

ルプレイングゲームが楽しめる。

田        |
03。803。 803.803。 904。 003.8① 23。 0

囲 :

最強バスワード バスワード入力画面で

「あつああべこば たベベねどせづ た

あああああう 1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

シンでブレイできる。

負けて稼ぐ 敵にわざと負けて、お姉さ :

んから300パールもらう。こねを繰り

返すとお金をかせげる。

看板をすり抜ける フアイナルラップの

ゴールのときに、チエック看板に突う

込むとすり抜けていく。

コ…ス屋のサービス コース屋でバッテ

リーを使つてコース屋を出ても、実際

にバッテリーは減つていない。

BCMを消せる レース中にセレクトを押

すと、BCMが消える。もう=度セレク
: 卜を押すと、またBCMが鳴りだす。

2台同時操作 パツドが1つだけの状態

で2Pブレイモードで始めると、2台の

車を1つのパツドで操作できる。

ファイプロ女子恒夢超女大

戦全女VSJWP
8400円偶J)/ヒユーマン/AC/'95。

2。3/スポーツ・プロレス

「全日本女子プロレス」と「JWP女
子プ由レス」公認のプロレスゲーム。登

場する選手全員に必殺技が設定されてお

り、最後にその必殺技を使つて相手を倒

せば、その技を実写取り込みの動画で再

現してくねる。

田  ‐

03。603。 303.203.3④3.503.2③ 20。 0

酬
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。隠ねレスラーはSEを 3、

VOICEを 5にする。すると、レスラー

選択回回のEDITlがクラッシユギヤル

| ズ1号、2がクラッシユギヤルズ2号、

3がギャング厚本:4がジェイソン司

村、5がレイナ吹雪になる。

ファイヤープロレスリング
6.300円 偶J)/ヒユーマン/Hu/'89。
6.22/スポーツ 0プロレス

初期の頃の作品なので地味な印象を受

けるが、内容はなかなかよい。キャラも

16人の中から自由に選択できる。技の

種類も意外と豊富で、キヤラことに特徴
・
のある技を使うことができる。

中
01.50a503。 70二6③4.304。 l①22.6

酬

‐

全選手隠し技 方向キーのどれかと①、

①を同時に押すと、各レスラーが隠し

技を使う。各レスラーのコマンドと隠

し技名は次ページ上の表を参照。

610
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選手名 状態 隠し技 コマンド

武蔵
組んだとき

パックを取つたとき

パワーボム

コプラツイスト

下+①十①

右+①+①

冴刃
組んだとき

ノミックを取つたとき

ヘッドバッド

スリーパーホールド

左十①+①

上+e+①

トミー
組んだとき

バックを取つたとき

コブラクロー

逆さ押さえ込み

下+① +①

右+① +①

サングー
組んだとき

バックを取つたとき

ノミイメレドライバー

コブラツイスト

上十①+①

左+①+①

力丸
組んだとき

バックを取つたとき

アームホイップ

卍固め

右十①十①

下+①+①

マサ
組んだとき

パックを取つたとき

サイドスープレックス

スリーパーホールド

上+①+①

左十①+①

マサ
組んだとき   ・

バックを取つたとき

ダブルアームスープレックス

逆さ押さえ込み

下+①+①

右+①+①

パイレーツ2号
組んだとき

ノtッ クを取つたとき

アルゼンチンバックプリーカー

ジャーマンスープレックス

上+①+①

左+①+①

バイソン
組んだとき

バックを取つたとき

アメレゼンチンバックプリーカー

アトミックドロップ

上十①+C
左十①+G

ブル
組んだとき

パックを取つたとき

リフトスラム

バックドロップ

右+①+C
下+①+G

コンドル
組んだとき

ノtッ クを取つたとき

パワーボム

卍固め

上+① +①

左十①十①

イーグル
組んだとき

パックを取つたとき

パイルドライバー

卍固め

右+①+①

下+①十①

アレン
組んだとき

ノtジクを取つたとき

コブラクロー

コプラツイスト

右+①+①

下十①+①

タイガー
組んだとき

′(ックを取つたとき

ジャーマンスープレックス

サーフボ=ド

左十①+①

上+①+①

ナイト
組んだとき

バックを取つたとき

ダブルアームスープレックス

スリーパーホールド

下十①+①

右+①+①

アイアン
組んだとき

バックを取つたとき

ボディスラム

バックドロップ

左+①+①

上+①+①

サウンドセレクト マルチタップの5番

目にパッドをつなぎ、タイトル画面で

①ボタンと方向キーの右上を押したま

まセレクトボタンを押す。

裏面 タイトル画面で①を押しながら右

1回、左5回(下2回、上1回の順に押

す。画面が青つぼく変わねば成功。グ

ームを始めると裏面になつている。

ウォッチモード シングルでもタッグで

も構わないからlP VS 2Pモードでレ

スラーを選び、①を押せば試合が始ま

る画面で、上と①を押しながら①を押

す。すると、レスラーが勝手に戦う、

ウォッチモ■ドになる。

コマ送リモード 試合中にセレクトを押
してポーズをかけるふここで①を運打

すると、レスラーがコマ送りで動く。

乱入レスラー まず、コンピュータのレ

スラーをバイレーツ1号、2号、マッ

ド・タイガーのいずれかにする。試合

時間が1分から2分の間に、コンピユ

ータ側のレスラニ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ずに決定

すると、2Pも同じレスラーを選べる。

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い。

フアイヤープロレスリング

2nd BOUT
6.900円 偶1)/ヒユーマン/Hu/:91。

8。30/スポーツ・プロレス

人気プロレスシリーズ第2弾。ゲーム

システムは、前作から基本的には変わら

ないが、
1レ

スラーの攻撃は1より個性的
:になり、新しい技も追カロさねている。ゲ

ームモードは4つあり、今回は自由にタ

ッグチームが組めるようになつた。

中
03.703.303。 803.704.303.6③ 22.3

四
4人の隠れレスラー このゲームには、4
人の隠ねレスラーがいる.エキサイト

シリーズでレスラーを決定するときに

左、セレクトを押しながら①を押すと

グレート・バンサーを選べる。上、セ

レクトを押しながら①を押すとRJ Oフ

ェイズを選べる。下、セレクトを押し

ながら①を押すとカルロス・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

ーパートーナメントでは、プレイヤー

の選択画面で①を押しながら上5回、

右7回、下3回、左6回の順に押すと、

4人の隠ねレスラー全員がトーナメン

トに参加する。さらにエリミネーショ

ンマッチでは、レスラーの選択画面で

左、①を押しながら①を押すとグレー

トパンサー。上、①を押しながら①を

押すとRJ・ フェイズ。下、①を押しな

がら①を押すとカルロス・クラウザ

ー。右、①を押しながら①を押すとカ

王弾を選ぶことができる。

全選手の隠し技 レスラー同士が組み合

つたとき、方向キーのどれかと①、①

を同時に押すと隠し技を使うことがで

きるようになる。それぞれのコマンド

は次ページ上の表を参照。

裏面 タイトル画面で①を押しながら、

右2回、左 1回、下5回、上 1回の順に

押す。タイトル回回が青くなねば成功。

難易度の高い、裏面をプレイできる。
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選手名 隠し技名 コマンド

武蔵 パワーボム 下+①+①

冴刃 ヘツドバッド 右+①+①

力丸 逆水平チョップ 右+①+①

トミー 空手チヨップ 左+①+①
サンダー 卍固め 左+①+①
ミスターK リフトスラム 右十①+①
鵡 フロントスープレックス 下十①+①

新也 パワーボム 上十①十①

将勝 ブレァンノヽスター 下十①+①

カジワラ ジャーマンスープレックス 左+①+①

カイザー 掌底 上十①+①
ユニコーン フロントスープレックス 右ギ①十①
ブラスター パワースラム 上+①+①

モーガン カナデイアンバックブリ=カー 下+①+①
バイソン パワニスラム 左+①+①
セイバ= パワーボム 上十①+①

コンティニュー増加 ワールドチャンピ

:オンシリーズのゲームオーバー回自で、

①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、コンティ
ニューが3回増える。ただし、同じレ

スラーに続けて使うことはできなし`。

いきなリエンデイング タイトル画面で

①、①を押しながら左1回、上3回 t

右1回、下6回の順に押す。するとエ

キサイティングシリーズのエンディン

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

トを押すたびにバックの曲が変わつて

いく。               1
ウォッチモード まず、エキサイトシリ

ーズのlP VS 2Pか lP2P VS 3P・4P
でレスラーを選ぶ。マッチフォームセ

レクト画面で、右、①、セレクトを押
しながら①を押すとウォッチモードが

始まる
`       =:先にメン′t―を選ぶ エリミネーション

マッチのレスラー選択画面で、セレタ

トを押しながら下1回.上5回、左2回、

右́ 1回の順に押す。すると、5人のメ

ンパーを先に選ぶことができる。

回じレスラーを選ぶ エキサイトシリ=
ズのレスラー選択画面で、レスラーを

'`選んだあとにセレクトを押しながらカ
: ニソルを動かすと、

・
同じ`レスラーを選

ぶことができる。また、エリミネーシ

ヨンマッチでは、①を押しながらカー

・ ソルを動かせば、同じレスラTを選ぶ
::こ

とができる。
コマ送リモード 試合中にセレクトを押

してポーズをかける。ここで①を運打

すると、レスラーがコマ送りで動く。

8oMが消える '試合中にポーズをか|ナ

て、①を押す。そしてポーズを解除す

ると、BCMが消えてしまう。もう一度
・:同じコ了ンドを入力すると(BGMが復
: 活する。

乱入レスラー登場 まず、ワールドチャ

ンピオンシリーズを選ぶ。対戦相手が

ブレード・武者、プラック・カジワラ、
| ヒットマン ◆セイバーの誰かのとき、
｀

ゲームを始めて2分以内に対戦相手を

流血させる。そして自キヤラを場外へ

出す。すると、対戦相手になつていな
i い2人のどちらかが乱入して、自キヤ

ラに襲いかかつてくる。
iフ ォニルをやめる・相手をフォ‐ルして

いるときに①を押すと、途中でフォニ

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①

を同時に押すと、リング下に降りるこ

とができる。          :
:ス

リニでスタート 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
ニリという声が聞ける。

フアイヤ■プロレスリング=‐L●gend B●重
フ・900円偶J)/ヒユーマン/Hu/'921

1 11.13/ス
ポーツ。プロレス :・

前作からの技も選手も大幅に追加さ

れ、総勢28人のレスラーがいるほかに、

オリジナルのレスラーを作成することが

できる、レスラーエディットシステムが

加わつた。4人までバックアップメモリ

に保存可能。

中      i―

04.003。 203.804。 001.4乏)3.702o。 0

回
、

隠しレスラー&女性レフェリー パスワ
守ド入力のとき「FPR03 SENSEl」
と入力すると、ザ・エリミネーター.

力皇斬、RJ・ フェイズ、カルロス `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なる。同じように、

パスワード入力時に「FPR03 WO

MAN」 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‐ド

は、1つず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J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人の隠しレスラニを選べるようにな

る。レスラータイプの決定後は、通常
と同じく、名前などを自由に変更する

ことができる.    :
.伝説軍団登場:イ リミネーションマッチ

でチ=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、伝説軍団という強カチームが現

れる。           |   :
_菫面をコマ送りで見る 試合中に、ポ=

ズをかけて①を連打する。すると、画  ‐

面がコマ送りになる。

1裏モードで遊べる Jilスワードを「LEC
EN DROAD」 と入力すると、1難

易度′

の高い裏モードで遊べるようになる。
1 また、これに勝ち抜くと、真のエンデ
・ ィングを見ることができる。

楽に■のエンディングを見る 世界す決 :

定戦のパスワード入力画面で、'FHUMI

AN SAIKO」 と入力する。すると、ブ

レード・武者&ヒ ットマン 0セイバー
・VSビクトリー◆武蔵&フ ァイター。大

和の、世界一決定戦第5戦が始まる。
' 

この試合は、:コ ンピュ
=夕同±で行わ

れ、試合終了後に真のエンデインィが
見られる。

全選手の隠し技 レスラー同士が組み合

つたとき、方向キーのいずれかと,①、_

①を同時に押すと、隠し技を使うこと

ができる。それぞれのコマン ドは、

: 613～614ページの表を参照。

第 1戦が最終戦 世界一決定戦のパスワ:―
ドで「川 だけを入力する。16個以

下なら何個でもいい。するどtビクト
リー・武蔵VS仁

=田
猛の世界二決定

戦第1戦が、2P対戦で始まる。ここで

武蔵が勝つとエンディングが始|まる。
1仁

王田が勝つた場合は、同じ試合が再

び始まる。 1
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を押したらすぐ下、ラ :

・ン、①を押レ続けるo次の回面に切り
替わ

‐
つたらさらに1も押すL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なつている。

|フ
アンタジ

==ゾ
■ン

4900円偶1)/NECアベニュー/Hu/
388。 10:14/シユーティング  :
セガの業務用からの移植作。主人公の

オパオパは、地面を歩くこともできる。
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表
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選手名 状態 隠し技名 コマンド

武蔵
正面から組んで パワーボム r+o+o
パックをとつて コプラツイスト 左+①+①

:

大和
正面から組んで 八イスピードバツクドロップ 上+①+①

°

バックをとつて ジャーマンスープレックスホールド 右+①+①

力丸
正面から組んで アームブリーカー 左+①+Ci

バックをとつて 卍固め 上十①+①

旗本
T面から組んで 地獄突き 左+①+C
バックをとつて ジヤニマンスープレックスホールド 上十①十C

カイザー
正面から組んで 掌打 右キ①十①

ノヽックをとつて 片羽固め 下十①+①

ビリー
正面から組んで 一本足頭突き 下+①+①

バックをとつて フェースバスター 左■①+①

滉野
正面から組んで ボディブロ= 右十①+①

バックをとつて 片羽固め 下ギ①+①

伊達
T面から組んで ソくイルドライバー 上十①十①

バックをとつて 逆さ押さえ込み 右+①十①

冴刃
正面から組んで 頭突き 左十①+G
バックをとつて ドラゴンスープレックスホールド 右十①+①

バンサー
正面から組んで マシンガンキック 右+①+①

バックをとつて ジヤ‐マンスープレックスホールド 下十①十C

梶原
正面から組んで タイガードライバー 左+①+①

ノミックをとつて タイガニスープレックスホールド 上十①十①

飛垣
正面から組んで 八イスピードブレーンバスター 下+①キ①

バックをとつて ドラゴンスニプレックスホールド 左+①十①

真田
正面から組んで マシンガンキツク 下十①十①

バックをとつて フェ■スバスター 上+①+①

山本
正面から組んで 裏投げ 左+①+①

ノミックをとつて タイガースープレックスホールド 上+①+①

トミー
正面から組んで コプラクロー 上+①+①

バックをとつて :スリ‐バ=ホールド 左+①■①

多神
正面から組んで 逆水平チヨップ 左+①+①

バックをとつて サーフボードストレッチ 上+①+①

パワ=アップは、敵を倒すと出現するお

金を貯めてヽシヨツプで買い物をして行

う。難易度が意外に高いので、簡単には

クリアできない。

中        ´

04。503.403。 703.6① 3。 803。 6③22。 5

四
無敵コマンド ゲーム中にポーズをかけ

て、①を1回、①を2回 、上を3回 、

下を4回、右を5回、左を6回押す。音

が鳴れば成功で、コマンドを入力した

面だけ無敵状態になる。
1消え乙ボツポ=不 ますtヘビ■ボムを

持つて、8面のポツポーズまで進む。

次に、1列目全部と2列目の上下を1匹

ずつ倒して逃げ続ける6しばらくする :

と一番大きなボッポーズが弾を打ち出
｀

すので、このとき一番大きなポッポー

ズにヘビーボムを当てると、一番大き

なポッポーズだけが消える。

ボスの腕が伸びる 4面か8面でクラブ
t  ンガーが出現したら、腕が動き始める

1 ときにランを連打すると、クラブンガ

|::■の腕が伸びる。    ■ 111

フィーンドハンタデ

7。 800円 (別 )/ライトスタツフ/
SCD/.93.4。 16/アクション: i
多彩なアクシヨンパターンをもつたキ

ャラのリアルな動きが特徴。さまざまな

アクションを駆使してフイールドを進

み、敵の魔獣に出遇うと戦闘になる。豊

富なビジユアルシーンは本村明広さんが

手掛けている。

中  |
04。10a9o3.5③ 3.3Q3.803.7③ 22.3

11,111'I:11:                             :   

‐

ステ=ジセレタト タイトル画面で上2
:回t下 5回を押したら、セレクトを押■

l しながら①を押すblすると、タイトリレ

国回の左上に、左右に動かせるカーソ

ルが出現する。カーソルの位置は、左

から順にステージ1～ 5となつていて、

好きなステ=ジを選ぶことができる。

オープニングをとばす 起動画面でラン
:を

押して|そのままランを押したまま

にしておくとも:オ‐プニングをとばし
:

てt:いきなリタイトル画面になるLi ヽ

スクロールを止める オープニングのビ

ジュアルシーンのときに、画面がスク

ロールしたら①か①を押す。すると、
スクロニルが止まり、ゆつくり絵を楽

しむことができる。|

'ェ

イスボ■ル ●
ア.200円 (別 )/リ バーヒルソフト/
SCD/・93.11.26/アクシヨン

フェイスと呼ばねるボールやキノコな

どの形をしたキヤラを操作。立体迷路の

なかで、最大4人で対戦を繰り広げる。

モードは銃撃戦のバトルモードと、制限

時間内で助け出した仲間の数を競うレニ

スモードがある。       1
呻
03.603.103.203。 003。 703。 9③20.6

フォーセットアムーJレ  :
フ.600円偶り)/ナ グザット/SCD/
.93.3.26/ア

クシヨン    f i
美少女戦士コルク。・ランスが主人公Ъ

・黒魔術集団ホ■り■キ■スクにさ:ら わね

た姉メリアを救出するために戦うbト ユニ
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②

選手名 状態 隠し技名 コマンド

ガCI:
正面から組んで アームブリーカー 上+①+①
バックをとって 後頭部頭突き 左+①十①

醸
正面から組んで DD丁 右+①十①
バックをとつて コブラツイスト 下+①+①

J-t)- 正面から組んで アルゼンチンノtックブリーカー 下+①+①
バックをとつて スリーパーホールド 左+①+①

スティメレ
正面から組んで 水車落とし 上+①+①
バックをとつて 逆さ押さえ込み 右+①+①

バイソン
正面から組んで ショートレンジラリアート 右+①+①
バックをとつて スリーパーホールド 下+①十①

ブル
正面から組んで DDT 左+①+①
パッタをとつて スリーパーホールド 上+①+①

サンダー
正面から組んで ノ1イメレドライノt― 右+①+①
バックをとうて ジヤーマンスープレックスホールド 下+①+①

モーガン
正面から組んで ジャンピングパワーボム 下十①+①
ノヽックをとって サーフボァドストレッチ 右+①+①

タイガー
正面から組んで フロントジャーマンスープレックスホールド 下+①+①
パックをとって サーフボードストレッチ 左十①+①

武者
正面から組んで ツームストンパイメレドライパー 下+①+①
アバックをとつて アトミックドロップ 右十①+①

セイバー
正面から組んで シュミット式バックプリーカニ 上+①+①
バツクをとって サーフボードストレッチ 右十①+①

仁王田
正面から組んで ハイスピードブレーンバスター 下+①+①
バックをとつて ドラゴンスープレックスホールド 左+①十①

エリミネーター
正面から組んで ハイスピードバックドロップ 上+①+①
バックをとって パックドロップホァルド 左+①+①

力皇斬
正面から組んで 八イスピードブレーンバスタニ 左+①+①
バツクをとつて 拷問コブラツイスト 上+①+①

フェイズ
正面から組んで 袈裟斬チョップ 上十①+①
バックをとつて ジヤーマンスープレックスホイップ 右+①+①

クラウザー
正面から組んで 回り込みスリーパー 右+①+①
バックをとって フェースバスター 下+①十①

ニクな武器、二節梶を使うた独特のアク

ションが特徴。ステニジ間にはビジ三ア

ルが入つている。

田
()4.403.303.203。 8(D3.5乏 )3.7(D21.9

四   :
デバッグモニド ゲーム起動直後のデモ

中に上を3回、下を3回、①を3回、①
を3回の順に押す。するとデバッグモ
ード画面が現ねる.こねで1ビジュア

ル、ステージtサウンドのセレクトが

できるようになる。
裸で薔告 旧システムカードでこのゲー

ムを起動すると、警告画面で裸になつ

た主人公が登場するL

フォニメニション・ サツカー

ヒューマンカップ90 1
50500円偶1)/ヒユニマン/Hu/.90.
4。27/スポニツ・サッカー

4人同時ブレイがウリのサッカニゲー

ム。特徴的なのはフォーメーションを選
べるということだ。ゲームモードはエキ
シビジョンモードと、ヒユニマンカップ

モードの2種類があるぞ。 '
呻
03。703.31ei3.803.504。 103.8③ 22。 2

四
いきなリエンディング タイトル画面で

コンティニューを選び、右下、下t上、

上、下、右上、右上、下とパスコード

を入力する。すると、イタリアが優勝
するエンディングが始まる。

いきなりPK戦 タイトル画面で7回リセ

ヅトした直後に、①とランを押し続け

る。すると、いきなりPK戦が始まる。

キャスターが変身 八―フタイムのテレ

ビの画面で、チャンネルを次々と替え

る。すると突然、アナウンサーがワニ =

になつたり、天気予報のお姉さんが水

着になつたりする。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■タレジトコマンド まず、′くスコー

ドを右上、右、右下s上、上、下、左

下、左の順に入力すると隠ね画面が現

ねる。試合の種類やチームなどを選ぶ

と、画面下に8ケタの数字が出る。こ

の数字を下の表に照らし合わせると、

ノ{スコードになる。       l
スイッチを消す 八―フタイムでテレビ

をずづと見ていると、テレビの画面内

に審判が現ね笛を吹いて警告する。そ

のまま構わずテレビを見ていると、審

判がいきなリテレビを消してしまう.

コーナーキックが必す決まる 敵がCOM
かオートの状態で、自分が上に向かつ

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つ上に変わつた

瞬間にポールを蹴る。このとき、■は

ずつ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ず決まるよ

うになる。           :
ゴ,ルを決めてガックリ キーパーにシ

ュニトをさせて、ゴールを決める◆:し

0 2 3 4 5 6 フ

上 右上 右 右下 下 左下 左 左上
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"
ひし、シユートしたキニパーも敵とい

っしょにガックリしてしまう。

目旗のまちがい ウルグアイを選択して、

フォーメニショ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

タリアの国旗になつている。

フォニ

"ョ
ンサッカーオ

ンJリーグ
6.500円 偶」)/ヒ ユーマン/Hu′・ノ・94。

1。 15/スポーツ 0サ ッカー

試合展開の要となるフォーメーション

を活用して、華麗なパスワークを繰り広

げるサッカーゲームcその名の通り、」

リーグの特徴であるVゴール方式や反則

退場イコール3試合出場停止などを要所

要所に盛り込んでいる。

園
03.303。 0(熟3.4G蟄 3.4(D3.6()3。 lC119。9

囲
同チーム対戦 電源を入組たあとに、

日UMAN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、①、①、①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c

サウンドテスト 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

力画面になる。ここで、①、①、①、

①の順に押すと、サウンドテスト画面

になる。     1
ハイ′:ワーキックモード 電源を入れた

あとに、日UMAN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、上、

上、下、下、①、①、①、①の順に押

し、リセットしてゲームを始めると、

キャラのキックカがあがる八イパワー

キックモードになる。

ノーフアールモード 電源を入ねたあと

に、日UMANのロゴが表示さねたら、

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、C、 O、 CI、 ①の順に押し、

リセットしてゲームを始めると、反則
'

をしてもフアァルをとられない、ノー

ファールモ=ドになる。

いきなリエンデイング 電源を入れたあ

とに、HUMANのロゴが表示されたら、

下とセレタトを押す。iすると、コマン

ド入力画面になる。ここで、上、上、

下、下、左、右、左、右、①、①、①、

①の順に押す。すると、エンデイング

になる。どこのチームのエンデイング

が流ねる力ヽま、ランダムになつている。‐

同チーム対戦2 プレシーズンマッチを|

選び、チーム選択画面でlP側が先に

チームを選ぶ。そして、2P側はlP側

が選んだチームのすぐ下にカーソルを

合わせ、上とセレクトを同時に押すと、

同チーム対戦ができる。

フアイル名がスペシヤル 電源を入れた

後に、日UMAN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、①、

上、下、左、①、①の順に押し、リセ

ットして始めると、フアイル名が「ス

ペシャル」になる。このセープデータ

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=ムで対

戦することもできる。

コーナーキックが必ず決まる 敵がCOM
かオートの状態で、自分が上に向かつ

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つ上に変わつた

瞬間にポールを蹴る。このとき、上は

ずつと押した議まにしておく。そうす

ると、コーナニキツクが必ず決まるよ

うになる。

フォニメ…ションサツカー

95 dellaセリエA
9。8oO円偶1)/ヒ三―マン/SCD/
。
95.4。 7/スポーツ・サッカー

サッカー王国イタリアのプロリーグ、

セリエAを舞台にしたサッカーゲーム。

トップピュータイプのゲームで、選手の

切替えが要らない簡単な操作がポイン

ト。練習モードもついている。4人まで

対戦可能。         1
園
()3.203.503.1廼砂3.3(D3。 6(D2.フ (D19.5

囲
いきなリエンデイング ます、エキジビ

ションでゲームを始める。次に、チー

ム選択画面でランを押しながら①を押

すと、エンデイングになる。

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エキジピシヨンを

選ぶ。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。.
こねは、対COM戦ならコンピユータ

側のチーム、2P対戦ならlP側のチー

ムで対戦となる。

隠しチーム モード選択画面で、セレク

トを押しながらエキジビシヨンを選ぶ。

そしてセレクトは押したまま、チ
=ム

・

選択画面で上か右か左のどれか押しな

がらチ=ムを決定するoすると,上を_

押した場合は全日本代表のジイポーネ、

右だと開発者のヒユーマン、左だと名

選手ぞろいのマスターズという隠しチ

ームで遊べるぎ

ナレーシヨンが変わる タイトル画面で

PRESS ttUN BUiΠ
・
ONと表示さねた

ら、セレクトを押しながらランを押す。

そして、エキジビシヨンモードかセリ=

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

の試合中のォレ=シヨンが英語に変わ

る。       ,'1      :

フ ォゴ ッ トン ワー Jレ ド  :
7.980円 (別 )/NECア ベニュ=/
SCD/.92.3.27/シ ューティング

プレイヤーの銃とプレイヤーのまわり

を飛ぶサテライトで攻撃する。自機を

360度回転させることで、どんな方向
へも攻撃できる。敵を倒してゼニーを集

め、アイテム屋で銃やサテライトを軍い

換えることができる。     1
回

・

:

03。903.904。 O⑤3。6⑬4。003.7023。 1

四
ミックスプレイモード タイトリレ画面で

①、①を押しながらランを押すと、ミ

ックスプレイの項目が現れる。このモ

ードは、lPパ ッドで超戦士、2Pパ 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、①で左

回転、方向キーでシヨットを撃つ。

お店で警告 旧システムカードでこのゲ

ームを起動すると、お店のシーンの警

告国回が出るc

ふしぎの海のナディア

6。800円偶J)/八 ドソン/SCD/'93。

1.29/ア ドベンチャー

NHK総合で放送され大人気の、同名

のTVアニメのゲニム化。ストーリー1ま

TVアニメの外伝といつた感じになうて

いるのだ。ナゾを秘めた宝石ブルーウオ

ーターを持つ少女ナディアと発明好きの

少年ジヤンの活躍をゲームで見らねる

ぞ。

岬
04。 5C'3.7C13.603。 803。 803.6e23。 0

四
デバッグモード タイトル画面で、コン

ティニュ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

①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AC丁が選べる、デバッグモードの画

面が現れる。

水着で警告 旧システムカードでこのゲ

ームを起動すると、警告画面で水着姿

の主人公たちが登場。

不思議の夢のアリス
6。400円偶1)/フ エイス/Hu/'90。

12.7/アクション

本の世界に住む魔物に捕まつているお

姫さまを救うため、アリスが奮闘する。

絵本の挿絵のような背景、お菓子の家が

あったりと実にメルヘンチック。画面に

似合わず難易度は力)なり高い。
i

田    L

()3。 7(∋ 3。 4C)3.103。 1()3。 3()3.2(蓋 19。 8
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囲
ステージセレクト タイトル画面で下、

左、①、上、上、①t、右、セレクトの

順に押す。そ:して、選びたいステージ
の数だけ①を押してランを押す.そこ
で音が鳴れば成功。各ステージを選ぶ

ことができる。

コンティニュー増加 タイトル画面で下、

左、①、上、①、下、右、左の順に押
:してゲームを始める。「すると、コンテ
:ィ ニューが20に増えている。

ブレイヤー増加 タイトル回自で右、左、

①、右、左、右、①、上の順に押して

ゲームを始める。すると、プレイヤー

が10に増えている6 1・ i ・

マジツクが全部ある タイトル回口で右、

左t左、①、セレクト、①、上、①の
1・順に押してゲームを始める。すると、
1マ

ジックが全部そろつている。  _i
:サウンドモニタニ タイトル画面で①、

右、①、右、①、下、右、右の順に押

してゲームを始める.するとサウンド

モニターの国白に切り替わる。

ライフ&マジックメータ,がフル タイ

トル回口で上、セレクト、①、上、下t

下、左、下の順に押す。そしてゲーム

を始めるともライフとマジックのメニ

タTがフルの状態になつている。

その場からコンテイニユー タイトル画

面で①、下、上、下、①、上、①、セ

レクトの順に押す。そしてゲームを始・

めると、ゲームオーバーになつた地点

からコンティニューができるようにな
: る。

5人用の襄ゲ,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、①を押し続ける。する

と、マルチタップを使つて5人で遊ベ

る1裏ゲームが始まる。

煙突から入る ボスとの対戦のとき、敵

を足場にして大ジャンプし、家の煙突

から中に入る。するとアリスの顔や手

がススだらけになり、ライフとマジッ
:クが回復している。1

コンティニュー 10回 タイトル画面で

左:下、下、セレクト、右、下、右の

順に押してゲームを始める。すると、

コンティニュァが10に増えている。

.藤子・ F・ 不
=雄

の21■モ :

ンめざせ:ホテル王
1 6`800円 tBll)/NECホ■ムエレクトロ

ニクス/Hu/'94112116/そ の他 。

ボードゲーム

: 惜しまれつつ他界した故・藤子・F・

不二雄の近未来コミックスをベースにし

たボ■ ドゲ=ム.単にサイコロを振つて

‐ボ■ド上を回るだけではなく、アクシヨ
ン要素の強いイベントを盛り込み、プレ
イヤーに飽きさせないような作りとなつ
ている。   「:  : :i   ・ :

暉
|()36002。 902。 903.2()2。 8()2.9017.7

ぶよぶよCD      i
50600円 (別 )/NECア ベニュニ/
SCD/。 94。 4。22/パズル・アクショ

ン

画面の上から落ちてくるぶよを、縦、

横に同色どうし4匹くつつけて、画面か

ら消すゲーム。消したぶよは相手側に、1

おじゃまぶよとして送り付けられる。

PCエンジン版は、豪華声優陣を起用し

て、しゃべりまくる。

田
α 1604。004。 404.104。 403.5③ 25.2

酬        :
デモアレンジバージョン‐タイトル画面

でご①を10回、①を10回、セレクト

の順に押す。すると、オプション国回

にデモメッセージの項目が追加さ検る

ので、こねをアレンジにする。すると、

各ステージの開始前に流れるデモで、

キャラのセリフが変わる。

アルルの日配 マルチタップを接続して

いない状態で、モァドセレクト画面の

「ふたりでぶよぶよ」を選択する。する

と、画面にアルルの日記が表示され、

アルルがこの日記を読みあげる。

ぶよが2回落ちる ゲームを起動させた

直後に表示されるアベニューのロゴが
‐

消えて、画面がまつ黒になつたらラン

を押す。するとタイトル画面で通常 1

回しか落ちないぶよがt2回落ちてく

る。

おまけ ゲームをクリアすると、オプシ

ョン画面にサウンドモードとデモアレ

ンジモードが追加される。_

ぶよぶよCD通 (2)

7.800円偶1)/NECイ ンターチャネ

ル/SCD/'96.3.29/パズル

人気の落ちものゲームの第2弾。対戦

キャラが大幅に増えて32キャラになつ :

たぎまた、相手から送られたおじやまぶ

よを、自分の送つたおじゃま13i■ で相殺

できたりと、基本システムもパワニアッ

プしている。

中         :
04.Ю3。 703。 604。 O③4.2()3.2022。9

四
書階のポスと必ず戦える 「ひとりでぶ

よぶよ」を始めて、次の階のNEXT
EXPも クリアしてしまうくらいの、多 |

量のEXPを 獲得しよう。すると、
‐

RESTの表示が100万近くになつてし
|

まい、通常のプレイではNEXTに到達

することができなくなるので、次の階 :

に進めなくなる。しかしその階のポズ |

とは必ず戦える。           :
「ARRANGEJを出す マルチタップを■

接続し、lPと 5Pにパッドを接続して :

おく。次に、モード選択画回
｀
C「オブ

シヨン」にカーソルを合わせ、5Pパッ

ドの左を押しながら①を押す。すると、

「A・NIMAT10N」 の項目で「ARRANG
:ElJが選択できるようになる。また、
1度「E測TJしてから同じコマンドを

くり返すと、今度は「ARRANGE2」
_が選択できるようになるも :

全キャラ使用コマンド マルチタップを

接続し、lP、 2Pt 4Pにパッドを接
‐ 続しておくら次に、モード選択画面で

「ふたりでぶよ81よ」にカーソルを合わ

せ、4Pの右を押しながら①を押す。

すると、「ふたりでぶよぶよ」で全33
‐
人のキャラが使えるようになる。

日uRAlハ玉の勇士伝説

7.200円。(別)/リ バーヒルソフト/
CD/91。8。6/RPC    ‐ i

パソコン版の「BURAl上巻Jをリメ

イク。八玉の勇者そねぞれのエピソ=ド
と、間の神帝ダールとの戦いを描いた8
つのシナリオで構成さねているもアニメ

スタジオが手掛けた美しいビジュアル:シ

ャンが圧巻。

田    ■
04.204.103.803.6③ 4。 003.8③ 23。5

"    1 :オ,トコマンド 戦闘シーンでパーティ

の攻撃ターンになつたら、左を押しな

がら①を押す。すると、パーティがオ

ートで戦闘をする。ただし1ターンご

こ|ヽ コマンドを入力する必要が■る。
ビジュアルデバッグ タイトル回口で上、
´下、左、右、①、①、左、右、上、下、

①、①の順に押す。すると、ビジュア

ルデバッグのメニュー画面になる。上

下で見たいビジュアルを選んで、①で

スタートする。途中でランを押すとメ
ニユ■回口に戻る。・

プライコ閥皐市の運襲
′フ
・800円 (別 )/リ バーヒルソフト/
SCD/.92。 12.18/RPC    ・

画面構成や戦闘システムを一新。スト

ーリーは前作からの続編となつている。

前作同様8つのシナリオから成るオムニ

パス形式。5章までは八玉の勇士のエピ

ソニドが、6章からは闇皇帝との新たな

る戦いが描かれる。

中
04。504。 103。 803.703。 903.:9③23.9

囲
隠しショップ公開 右ページ上の表に記

した場所の建物の裏側に、隠しショッ
、プの入口がある。そこでは、そ祖ぞれ

強力な武器や便利なアイテムが売られ

ている。

警告置回■l日システムカードを使つてゲ
`

ニムを起動すると、ハヤテとリリアン
・ が出ている警告画面が表示さ組るょヽ
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章 : 馴 建物 店の種類

第2章 イルイネの町 大図書館の左下の建物 武器屋

第2章 ルールの村 村内の左下の建物 道具屋

第3草 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 町内の左上の建物 道具屋

第4章 ラテルの町 盾屋の下の建物 : なんでも屋

第7章 シャイダの町 就 襲

第7草 ビードル砦 道具屋 道具屋 `

プライベ
=卜・アイ・ 間レ

7.800円偶ll1/NECホ ームエレクトロ '

ニクス/SCD/。 95。8111/ア ドベン

チヤー

月刊「アニメ
=ジ

ュ」:で、1連講された

推理小議をゲニム化.原作のストーリー

に、書き下ろしシナリオが2本追加され

た、3つのシナリオが用意さねている。

ブレイヤーはアイドルのメイとなり、さ

まざまな事件を解決していく。

田
04。303。 703。 6C)3。 603。 903。 7022。6

酬
アートギャラリー ①を押しながら、ゲ

ームを起動させる。そしてメニュー画

面でヽ上、下、左、右、上、下、セレ

クト、①の順に押す.すると、国回が

,■ 切り替わリアートギヤラリ‐になる。

ここではグームに登場するキャラに話
・し力Чすることで

`1ビ
ジユアメレを見るこ

とができる。

シナリオセレクト ①を押しながら、ゲ

ームを起動させる。そしてメニュニ画

面で、上とセレクトを押しながらスタ

ートするとシナリオ2の前編から始ま

る。同じく、メニュー画面で、下とセ

レクトを押しながらスタートを選択す

るとシナリオ2の後編。メニュー画面

で、左とセレクトを押しながらスター

ー トを選択でシナリオ3から遊べるこ

6。 800円 (別 )/マイクロネット/
SCD/℃ 3。7。23/アクション

8種類のロボットが戦う対戦型格闘ア

クシ三ン,MECA‐CDからの移植作。戦
'いは,本勝負で行われる。2種類の機体

のうち1つを選ぶ対COM戦と、8種類の

機警から好幸なものを選ぶ2P対戦,2
つのモードがある。

呻       :
02.903.203。 002。 602.9030◎ 17.6
111il,II1llIIIIi:ll

自キャラが無敵になる ネームエントリ
〒画面で、名前を「MUTEKI」 と登録

する。次にオペレーシヨンBHAモード

,で、登録した「MUTEK電 を選んで、
:ゲームをスタートする。すると、自キ

ャラが無敵状態になる。

ビジ三アルテスト ネームエントリー画

面で、ます「VTEST」 と入力したら、

そのうしろに数字の0～5のうちから、

ひとつを入力して登録する.そのあと、

オペレーシヨンBHAモァドで、登録し

た名前を選んでゲームを始める。する

と、数字ことに違うビジユアルシーン

を見ることができる。

アッパーが出せる 右を向いている場合、

右、下t右下、①とすばやく入力す机

ば、連続技の最後でしか出せないはず

のアッパ■を1単発で出すことができ

る:      `′

フラッシユハイダース
ア.800円 (別 )/ライトスタッフ/
SCD/.93。 12.19/アクシヨン

PCエンジンオリジナルの格闘ゲーム。

デジタルコミック並みのビジュアルが入
ったシナリオモードが特徴だ.ほかには

経験値でキヤラが成長するアドバンスモ

ードと、2人対戦ができるVSモードの2
つがある。  1
Ⅲ 調     :タ
04。403。 904。 104。O⑬4。 203。 9024。 5

田
スペシャルコンフィグ ます、モードセ

レクト画面で右を8回押す。バーサス

のグラフイックが中央にきたら、左、

右、左、右、左、右、左、右、①の順

に押す。すると、パーサスモードのみ

に有効なスペシャルコンフィグレーシ

ョン画面が出現する。ここでは、ゲー

ムスピードの設定や、ボスキャラの使

用の有無などが設定できる。

操作モードを変える VERSUSモードで

ブレイ中に、ポーズをかけて、セレク

ト、①、①を同時に押すと、操作モー

ドのオートとマニュアルの切り替えが

できる。      ‐      :
キャラの色を変える VEI玉則Sモー:ド

で、キャラを選ぶときにランで決定す

ると、キヤラの色を変えることができ :

る。                 :
レベル20バスワード 下の表のパスワ

ードを入力すると、レベル20のキャ

ラクタで遊べる。

ブラツド・ギア ′ | :
6.800円彿り)/八 ドソン/SCD/'94,
10.28/ア クション  i
パワードギアというロボツト兵器を操

つて敵と戦うご横スクロTルアクシヨン。4

ブレイヤニキヤラのロボレトの強化が特
徴。ゲームは、・アクション画面と移動場
所を決定するマッフロ回、情報収集や買

い物を行う街とで構成さねているb

呻
03.603.503.203。 203.503.3020.3'

プランデイッシユ
7.800円 側 )/NECホームエレクトロ
ニクス/SCD/94。 6。 17/RPG・ ア

クシヨン             :
パソコンゲームからの移植作.地下迷

宮からの脱出が目的のアクシヨンRPG
だ。画面はトップピュータイプで、上下

左右の向きによる4方向の視点切り替え

が特徴。PCエンジン版は原作の雰囲気

を忠実に再現している。   :
呻     1‐
03.703.503.103.3③ 3.403:7020.7

囲
デバッグモード タイトル回口で①、①、`

上、下、①、①、右、左の順に押した

あと、①と①を押しながらランを押すo

すると、ビジユアル、サウンド、会話

シーンが楽しめるデバッグモ
=ド

画面

が出現する.どの項目も、方向キTの

上下で選択して①でスタートする。・

プリンス・オブ●
～

:"ヤ

6.800円 偶1)/リ バーヒルソフト/
SCD/'91。 11。8/アクション

アメリカでヒットしたパソコングーム

キャラ名 、 パスワ〒ド

バング。八イボット 6713K8RXPKl・ HJM3.

テイリア・口Tゼウト 6813K8RXPK H」 L31

オ

'Iト

ニ・ソヽルフオ三ド :6913K8RXPK H」K3

八―マン 0ド tエラン 6A13K8RXPK「
UJ3:

ラブリレ八ルト 6B13K8RXPK H」H3
スピノザ・サンダーヘッド 6C13K8RXPK HJG2
カルナーサ 。ル・ボン 6D13K8RXPK HJF2

シャドウ・フアング ,ホロウ 6E13K8RXPK HJE2
シーナ 。ノtンバイド 6F13K8RXPK HJD2
グラニ■ル ・6013K8日 XPK lHJC2

|ム■ンライズ
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ぶりんせす～ぶれいくい

からの移植。豊富なアクションパターン

を持つキャラを操り、さまざまな仕掛け:

やトラップが張りめぐらさねた宮殿の内

部を進んでいくぎ:

田 |

9.3031703。 7③ 3。 7③ 4。 004。 3023。7

四
扉を開けて即クリア まず自キャラを扉 :

の前に立たせ、サブメニュニ画面を出

すもそして「CAME=END」 を選び①

を2回押す.するとスイッチを押さな・

くても扉が開き、次のフロアに進むこ

とができる。

プリンセス・ミネルJ電

ア.800円 (別)/リバーヒルソフト/
SCD/'94.3025/RPC
パソコン版を大幅にリメイクして移

植。わがままな性格の主人公ミネルバ姫

と、美女ばかりの親衛隊が活躍する。9
人のキヤラを3つにわけるパーティの入

れ換えや装備の着せ替えなどのユニーク

なシステムが特徴b ‐

岬
04.703。 703。 703.5③ 3.804。 O③ 23。 4

囲
隠し画面 ゲームをクリアして、エンデ
:イ ングを最後まで見る。そして「FinJ

と表示されたら、そのまま約 10分待

つ。すると画面が切り替わり、ミネル

バの隠し国向が出現する。

ビジュアルセレクト ゲームを起動させ
‐

た直後の、リバーヒルソフトのロゴマ

ークの表示中に,左、右、左t右、①、

①、ラン、①、①、セレクトの順に押

す。ここで声がしたら成功。ビジユア

ルセレクト回回が出現する。

プリンセスメーカ_1
8,800円偶J)/NECホ ームエレクトロ
ニクス/SCD/395。 1。3/シミュレー

ション            i
育成:と いうジャンルを初めて提暉した

パソコンソフトの移植版。孤児の女の子
を養女にし、アルバイトや習いことをさ
せて10歳から18歳までの8年間、手塩
にかけて育てていく。育て方によつては

プリンセスにもなねる。

呻
04。303。 803。 703.804。 1ゼ)3.8023.4

四
攻撃増が無限に上がる まず、何でもい
いから武器を購入して装備させ、アイ
テム欄をほかのものでいつぱいの状態
にする。次にアイテム欄で一番最後に
あるアイテムを売る。そして、持つて
いる武器を再び装備すると(攻撃増の

数値が上がる。こ祖を繰り返すと、攻

撃増がどんどん上がる。

バカンスで得する 娘の誕生日の時期に
なつたら、スケジユールにバカシスを

選んでおく。すると、一度ノヽカンスに

行つたあと誕生日になり、もう一度パ

カンスに行つてしまう。これで1回分
の費用で疲労が2回分回復できる。1 :

なぜか警告 バージョン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①を押し続ける。

すると、バージョンが違うと警告され

る。                 |
1年目から色気Up娘の生年月日を4月

から5月中旬に設定する。1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」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を行つて、疲労を

回復させる。5月 にはアルバイトの

賦器屋」を3回連続で行い、経験値を
17以上にする。5月 31日 に会話の

「やさしく話す」で疲労の回復をする。
6月にはアルバイトの「医者」を3回

連続で行つて、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、会議
で「む説教する」、「せつかんする」、
「さらにせつかんする」ヽを順に選ぶと、

モラルは0になるが色気は92以上とな

る。あと|ま月末のモラルを1以上にす

ること:

プリンセスメーカー2
9,800円偶1)/NECホ ニムエレクトロ

ニクス/SCD/・ 95。6.16/シミュレ

ーシヨン

パソコンから移植さねた、シリーズ第

2弾。天から授かつた女の子を、10歳

から18歳までの8年間育てていくとい

うゲームシステムは前作同様。しかしt

イベントや会話のパリエーションなどが

大幅に強化されている。なお、女の子の

声は人気声優の久川綾が演じているo

田
04:403。 803。 603.04.203:7③ 23:5'

囲
アイテムが取りほうだい まず、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、輸 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薔わらないと

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」、「rR

癒丸」などのアイテムが取りほうだい

になる。            :
色気がさらに上がる まず、色気が120
以上になうたらt東部森林地帯へ武者

修行に出す。このときお尋ね者と出遭

つたら、戦つてわざと負ける。すると(

色気がアップする。このあと、北部氷

山地帯と南部水郷地帯でも同じことが

できる。              ‐

ブルフアイトリングの覇者 `

6.300円偶J)/ク リーム/Hu/.89。
12。8/スポーッ◆ボクシング
モードは、チャンピオンモード、サバ

イノウレモード、フアイティングモTドの
3種類だ。中でも特徴的なのはチヤンピ

オンモードで、試合に勝つたびに選手が

どんどん成長していく。

田      

‐

()3.303。 103。 0燿)3。 1選)3.2貶 )3.2()18:9

四
いきなり最終戦 ノくスワードで「エビロ

ズフ チロコェポ ァドォヘペ ォ」
と入力する。すると、いきなり世界タ

イトルマッチから始まる。

世界戦パスワード バスワード入力画面
で1「エビロズス チロコエポ :ァ ドォ|

ヘポ オJ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。

必殺バンチ会得法 必殺バンチを覚える
ときに、パッドの連射速度を最大にし
て、①と①を押すと、すぐに必殺バン

チを覚える。

ブレイタイン
5,500円 偶り)/ナグザット/Huノ・89。

8。 10/スポニツ 0ビリヤード =‐
このゲームは、全部で6種類のビリヤ

ードゲームが楽しめる。それぞれにアク

ション.シミュレーション、テクニック

の3つのコースがあり、練習から実際の

プレイまで楽しむことができる。

園
()3。 203.103.2燿 )3.2選D3。 4乏)3.3()19.3‐

囲
色が名前になる 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なる。

どらすびをはやくやりたいか

ぎやらがはけつこういいよな

ところじようじはおもろいこ

:あさいはながすのじようしサ

こたにみかこちやんだいすきさ

せいぶのいしげはへんたいや

しむらけんはおもしろいんだよ

てはだをいたわるちやあみいさ

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なむこや

なむこときむこはおなじなのに :

ころころこみっくはなかなかやな

アカイキウクエケオコサタシスセ

あらあらあらららあららくりんよ

まるかつたたたたかかかく夕たス

いしのようこもけつこういいしり

まつもとのりこ1ま かわいLl■ねエ

あかいためきのおづゆもうましめ｀

はやくはゃくしてょねえはやくよ
「
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ふれいし
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ぶろやきゆ

カーソルを遠く ①を押しながらだと、

カーソルを速く動かせるも

フレイC● サ∵ク外伝

6:800円 偶け)/マイクロキヤビン/
SCD/.94。 3。 30/アクション

『サークJシリーズの登場キヤラ、フ

レイを主人公にしたアクショングーム。

縦スクロールタイプで、ステージの間に

はRPC風の街があり、情報収集や買い

物ができる。キヤラデザインはここまひ

さんが担当している。

中
04。403。 803.5遷 D3。 603.703.602265

プ ロ ウエ ング

6.980円 (別 )/日 本テレネット/
scD/.92。 2.フ/アクジョン

近未来を舞台にしたアクシヨン。プレ

イヤーはプロウニングと呼ばねるメカを

操り5つのステージを戦い抜く。日本語

字幕つきの英語のセリフによるビジュア

ルシーンなど、ハードな雰囲気が魅力と

なつている。

中
値)3。 703。 5(∋3。 0礎〕2。 702.9受 )2。 9()18。7

囲
縦画面モード ゲーム中にポーズをかけ

ている状態で、セレクトを押す。・する

と、:画面の両端が切れて、縦長に近い

画面でブレイできる。もう一度同じコ

マンドを入力すると、元の回口に戻る。

隠しビジユアル 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ねる。

プロディア
4.500円 偶1)/八 ドソン/Hu/'90.2.

23/パズル :アクシヨン

ボァルを落とさないように、ビースを

動かしパイプをつなぐゲーム。ボールが

転がつた部分はヽ消滅していく。すべて

消すとクリアだ。ボールを落とさないよ

うに、瞬時の判断が要求さねる。

中
02.803。 103.603.503。 703.5020.2

囲
100面バスワ■ ド バ,ス ワー ドで

「10898Jと入力する。すると1面か

ら100面まですべての面を選べるよう

になる。

ボニルを止める ゲーム中に①を押した

ままにしておくと、ボニルは止まるが

矢印は動かせる。

プロテニスワールドコート
4・900円 偶り)/ナムコ/Hu/'88.8.
11/スポーツ 0テニス

業務用にも逆移植さねたテニスゲーム

の名作。マルチパッドを使つての、4人

同時プレイを始めとして、ロールプレイ

ンググーム感覚のクエストモードや、個

性的なプレイヤ‐との対戦ブレイなど、

盛りだくさんの内容となつている。

田  :
04。 103。603。 903.704.104。 O③23.2

回  
・

=

サウンドモニタァ 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

モニターになる。

確実な横打ちサープ パッドの連射スイ

ッチを最高にしてサーブを打つ。する

と横からサープを打ち、確実に相手の

コートに入る。

画面が4分割になる クエストモTドで

「あかいきつねのおつゆはうまい」と入

力すると、4分害Jモ=ドでゲームが進

む。

隠しギヤグアイテム クエストモードで

ウイントンから右に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、融 のラ

ケット」が見つかる。浮き輪をくれる

ほこらから右に4、 下に2進んだとこ

ろを調べると、「鹿のふん」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

い選手でベアを組む。こうすると飛び

つきボレ‐のできない選手も、できる

ようになる。

面白バスワード クエストモードで左ペ

守ジの表の面白パスワニドを入力する

と、そねぞね変わつた状態でゲームが

始まる。

「かちろうJでスタ=ト クエストモード

の名前入力画面で何も入力しないと、

名前が「かちろう」になつてしまう。

ワ■ルドスタジアム
4.900円偶1)/ナムコ/Hu/.88:5。

20/スポーツ・野球

フアミコンで有名な『フアミスタ』の

PCエンジン版。モードは1人用、対戦、

ウォッチの3種類と少なめだが、だれで

も気軽にブレイできる難易度には好感が

もてる。操作性は抜群だ。

岬
04:003.501:803。 6③3。 903、 2③22。 0

" .・

傘対戦バスワード 次ページ上の表にあ

るパスワードを入力すrtば、すべての

対戦を選ぶことができる。

離れチーム 2Pモードで2P側が先攻に .

なるようにする。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もヽるとⅡ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

なる。左を押す回数は、オールドスタ

ーズ|ま 0回、メジャーリーガ=ズは 1

回tオールドリームスは2回、黒チー

ムは3回、赤チームは4回、自チニム

は5回。また、ウォッチモードでNをG
Iに決めてから、もう1回①ボタンを押

すと変なチームが現ねる。       .
2塁ヘスピード送球 1塁ランナーが盗

塁したとき、キヤッチヤーがボールを

持つていたら、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

1送れるも    i       :
グランドキ‐バーズ タイトル回回で①、

①、セレクトを押しながらランを押す。

するとビッカリドームのグランドキニ

パーズを見ることができる。

ウォッチモードの隠しチ‐ム ウォッチ

詈:
エラーさせる 相手チームが打球を捕る

直前に下と①を同時に押すと、必ず工

ラーする。           1

プロ野球ワーJbドスタジアム =

=91

51500円 (別)/ナムコ/Hu/'91e3. 1
21/スポーツ 0野球

前作の『ワースタ』から、約3年ぶり

に発売さねた野球ゲーム。基本システム

こそ変わらないが、いくつかの新要素が

加えらねている6今回最大の特徴は、4
人同時プレイが可能になつたことだ。

岬
03。603。404。 01Э4.104。 003.3022.4

四
全バスワード解析 パスワードの 1ケタ

目は自チーム、2ケタロは敵チームを

表し、次ベージ下の表Aか ら該当する

チームの数値を入力する。3ケタロは

勝利数を表し、表Bから該当する数値

を入れる。14ケ タロは必ず 1が入る。

例えばGチームとLチマムで13試合目

をプレイするときには、自分でGチー

ムを選んで「17El」 と入力して、相

手をLチームにする。ただし普通に選

べるチーム同士では、14試合目と15

試合目は選べない。またAチームとCH
チームは、3ケタロにそれぞれ13勝と

14勝のパスワードを当てはめないと出

てこない。

テストモード タイトル画面で①を9回、

①を 1回、ランの順に押す。すると画

押す回数 隠しチーム名

1回 赤チ=ム

2回 黒チ=ム
3回 オールドリァムス

4回 メジャ=り■ガァズ

15回 オールドスタ丁ズ
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べいび■じんへび―ゆに

い N T :｀

::W iS C F lD R G L:

N FF2
T ′EE4 DE5 1 CE6 BE7 AE8 9E9 8EA 7EB 6EC
W FD4 ED5 DD6 CD7 8D8 AD9 9DA . 8DB 7DC 6DD
S FC5 EC6 DC7 CC8 BC9 ACA 9CB 8CC 7CD 6CE
C FB6 EB7 DB8 CB9 BBA ABB 9BC 8BD 7BE. 6BF
F FA7 EA8 DA9 CAA BAB MC 9AD 8AE 7AF .6A0
D F98 E99 D9A: C98 B9C =A9D 99E 89F 790 691
R F89 E8A D8B C8C B8D A8E 98F 880 781 682
G F7A E7B D7C C7D B7E A7F 970 871 772 673
L F6B E6C D6D C6E B6F A60 961 862 763 664
0 F5C E5D D5E C5F B50 A51 952 853 754 655
M F4D E4E D牛 C40 B41 鯉 943 844 745 646
A F3E E3F D30 C31 B32 A33 934 835 736 637
13 F2F E20 D21 C22 823 A241 925 826 727 628
14 F10 Ell 012 C13 B14 A15 916 817 718 619
15 Ю l E02 D03 C04 B05 A06 907 808 709 60A

面がテストモ‐ドに切り替わるも

セスナを落とす 試合開始前にド=ムを

開める。そして、異常に高いフライを

打つ。するといつもならホームランを

打つたときに出てくるセスナが、墜落

して野手にぶつかる。セスナにぶつか

つた野手は、必ずボァルを落とす。

隠しチームの対戦バスワード バスワT
ド入力画面で、一番下の表のパスワー

:ド
を入力すると、プロスタ■ズとチャ

ンバラヒー□―ズという2チニムと対

戦できる.            1
同チーム対戦バスワニド バスワード入

力画面で、右ページ上の表のパス

'7ドを入力すると、通常はできない同チ

表A ・
1

―ム同士で対戦することができる.

先発ビッチャーが連縛できる 通常は、

先発したビッチャニは次の試合で投げ

ることができないが、■度リセットし

てパスワードを入れて再開すねば次の

試合も投げられる。

ヘ

ベイビニ
`ジ

ョニ

7.200円 偶り)/マイクロワニル ド/
:i SCD/92.8。28/アクション

アメリカのパソコン、アミガからの移

植。家から遠く離れた田舎で迷子になつ

た赤ん坊のジョーがママのもとへ帰るの

がゲームの目的だ。出現するアイテムもご

ガラガラや哺乳ビン、
:オ

ムツなどそれら

ししヽものばかり。        ,
田
02。901aoo2.9⑤2.9③2。 803.3③ l■9

四       
―

無敵の赤ちゃん誕生 パスワ■・ドを

SUPERBA3と 入力するcこのとき

lWRONOtttと表示されるが気にせず、

PLAYを選ぶ。ゲームをスタートして、
｀

プレイ中にセレクトを押すと、ジョー

くんが一定時間無敵になる。そのうえ、
八―卜やガラガラの数が最大で、最初
からスーバーおむつを装備した状態に

なつている。無敵の効果が切ねてしま
つたときは、再びセレクトを押せば無

敵の状態に戻すことができるも i  :
無敵状態の解除 無敵技を使つている状

態で、セレクトと①を同時押しをする

と、無敵状態が解除。

自減コマンド ゲーム中に、セレタトと

①を同時押しすると、自キヤラがやら

れたことになる。

ヘビ■ユニット
`:6.600円

偶り)/タイトー/Hu/.89.
=12.22/シ ューティング

自機はアイテムを取ることによつて日

ボットに変形し、パワーアップすること

ができる。難易度は業務用と同様に高く

一度ミスしてしまうと復活するのが大

変。サイパーな雰囲気がウリ。

園

1・

03.603。 503。 203.403。 403。 4④20.4

囲
オプションモ■ド タイトル画面で方向
=キニの左と①ボタンを押しながらセレ

クトボタンを押すと、'難易度や残機が

変えられるオブションモードに。 :
:自暴千=ド

・上のオプション下■:ドで、
①ボタンを46回t①ボタ:ンを96回押

rチニム  G C W D S T L Bw

数値   1 2 ３

・
4 5 6 7 8

チーム  Bu F 0 H N M A CH

数値   9 A B C D E F 0

表B

勝利数 2 3 4 5 6 7
数値 3 4 5 ,6 7 8 9

勝利数 8 9 10‐ 12 13: 14

数値 A B C :D E F 0

敵チーム プロスターズ チヤンバラヒニロニズ

Gチーム 6446 OFF0
cチ三ム 9668: ECCD
Wチニム A668 5223
Dチーム 4FFl A667
Sチーム OAAC FAAB
Tチニム lMC 3DDE
Nチーム ACCE El12
Lチ=ム 9113 lAAB
8Wチ■ム 7EEO :4CCD
BUチ=ム

i F557 0778
Fチーム 6BBD 8EEF
0チーム E224 6BBC
Hチーム CFFl 9DDE
Mチーム 4557・ 4667



へるふあい～ぼなんざぶ

対戦カニ ド パスワード 対戦カード パスワード

G vs G ・77Eア ｀
C vs C FFFE

WvsW 8886 D vs D BBC8
8874 T vs T 7732

N Vs N 5539 Lvs L BBB5
Bw vs Bw 444D BuヤSBu 222A
F  vs F 9930 O vs O BBEl

H vs H BBCO M vs M 777A

してランボタンを押す。すると、画面

の色が自黒になる。

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、①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。

タイトルでバグる タイトル画面で

FTAITO」 の文字がなからなに移動す

るときに、「TA:TO」 の「:Jと 、

「HEAVY」 の「Y」 の字が垂直に並ん

だときにランを押すと、一瞬バグる。

曲が変わる ステージ1‐ 1の 3匹竜がい

るところで空の色が変わつているとこ
i 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.

エンディングで動く 最終ボスを倒した

ら、動き続ける。すると、エンデイン

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。

へ,レフアイア■S
60800円 偶り)/NECアバニュ=/CD/

:'91.4。 12/シューテイング

攻撃方向を、前方、後方、斜めに4方

向、上下の4種類に自由に切り替えらね

る。自機の攻撃力は、アイテムを取るこ

とで最高6段階までアップする。

田
04。 104.103。 703.803。 803。 8③ 23。 2

囲
含体多方向攻撃 まず、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3次に2Pでゲームを

始め、スピードアイテムを取る。する

と重なつていた自機が少しずねる。そ

こで、ワザと重なつている片方の自機

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t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

持つ敵を後方シヨットで倒すと、アイ

テムを3つ入手できる:

弁

6.200円 偶1)/サン電子/Hu/・ 89.

12.22/RPC    t
このゲームは複雑なダンジヨンなどを

用いずに、シナリオの展開と戦闘の面白

さを存分に楽しめるように作らねてい

る。また和風の要素が生かさねて、コマ

ンドや名前は漢字で表示される。

呻      
‐

α 。1046003。 803:704。 203.7③ 23.5

囲
おもしろパスワード バスワードを「お

こねるものもひさしからず」と入力す

るとサウンドテストになる。また、「な

つ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ることがで

きる。

経験値が30000入る ゲームの終盤で、

エゾにある「舞空印」を手に入れたら、

こねを使つて関東地方の西にある、富

士山へ行つてみよう。富士山では「金

龍」が現ねて、戦わなくても30000
の経験値がもらえる。

沙夜香が2人  「ねへおこば じなぼじ

ふ ぽきるばぼ はすしさや ぐみぼ

ぼえ ひめろのも ふじよそま ペヘ

ヘぜも のへさりみ おぼぽぶが ふ

ざぞがび ふぶせまも ほくにたば

ひわ」とパスワードを入力すると、沙

夜香が2人いるパーテイになる。

ほ

t

冒険男爵ドン サン〓ハート

編
6.800円 偶1)/アイマックス/Hu/
。
92。 1。4/シューティング

全5ステージの横スクロールシユーテ

ィング。ステージの地形に合わせて自機

を乗り換えていくのが特徴。オブシヨン

で、ゲーム中にビジュアルが流れるドラ

マモードと、純粋にゲームだけを楽しめ

るゲームオンリーモァドを選択すること

ができる。

中     :・

()3.4(勤 3.002。 703。203.20310(01｀ 8。4

HAWK F‐123
6.800円 '(別)/パ ック・イン・ビデ

オ/SCD/。 92.3。 13/シ ューテイン

グ

最新鋭の戦闘機に乗り込み、敵軍隊を

倒して、敵基地中枢にあるメインコンピ

ュータを破壊することが目的6基本アイ
:テ

ムのほかに、取るとストックさねる特

殊アイテムがある。

呻‐
03。 103.103.203。 402。 803。 0()18.5

ばつぶるメイル
7.200円偶り)/NECホニムエレクトロ

ニクス/SCD/'94。 8。 12/RPC。 ア

クション            1「
日本フアルコムのパソコンゲームを移

植。アクシヨンステージはオリジナルの

3面を加えた全8ステージ。キャラデザ

インを一新した。

中
04。2036803.703。 703e803.5③2217:

ぼづぶhまじつく
6.980円 (別)/日本テレネット/
SCD/。9287.24/ア クション :

風を操る魔法使いの少年少女が主人

公。メルヘンチックな全 10ステージを

冒険する。2人同時プレイも可能。敵を

攻撃するとスピリットボ=ルと呼ばねる
球に変わる。この球をぶつけ合うのだ。

田
04.604。 003.503。 903。 503.6023。 0

囲
ステージセレクト タイトル画面で①と

①を押しながらランを押す。そして、

ゲームをスタートしたあと(ポTズを

かけてセレクトを押すと、数字の輸が
2つ現ねる。左側の輸でワール ド数、

´
右側の輸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。①でキャンセル。ワールド数を

決定してからステージ数を決定してラ

ンを押すと、好きなステァジから始ま

る 。                         .

隠し魔法 タイトル画面で、①と①を押

しながらランを押す。そして、セレク

トで魔法を選ぶと、消費MPが 0で最

強の「ネズミの魔法」が使える。

ボナンザブラザーズ
6.800円 (別 )/NECア ベニュー/
SCD/'92。 7.31/アクション

すこ腕のどろぼうボナンザ兄弟がFBl

から依頼を受けて、悪の組織をつぶすた

め証拠物件を盗み出す。各ステージの制

限時間は3分間。敵の攻撃やトラップを

かわし、証拠を集めて脱出するとクリア。

田 調

04。 103.803.403。 803。 903。 8③22。 9

四        i
無限コンティニュー まずマルチタップ

を用意し、2人プレイでゲームを始め

る。2P側をゲームオニバーにしてクレ

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。ゲームが始まつて2P側の

キャラが復活していねば、このウルテ

クは成功。ゲ■ムオ=バ
ニになつても、

.ク レジット数の表示がバグうた状態に
:

`つ

|てしヽてt何度で●コンテイニユ■
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ほのおのと～ぼんば―ま

できる。

炎の闘球児ドッジ弾平
6。500円lFll)/八 ドソン/Hu/'92:9。

25/シミュレニション

ドッジボールブームの大つけ役となつ

た浸画のゲーム化。パスの相手や、シュ
ートをどのくらいのパワーで誰に撃つか
など、コマンドを的確に出すことが試合

のポイントになつている。      1
口        :
03.703。 203。 403.Ю 3。4②3.3①20。 4‐

四
最強バスワード バスワード画面で、1

「444FCBA9」 と入力すると、5つの

神器をすべて持つている状態で最初が
ら始まる。また、「45EOC326」 と入

力すると、全員がほぼ最強の状態で始
まる。       ,

ボピュラス
ア.800円偶1)/八 ドソン/Hu/'91.4。

5/シミュレ,ション   ■  i
ブレイヤーが神となり、自分の種族を

繁栄させつつ、コンピュータ側の悪魔を

全滅させる。直接人々を操作することは

できない6数々の奇跡を使つて、人間の

住みやすい環境を作つていく。

田
03.203.103.203.4③ 3.704.l③ 20。 6

囲  |:
ミュージック&SEテスト 画面右スミに

あるWモニターのアイコンにカーソル

を合わせ、右下と①を同時に押すと、

ミュージックテスト&SEテストができ

るようになる。方向キーでメ三ューを

選んで、①を押すと曲を聴くことがで

きる。

ボピュラス ザ,ブロミスト

ランド         :
50800円偶1)/八 ドソン/SCD/'911
10.25/シミュレーション :

・八ルマゲドンを題材に行われる、神と

悪魔の戦い。土地を造成させて、人間を

増やしたり、建物を作るなどの操作で種

族を繁栄させ、1相手を滅ぼすことが目的

だ。                :
闘        :
03。703。 403。 503.203.6C3.6③ 20。 9

四        :
ミュージックSSEテスト 画面右スミに

あるlV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①を押す

とメニューが現れる。方向キーで選ん

で、①を押すと出を聴くことができる:

オ,プニングを飛ばす 起動画面から:

①を押しながらランを押し、八ドソン

のマータが出るまで①を押し続ける。

すると、ポピュラスのタイトリレ画面が

表示される。また、①を押しながらラ

ンを押し、①を押し続けていると、プ

ロミストランドのタイトル画面が表示

される。

ホラーストーリー

フ.200円 (別 )/NECア ベニュー/
SCD/。93.2.26/ア クション   ・

業務用からの移植。時代や国が入り乱

れるパラレルワールドを舞台に、妖怪や

お化けなどの魔物と戦う。2段階のジャ

ンプが特徴。高いところから頭を踏むと

強い敵も一撃で倒せる。2人同時プレイ

も可Q

闘    :
02.7021902.802。 903。 0()2.7⑬ 17.0

ポリス・ コネタション
フ.600円 (別 )/日 本テレネット/
SCD/'93.2.26/その他・ボニドゲ
ーム

ボ,ドゲームとアドベンチャ,が ドッ

キングした内容のゲニム。サイコロを振
つてボード上を移動しながら、事件を解

決していく.止まつたマスによつては、

イベントや事件に関する情報を聞ける。

呻
()2。 903.303.102。 5CD2.6()2。 O③ 17.4

囲      :
環境設定 聞き込み中にセレクトを押す

と、歩くスピードとメッセージスピユ

ドを設定できる。

ボンバーマン
50300円 偶1)/八 ドソン/Hu/'90。
12。7/アクション

フアミコン版をリメイクした、パズル

要素を含んだアクショングーム.多人数

プレイがウリのゲ=ムで、最大5人まで

プレイできる。

闘
04。303.404.204。 lG醸 4。 403.5③ 23.8

囲      :: |
‐
最終面バスワード バスヮードを「RWO
OHVVV」 と入力すると、最終面の3
8か ら始められるbしかも、大力が最

高のレベル5よりも上の13になつてい

る。

5人―緒にブレイ 5人用マルチタップ

をPCエンジン本体につなぎ、タップ

の 1にパッドをつないで、バトルゲー

ムの5人でゲームをスタートする。そ

して、ゲ三ム中どこでもいいからボニ

ズをかけ、マルチタップを外してパッ

ドを本体に取りつける。あとはポーズ

を解除し操作するだけで、5人のボン

バーマンが同じ動きをする。

30秒間無敵になる 「フアイアースーツ」

のアイテムを着用しているときに、1爆

弾をボンバーマンの近くにしかけるよ

そして、爆弾が爆発すると同時に①を

押し続けると、ボンバーマンが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。タイトル画面が現ねても何もしな

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、①を同時に押す。

そして選択項目が現ねたときにランを

押すと、オープニ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o「アイテムセレクト画面が現

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なる。

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つておき、パスワ

ード入力画面で、「BOMSOUND」 と

入力する。すると、爆発音が鳴リバス

ワードがクリアさ組るので、あらかじ
‐
め取つておいたパスワードを入力し直

すとサウンドテストになる:

各種バスワニド バスワード入力画面で、

下の表のとおり入力すると、それぞね

の状態になる。

隠しビジュアル マルチタップを接続せ

ずに、対戦モードを選択すると隠しビ

ジュアルが見らねるc

ボンバーマン・93
6:500円鰐り)/八 ドソン/Hu/'92。
12.11/アクション

グームのシステムは前作とあまり変わ

つていないが、トラップや新アイテムの

増加で遊びの要素が大幅に追加さね、さ

らにおもしろくなつた。ノーマルモ=ド
は全6ラウンドで、1ラ ウンドにつき8
つのステージがある。    = |
園
a.403。 6C14。 104.304。 6C)3.8⑬ 24。 7

四
便利なコンフィグレーション ノーマル

ゲームをクリアして、エンデイングが
1終わつたときに、①を押しながらラン

を押す。このとき音が鳴つたら、リセ

ツトして再びノーマルゲデムを始める

とボス紹介のあとにコンフイグレーシ

ョン画面が現ねる。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、ボンバー

マンのストック数の変更などをするこ

スター ト時の状態 パスワード

1面ボス戦から RAWHHCPN
2面ボス戦から UBCZTPVL
3面ボス戦から UWKKOVSL:
4面ボス戦から MKZNMNVU
5面ボス戦から MXECVNTV
`6面ボス戦から MBHALVL
7面ボス戦から ROFBOQEU
8面ボス戦から UAAF「HNP
最初から大力Lv8 UKBLMNKP_
最初から最強状態 MOAAVMSU



ぼんば―ま～ま―じ:ゃん

ステージ パスワード

A‐8 FJLFBHKB
B‐8 FJLFAttB

C‐81 :KLFEFNB

Dc8 」KLFAHMB
E‐8 KKLFAHNB
F‐8 MKLFAHOB
G‐8 NKLFAHPB

とができる。また、ゲーム中の音楽や

効果音を聴くことができる。

隠し画面 マルチタップでlPと 5Pにパ

ツドをつなぎ、タイトル画面でlP側

がバトルゲームを選んですぐ、5P側の

セレクト、ラン、①l ①を押せば隠し

画面になる。

ボスパスワード :上の表のパスワードを

入力すると、各面のボスと戦える。

いきなり注意 パッドを1つだけ接続し

てバトルゲームを選び、文字が点滅し

ているあいだに、上、①、①、ラン、

セレクトを同時に押し続けると、タッ

プがつながつていないことを警告する

注意国自が表示さねる。

ボンバーマン
194

6,800円偶1)/八 ドソン/Hu/'93。

12。 10/アクシヨン

人気シリニズ『ボンバーマン』の一作。

爆弾を仕掛けて敵を倒すというシンプル

なゲーム性ながらt人間性を壊しかねな

いほどの自熱したバトルが楽しめる。1

人プレイのノーマルモードと5人までプ

レイ可能なバトルモードがある。

岬
04。303.404。 1(D4.004。 303.6023。 7

四
サウンドルーム タイトル回向で右、左、

左下、下、右下t①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。上下で番号を選び、①でスター

トする。

ボン′ヽ―マンがまわる バトルモードで

勝戦回数を選ぶときに、左か右を押す

とボンバーマンが回り出す。

全ステージバスワード バスワード入力

画面で、下の表のパスワードを入力す

ると、好きなステージから始めらねる。

無敵になる パトルモ‐ドで古城面を選

択してゲ■ムを始める。そして、ビン

クルニイが出たら①を運打しながらワ

ープ穴の上を通過する。ここで、ワー

プしなければ成功。そうすると無敵に

キヤラ名 コマンド

陣 左、下、左下+上段攻撃

テイテイ 下、右下、右、右上十上段攻撃

禅 下、左下、左十中段攻撃

レイチェリレ 左、下、左下+上段攻撃

アヴア 左、下、左下+上段攻撃

ホイ 左にタメ、右十下段攻撃

マ八ンパ 右、右下、下、左下、左、右+中段攻撃

ゴルドー 右、左、右、下+中段攻撃

ケイオス 下、左下、左+中段攻撃(武器必要):

ボビー 左、下、上十中段攻撃

なつている。        …

プロックが増える まず、ゲームをいだ

てん面で始めるか、駿足病になる。そ

して、イエロールーイに乗つてプロッ

クを蹴り、そのブロックに追いついて

もう一度蹴る。すると、次々にブロッ

クが増えていく。

ボソヽい マンばにつくボンバ

6.800円偶U)/八 ドソン/SCD/'94.
12:22/パズJレ          ・

業務用からの移植作品。落ちものタイ

プのパズルで、今までの「ボンバーマン』

シリーズとはゲームの形態は違うが、爽

快感は健在。パズルの中に、シリーズの

特徴である爆弾を爆発させる要素をうま

く取り入れている。

呻
03。703。 503。 703。 7③ 3‐ 9α)3。 5③22。 1

ポ ン ピング ワール ド

40500円 偶り)/八 ドソン/CD/・ 91。 5。

31/アクション

上から落ちてくるボールをよけなが

ら、武器を使つて撃ち落とすアクション。

ボールは攻撃すると小さくなつていき、

一番小さいボニルに攻撃を当てると消

滅。画面上のボニルをすべて消すとステ

ージクリアとなる。

中
03。503.233.903。 703.403.4021.2

マーシヤルチヤンピオン
7:800円 (別)/コナミ/SCD/。 93.

12.17/アクシヨン    :
業務用からの移植。上段、中段、下段

の攻撃やステージモードのトーナメント

制など=般の格闘ゲ■ムにはない斬新な

システムが特徴。PCエンジン版には、

オリジナルの団体戦のモードが新たに追

加されている。

呻
03。803。 703。 003。 003。 302。 9:Э19.8

囲
超必殺技コマンド キヤラの体力が4分

の1以下になつて体カゲージが点滅す

ると、超必殺技が使えるようになる。

各キヤラことのコマンドは上の表の通

り。コマンドはキヤラが右向きのもの。

鷹雀オンザビーチ

70800円 (別 )/NECアベニュー/
SCD/'93。 930/アダルト◆麻雀

セーラー服や水着姿の女のコたちと八

ワイで麻雀勝負をするこのゲーム。目的

は、行方不明となつたプレイヤーの彼女、

静香ちゃんを捜し出すこと。手がかりを

得るために、麻雀で女のコを負かし、情

報を入手しよう。

中
04。403。 503.203。 7Э3.403。 4021。 5

麻雀学園 東間宗四郎登場

7.980円 偶1)/フエイス/Hu/189。

11。24/アダルト。麻雀

2人麻雀タイプで、様々なアイテムを

使うこともできるb脱衣麻雀である学園

モードと、日本全国を旅する全国モード

の2つがある。学園モードでは最強の雀

士を、全国モードでは闇の麻雀組織のボ

スを倒すのが目的。

岬
04。 003.503.303。 8③4el(D3。 9①22。5

囲
面セレクト モードの選択画面で、学園

モードを選択して左、右、①、①、左、

右、①、①の順にコマンドを入力する。

成功すると、「ピン」という音がする。

①ボタンを押す回数で面数を選び、学

園モードで始めると、行きたい面に行

ける。            ｀

全員見られる モニド選択国口で左t左、

右、右、①、①、①、①と押し、さら

に①、左t右 t ①t上 :上、左、①、

1 2 3 4 5 FINAL

2200 4501 4502 6803 8114 0515
2 6800 8111 8112_ 0513 2814
3 5120 7421 7422 9723 1134
4 な し 1051 1052 3353 5654
ボス' 7420 3351 3352 5653 7954



ま二じゃん

下、右、C、 C、 下、上、下、ラン、

C、 ①、上、ラン、O、 左、右、右、

上、上、上、下、C、 左、下、①、ラ
・
ン、右、下t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′ヾスワード 全国モードでパスワー

ドを「とうまそう しろうまあじや
んがくえん」と入れると、、全国をま1ぎ

らに制圧していて持点を2121500点 ・

持つた状態で始まる。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。
コンティニュー1回増加 コンティニユ

ー画面で1分間以上何もしないで待つ

たあと、方向キ‐を時計回りと逆に1

周以上押す。すると、音が鳴つてコン

ティ
=ュ

ーが1回増える。     `
コンティニュー3回増加 コンティニュ

ー画面のときに、3分間以上何もしな

いで待つたあと、上を10回押す。す |

ると音が鳴つて、コンティニューが3
回に増える。        、

コマーシャルが出る 2倍役満を上がる

と、突然フェイスから『不思議の夢の

アリス』のコマーシャルが出る.

催促される テンパイしていない状態で、

_ リーチをかける。こねを3回繰り返す::

と、3回目のリーチのあとにブッとい

う音がして「リーチまだ!?」 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、①、①、右の順に入

力する。

ビジュアルテスト モード選択回自で①:

①、①、①、右、左、右、左の順にコ

マンドを入力する。こねでビジュアル

テスト画面になりl①を押すたびに画

面を変えることができる。

.麻雀学ロマイルド

7。980円偶J)/フエイス/Hu/'90.6:
29/アダルト・麻雀・   :・

l 売り切れを起こした『麻雀学園Jの、

グラフィックの刺激的な部分を弱めて作

り直されたゲーム。麻雀ゲーム自体の内

容は全く同じ。麻雀学園での、脱衣以外

の特色だつた音声合成や多彩なアイテム

も、そのまま活かされている。
'

田
03。603。 3026703。 703。 703。 2③ 20。 2

: 

―

            |:     : `     :

面セレクト モニドの選択画面で、学園
| モードを選択して左、右、①、①、・左、

右、①、①の順にコマンドを入力する。

成功すると、「ピン」という音がするの

で①を押す回数で面数を選び、学園モ

=ドを始めるとt行きたい面に行けるざ
,1全員見られる モード選択画面で左t左、

右も右、①、①t ①、①と押し、さら

に①、ヽ左、:右t①、上、考上
=左

t i① t

下、右、G、 ①、下、上、下、ラン、

①、①
`上

、ラン、①、左、右、右、
上、上 上、下、①、左、下、①、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 1

きる. ¨

コンティニュニ増加 コンティニュー画
面で1分間以上何もしないで待つたあ

と、方向キーを時計回りと逆に1周以
上押す。すると、音が鳴つてコンティ

=五
一が3回増える。さらに、コンテ

イニュー画面で3分間以上何もしない
で待つたあと、上を10回押すと、コ

ンティニューが10回増える。ただし、

2番目のコマンドは、1番目のコマン

ドを入力してから入力しなければなら

ない。合計でコンティニューが13回

増える。

キャラを見られる モード選択画面で①、

①ご①ご①、右、左、右、左と入力す =

る。すると、①を押すたびに全国モー

ドのキヤラを見ることができるように

なる。 i
面白′ゞスワTド 右上の表のパスワード

を入力すると、色々変わうた状態で始
めらねる。   '        `

サウンドテスト モード選択画面でC、

①、左、左、右、C、 ①、右と入力す

ると、画面が切り替わつてサウンドテ
ストができる。          こ

催促される テンパイしていない状態で、

リーチをかける。こねを3回繰り返す
・と、3回目のリニチのあとにブッとしヽ

う音がして「りニチまだ!?」 と催促さ

ねる。

鷹雀クリニックスペシャル

7.800円 (別)/ナ グザット/SCD/
'93.9。 24/アダルト・麻雀
ショートシナリオを次々に解決してしヽ

く、アドベンチャー要素の強いゲニム。

女のコばかりの病院が舞台だけあり、ビ
ジュアルはたづぶり用意さねている。し

かし、極めて露出度の高いビジュアル1ま ,

ない。

申
()3。 903。 102.903。 4()3.2C)3。 1()19.5、

囲        :
音声OFF マップ画面でランを押すと、

ゲーム中の音声のON、 OFFを選べる

ようになる。

麻雀悟空スペシャル

6.300円 Gり)/サン電子/Hu/。90:8,

10/アダルト0麻雀

`麻雀悟空は、本格的な4人麻雀として

各機種で発売された有名なゲームざPCi
・Iンジン版には、悟空が三蔵法師と.共に :

天竺へ旅するというストーリー性が導入 :

さねている。旅の途中で敵と遭遇すると、1

1麻雀で対決することになる。
‐ 1 =::

…

    
…まあじやん がく蔵 うま そうしろう/

開 しVビ もあてんおおく くだいもな

ぬQころ みせてくだざい すこしても

呻
,()3.103。 002.803.2CD3。 0()3。 0《D18。0

m =｀
いろいろモード ・麟 から」を選び、?

??????'とノミスワードを入力し、
1 1を押す。「FNttER・・・Jというメッセ

ージが出るが、ここで2を押す。する

とタイトル画面に戻るのでヽ日本じめか

ら」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ざいろいろ

なことができる。タイトル画面で2を

押すとサウンドテストになり、方向キ
: ―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ヽ オニラスま

でワープする。アニメシーンのとき2
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2を押すと、戦わずに勝つことがで

きる。   1

鷹雀刺害列伝鷹雀ウォーズ

5:400円偶J)/日 本物産/Hu/490,2.
1/アダルト・麻雀

2人麻雀タイプ。4人の麻雀刺客を倒

していく対戦モードと、RPGモードの2
つのモードがある'。 編PCモードでは、

マップ画面を移動して情報を集め、戦闘
シーンで麻雀のグーム画面に切り替わ

る。

中
03。903。 003.203:l① 3。 4②3.4③20。 0
lllil:llllllll:li:!:ll

名なしてバグる RPCモードを選び、ネ
ーム登録画面ですぐに「おわり」を選

ぶ。ゲームが始まつたら、①を押して

ウインドウを表示きせて・「ぎじゅうJ

にカーソルを合わせて①を押すらする
:と

「ももよ」というのが出てきて、
`バ

グづた国口を歩けるようになる。 1
変な顔 まず、対刺客戦モードでゆきお

と対戦する。次に、リァチをかけらね

ない状態のときにリーチをかけて、続

けてロンする。そしてリーチを取り消

すと、ゆきおの歯が欠けたような変な

顔が見られる。

マTジヤン,ソ■ドプリン
セス・タエスhHE  =
、80800円鰐り)/ナグザット/SCD/

・
.953.11/ア

ダルト0麻雀
I RPCの ようなストーリニ性を持つた

ゲ■ム。女戦士ルティアが、伝説の剣‐

rマージヤンソニドJを探す旅に出るス
=卜■リーモードとtiス トニリーモ■ドで

倒した敵と自由に対局できるパトルモ■

6ノ



ま―じゃん～まかいはつ

，
　

ヽ

ドがある。

Ⅲ 調

麺)3。 703。 103。 0礎D3:3(D3:3受 )3.1(D19。 4

四
カラオケボックス ストーリーモードを

クリアして、再度□―ドすると、マッ

プ画面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、グームを始めてアイテムショップ

:に行き、リーゼに「ありがとうござい
。ましたあ !Jと言わねるまでセレクト

を連打するおすると、麻雀対局のとき

:と、配牌に力

「

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

れるようになる。          
°

エスティローダ…登場 ストーリーモー

1ドで、5人のプリンセスを倒すまえに、

ライテムショツプ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

れに売つているリーゼの服を買う、ミ

ニゲーム1「Stamp Go!!Go!」 で勝

つ、という3つの条件をクリアする。
すると、最後にエステイローダーとい

う隠しキヤラが登場して、対局できる。

鷹雀覇王伝カイザーズタエ

スト:   …tt
7,200円Gl)/UPL/Hu/・ 92.2.28/

アダル ト0麻雀

デフォルメされたキヤラが登場するゲ

ーム。ブレイヤーが若き英雄となつて、

敵と戦いながら国を征服していく国取り

モードは、シミュレ=シヨン仕立ての作

りになつている。もちろん普通に麻雀を

するノーマルモニドも備えている。

田  `|    :

(D3。 703.O03.2GD3.0(D3.2()2.9C)19。 0

四
配牌が即テンバイになる ルールを変え

ても変えなくてもいいから「ゲームせ

っていJ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、①を押し続け

るだけ。
1 1    

■‐,

サウンドセレクト 「ルールせつていよ

画面でセレタトを組すと::サウンドテ
ストになるoサウンドテストでは方向

キーの左右で曲を選びt①で音楽をス

タートし、①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―じゃんフアッシヨン物語
18.500円

Gり)/日本物産′/SCD/。 94。

9◆ 16/アダルト0麻雀

日本物産が放つ『セクシTアイドル麻

雀』に続く実写取り込みの麻雀ゲーム。

メインとなるストーリーモードは、探偵

となつてアパレル業界で活躍するもの。

また、麻雀以外にミニゲームも楽しめる

ようになつている。

Ⅲ 調

03。402.903.0罐 )3.1く )3.7受)3。 O③ 19。 0

酬      :
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t画面の上に

「テスト」
「
と表示さねる。この状態でど

: のモードでもいいからゲームを始める

: と、女の子たちのグラフイックを見る

: ことができる。ここではl①で次の画

面が見らねて、①で前の回口に戻る。

イージーモード モード選択画面で右を

: 10回押し、ゲームをスタートすると、

難易度の低いイージーモニドになる。

デバッグモード モニド選択画面で左を

1 10回押し、ゲームをスタートすると、

1 デバッグモードになり、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トを押し続

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 ビジユアルテ

ストとイージーモードの両方のコマン
1 ドを入力してから始めると、ビジ三ア

' 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ねる。

麻雀レモンエンジ土,レ :

1 8.800円偶1)/ナグザット/SCD/
i t94.2.25/ア ダブレト・麻雀

以前放映されていた深夜ワクの5分間

アニメ「レモンエンジェルJのゲーム化。

ブレイヤーは、 トモ、エリカ、ミキのな

かから1人を選び麻雀で対戦。プレイヤ

ーが勝つと、スト三リーが展開していく

ようになつている。

田
(D4.2嵯∋3。 2(D3。 0運D3。 103。 4貶)2。 8《)19.5

マイトアンドマジツタ 1
フ・200円Gl)/NECア ベニュー/´CD/
.92。

1。24/RPC _.
海外でヒットしたパソコングニムの移

植作。フイールドや街、ダンジョンなど

すべての場所が3D表示となつている。

クエストと呼ばれる大小のイベントをこ

なしていくうち、ゲ■ムの目的が徐々に

わかってくる。
1呻 |l  i           :
()3。 5(勤3。 303。 103.0(D3.3受 )3.3《 D19:5

マイド,アンド・マジツタロ
6:800円偶1)ィ八ドソン/SCD/393。
10。29/RPC 、  ・ : ■ :

パソコン版の3作目からの移植
`グ

ラ

フィ:ッ タのクオリディが大幅にグレニド

アップした。移動以外の行動をすべてア

イコンで選択するなど操作性も向上。用

意されたキヤラ以外に自分でキャラを作

ることもできる。

中       ヽ

03。 303。 603.203。 303.703。 4020。4

囲
すぐにエンディング 項目変更画面0
名前を「?END?DNE」 と入力する。

すると、エンデイングが始まる。ただ

嵌 :名前を決定するときは、ランを押

さずに、「END」 の項目を選んで決定

することし          。

最強レベルでスタート 項目変更画面で、

名前を「?IHSOCO丁Jと入力する。
・するとt最高値のレベルのキャラで、

最初に訪ねるフアウンテンヘッドの街

からゲームを始めることができる。た

だし、名前を決定するときは、ランを

押さずに、「END」 の項目を選んで決

定すること。

マインスウイーバ■

6.200円栃J)/パ ツク・イン◆ビデ
オ/CD/'92.3。 20/パズル

バネルの下にランダムに隠された機雷

を避けつつ、機雷のあるパネル以外をす

べて開くとゲ‐ムクリアになる。10段

階の難易度設定ができ、難しくなるほど

機雷数が増える。このほかに3つのゲー

ムモードがある。    |
呻  :   ・・

・03◆ 303。 403。 203.6③ 3.803.4③ 2016

魔界ハ犬伝SHADA I
5:500円偶1)/データイースト/Hu/

1 ・89。4。 1/RPC。 アクション

′ 里見八犬伝をモチーフに作らねた和風

ア`クションRPCo PCエ ンジンの機能を

生かした美しいグラフイックが見物だ。

主人公は八犬士の1人で強大な敵を倒す

ために、仲FE5を探す旅に出る。

田  :   、

03。403。403.2運 )3.2(D3。 4C)3。 0(D19.6

囲
セープで敵が消滅する 戦闘中に敵に日

ま楓たり、戦いをさけたい場合には、

いつたんセープする国口にする。そし

て、もとの画面に戻すと敵がいなくな

る。              ‐

毒を消す方法 毒を受けてしまつたら、

いつたんセープをしてワザとゲームオ
ニバーにする。そしてセープしたとこ

ろから始めると、毒が消える。

隠しアイテム 里見ケ原の北の、まわり

が道に囲まれている1本の本の根元を

調べると、幻の鍬「むらくもJが手に

入る。そして、同じ本の右下の辺りを

調べると500文が手に入る。またヽ里

見の村の長老の家の下にある木の上を

調べると、鋼の輪が見つかる。 :=
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まかいぶり～ますた―お

魔界プリンスどらばつちゃん

6.700円 偶1)/ナグザット/Hu/.90。

12。21/アクション     :
ナグザットのマスコットキャラとも言

える、どらぼっちゃんが大活躍する。中

身は縦横スクロールのアクショングー

ム。ほのぼのとしたゲームの世界と、コ

ミカルなキャラクタが魅力.

園
04:303.4Ci3。503.503.303。 4021。4

回
隠しアイテム 1面の中ボスのところヘ

行くとき、名もな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破壊して進むと、

小執事さんがいてlUPとライフ回復ア

イテムをもらえる。

ダッシュできる 左、右どちらか進みた

い方向に2度すばやく入力すると、す

ばやく移動するダッシュをすることが

できる。

魔境伝説
50200円 (別 )/ビクター音楽産業/
Hu/'88.9。23/アクション

キャラの動きと面ことの仕掛けが凝つ

ているアクショングーム。ビクタニ音楽

産業が、PCエンジン参入第 1弾として

発売した。初期のラインナップの中でも

できが良く、操作性も良い方。

口
()3.903.7(D3。 4鯉)3.5()3。 7()3.2饉 )21。3

四    |   :
コンティ三二…増加

:ゲ
ームオーバニ画

面になつたら、①ボタンとセレクトボ

タンを押しながら、左を連打する。ゲ

ームオーバー画面が表示さねている間

に左を押した回数だけコンティニュ=
が増カロする。

由が変わらない 1面で緑のアチャを3
匹連ねてボスのところまで行くと、ポ

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、曲がボスのもの

にならない。

マジカルサウルスツア…
80700円 偶り)/ビクター音楽産業/
CD/.90。8.24/その他 0データベー

ス

見て、楽しんでお勉強するソフト。グ

ーム性はほとんどないが、アニメーショ

ンする恐竜の生態を、パノラマ画面で観

察したり、恐竜の進化の歴史を知ること

ができる。恐竜に関するオモシロ情報も

収録されている。

呻
04。003。 403。 003。 203。 003。 9①20.5

四        :
隠しキャラ 下の表の場所のttrA」 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。

マジカフレチェイス
7b800円 偶J)/パルソフト/Hu/191.
11.15/シューティング

魔女のリブルが、メルヘンチックな美

しい魔法の世界で活躍するシューティン

グゲーム。オプションと働く星の精、ク

ルルンとグルルンをうまく利用すること

が攻撃のポイント。敵キャラはかわいい

が、手こわいので気が抜けない。

田
04.704.504。 404:5Q4.504。 2⑬26。 8

囲
お金をいっばい持つてスタート モ■ド
セレクト画面で、左、下、右、上と押

してから、セレクトを3回、左、右、

①の順に押してからゲームを始める
`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 まずモードセレクトの

画面で、左、下、右、上、と押してか
らセレクトを3回、左、右、①の順に

押すと、サウンドテストの回向になる。

リブルがあわてる グーム中、ダメ■ジ

を受けているときにポーズをかけると、

リブルがあわてる。       ・
1

マジクール   :
6.800円Gl)/NECホームエレクト由
ニクス/SCD/:93.10.29/RPC・
アクション

攻撃はすべて魔法で行うアクション
RPC。 魔法はイベントやアイテムを手
に入れることで覚えていく。魔導士の少

年ルーンと精霊使いの少女メルヴィのど
ちらかひとりを操作。もうひとりはコン

ピユータが担当する.

呻
03.803.303.703。 3③3.6②3。 6① 21。 3‐

酬
ビジュアルをとばす ビジュアメレシニン

の最中に、セレクトを押すとビジュア

メレシーンをとばせる。

いきなリタイトル画面 起動画面でラン

を押して、NECのロゴが表示されたら

①を押しつばなしにする。すると、い

きなリタイトル画面が表示さねる。

魔晶伝紀ラ・ ヴアルニ

ア.200円 偶リン エ画堂スタジオ/CD/

091:3。 22/RPC     ・、

工画堂スタジオのパソコングームを向

社が自ら移植。シナリオに改良を加え、

画面レイアウトも一新されている。スト

ーリーは伝説の魔晶ル 。シエールとラ・

メールを巡る善と悪の戦いを7つのシナ

リオで描く。

田
()3.603。 803。 203.5CD3.5()3.7(D21。 3

魔神英雄伝ワタル
4・900円Gl)/八 ドソン/Hu/88。 8。

30/アクション

当時TVで放映されていた、同名のア

ニメを題材としたゲーム。ゲームは情報

入手や買い物ができるワタル面、戦闘が

メインである竜神丸面の2種類がある。

軽快な音楽とキャラの動きが魅力。

田
()4。 0燿)3.3∈)3。003.203。 102。 9縫)19。6

四
デバッグモァド オァプニング画面が点

滅している間に、パッドの①、①、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、
SOUNDを ①ボタンで06にし、セレ

クトを押す。そして、EFECTを①ボタ
ンで30にし、もう一度セレクトを押

すcすると、音がきたなくなる。

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
す。すると、ふり向かすに敵を倒せる。

金色のまねきねこ出現法則 第3界層は
1番目、第4界層は2番目、第5界層は
4番目、第6界層は1番目、第ア界層は
2番目にそれぞね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

きねこは出現しない。

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

面左端から右に向かつてジャンプし、
:右を押し続ける

`す
ると、ガッタイガ

ーが動かなくなる。

マスターオブモンスターズ
6。 500円偶1)/マ イクロキャビン/
CD/'91.2。 15/シミュレーション

プレイヤーはモンスターや精霊を魔カ

で操り、他国の魔法使いを倒すことが目

的。画面はヘクス表示タイプだ。登場モ

ンスターは70種類以上でマップ数も41
種類と豊富。また、魔法使いが使える魔

法が10種類以上ある。      1
呻
()3。 903.603。 403。 203.7()3。5()21.2

回
敵国を必ず降伏させる どのマップでも

隠しキャラ名 時代 場所

風神 自亜紀前期 アフリカの一番右にいる恐竜の後ろ足としつぼの間

宇自人 自亜紀前期 北米のマップの一番右端の画面右にある4本の本の弁 ト

宇自飛行士 自亜紀後期 ベーリング海峡の一番左にいる恐竜の頭部の左上
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まつどすと～まものはん

いいので、10タニンロまで進行させる.

次に10ターンロ以降のフエイズで、

ランを押して設定画面を呼び出し、メ

ニュ‐から降伏を選んで実行する。す

ると、なぜか敵国が降伏したことにな

りt自軍の勝利になる。  、

最強マスター「キャビンJ キヤンペー

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

マスターにカーソルを合わせて、右と

ランを押しながら①を何回か押す.す

ると、「キヤビン」という、最強のマス

ターが現れる。

マッドストーカー フルメタ

ルフォース
5。800円GJ)/NECホームエレクトロ
ニクス/AC/.94.9。 15/ア クシヨン

近未来都市を舞台に、スレイブギアと

呼ばねるロボット兵器で戦う格闘ゲー

ム。メインのモードは横スクロールのス

トーリーモード。ボスとの闘いは1対 1

の対戦となる。他に対コンピユータ戦と

2P対戦が可能なVSモードも。

田
、03。303。 403。 703.603.603.1(32038

囲
得するマルチタツプ マルチタップを接

続して、5Pにもパッドをつなぐ.そし

てプレイ中にポーズをかけて以下の操

作をすねば、それぞれ効果を得らねる。

まず5P側のランを押せば、その場で

ステージクリア。次に5P側のセレク

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

長になる。最後にlP側の①を押して

からポニズを解除すねば、自機の色が

変わる。色は4つあり同じ手順で変わ

る。

隠しメニュニ オプシヨン画面で、

LEVELを HARDt SEを 7、 BCMを
13に し、カーソリレをLEVELに戻して

①を押す。すると、隠しメニューが表

示さね、以下のことができるようにな

る。「SE VO日 UME」 では、自機が

「VS CAME」 に登場する6体から選ん

で使える。「SttACE SELECT」 では、

ステージセレクトができる。それぞね

の項目を左右で設定してから、①を押

してモ
=ド

選択画面に戻してゲームを

始めると、それぞ組の効果を得らねる。

ザコキャラを使える 「VS GAME」 を

選び、「lP VS COM」 か「lP VS
2P」 にカーソルを合わせ、セレクトを

押しながらランを押す.すると、スト

ーリーモードに登場するザコキヤラを

使うことができる。

隠しビジユアル ゲームを起動させて

「KOGADO」 と出たら、セレクトと①

と①を押し続ける。すると、隠しビジ
・ュアルを見らねる。そのまま、この3

つのボタンを押し続けねば、システム

のパージヨン違いの警告画面も見られ

る。

敵キャラを操作する まず、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、上の隠しメニューの

技を使い、「EXTRA VSMODE」 の欄

をONにしてゲ‐ムを始める。そして、

画面に敵キヤラが現ねたら、2γ4Pの

いずれかのパッドのランを押すと、そ

のパッドで敵キヤラを操作できる。

魔笛伝説アストラリウス

6.300円 偶り)/アイ・ジー・エス/
CD/'91。 6。21/RPG
音楽で敵と戦う異色のRPG。 戦闘で

は1人で演奏するソロ攻撃や、全員で一

斉に演奏することで精霊を召還するアン

サンブル攻撃などの攻撃法がある。妖精

の楽園アストラリウスを舞台にストーリ

ーが展開する。

田
03.60年 903。 703,303.60■ o③22。 0

囲       1
敵が出てこない 最初のキヤラの名前を

「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

以外の敵が出てこなくなるc

魔導物語 :資の率園児

Z800円傷り)/N[Eアベニユー/AC/
。96.12.13/RPG
MSX版から人気の高い3D oRPCを

アレンジ移植。登場キヤラはメディアを

活かし、しやべりまくる.主人公はSC
D版の『ぶよぶよCDJと同じ、人気声

優の三石琴乃が起用さねている。ほかの

声優たちも、フアン納得の豪華な顔ぶね

だ。

田
o¨ _e__o…‐o‐ I‐ ④■‐② =̈③ ・̈

マニアツクプロレス
6.500円 偶り)/八 ドソン/Hu/'90.5。

25/スポーツ 0プロレス

アクションの要素がない異色のプロレ

スゲーム。戦いはすべてコマンド入力で

行わねるため、アクシヨングームの苦手

な人も楽しめる内容になつている。その

名の通リマニアックなゲーム。

中
(D3。 703。 203。 103。 403.8C)4。0()21。 1

回
おもしろ′ヾスワード バスワードを「た

たかうのだけはゆるして」、「しばきあ

げたろかおめえは」、「いかりがた ぶ

ん13iん ぶん」と入ねると、いろいろな

ことが起こる。

最強バスワ=ド バスワードを「どぶき
: そたれびのばぱはば」と入力する.す

ると、ステ
=タ

スが全部255、 技をす

べてマスターした最強キャラでブレイ

できる。

大鉄さん出現 まず、お互いのスタミナ

をギリギリまで持つていく。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 まず、主人公の全部の

ステータスを255の最高値にする。そ

こでトレーニングすると、結果のメッ

セージに「くたび机もうけをしてしま

つた…」と出てくる。       |
2周目最強バスワード 2周目で最強状

態で始めるには、「ぶきそぬねだあむば

ばだぺJとパスワードを入力する。

ゴングが晴る インフオメ=ション画面

で、10分間放つておく。すると、ゴン

グが鳴り出す。

魔物ハンター妖子 遠き呼び

声
7。200円偶り)/日 本コンピュータシス

テム/SCD/.93.1。 8/ア ドベンチヤ

全5話で構成された今回の「妖子」は、

前作の続編にあたる作品。見る楽しさを

重視して作らねたビジユアルは前作以上

にクオリティの高いもの。難易度も低い

ので、ストーリーがサクサクと進むよう

になつている。

Ⅲ 調

04。603.603。 4GD3。 5③ 3。 7()3。 3C)22.1

回

:    :`     :

デフォルメ妖子登場 セツナの部屋に行

ったらなタンスを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替わつて、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

きなビジュアルシーンになつたら、上

とランと①を同時に押そう。すると、

画面にポーズをかけることができるよ

うになる。

エンディング後の隠し画面 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、

隠し回画を見ることができる。

魔物ハンター妖子 魔界から

の転校生
6.800円 (別 )/日本コンピュータシス

テA/CD/'92.3.13/ア ドベンチャ

真つ赤なチャイナドレスをまとつた、

魔物たちと戦う魔物ハンター真野妖子が

主人公。ストーリーは妖子が魔界を旅す

るというもの。OVAパージヨンとはま

つたく異なつたストーリー展開を楽しむ

ことができる。

呻   :
04.503.903.6Q4,004。 103。7④23。 8



まんほ二るたみらいしょ

囲
妖子の部屋&音楽の部屋  「NEW
GAME」 と「CONT:NUE」 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」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

むことができる。時 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」で

はゲーム中の音楽全9曲を、自由に選

んで聴くことができるようになつてい

る。               i
妖子の下着姿 最初の村でゼルーダの家

に行けるようになつたら店に入り、コ

マンドの「見るJ→「妖子」を8回線 `

り返すと、妖子の着替えを覗くことが

できる。

マンホニル
6.500円 GJ)/サ ン電子/CD/391:3.=

22/ア ドベンチャー  ・

このグームは、マンホールの地下に広

がる不思議な世界を探検するもの。スト
ーリーやゲームオーバー、ゲームクリア

といつた概念がなく、画面の好きなとこ

ろをクリックするだけで、何かが起こる

ようになっている。

中
03.803。 803.303.9③3:404.3③ 22:4

囲
キャラ紹介デモ タイトル画面でしばら

く待つと、登場人物を紹介するデモが ・

始まる。  1 :       : :

MI.HE日の大冒険 ■
6。700円偶1)/ア イレム/Hu/・ 89.

12。 1/シューティング

業務用からの移植作。ステージ各所に

埋めてあるクリスタリレを集めて、アイテ

ムを買つてパワーアップする。各ステー

ジとも個性豊かで、プレーヤーを飽きさ

せないようになっている。・
.

闘
(D41203。 703。 403。 7(D3.6()3。 4()21.9

田
クレジツト増加 タイトル画面でパッド
ーを①、①、①、①、セレクトの順に押
iす。するとクレジット画面が現れる6

この画面で①ボタンを押すとtク レジ

ットの回数が最高99まで増える。
BGMセレクト タイトル回自で パヽツド

を①、①、①、①、セレクトの順番で

押す。すると、BCMセレクトモードと

なる。このモニドでは、方向キーの上

下と①ボタンでBGMを聴くことがで

きる。

ミステイッタフォーミュラ
7,800円 偶1)/マイクロキャビン/
SCD/'93。 7.23/アクション
′
タテ・ヨコにスクロールするステージ

で、敵を撃つて倒していくシューティン

グ感覚のアクション。最大の特徴は、キ

ャラの向きを固定したまま移動できるフ

ィツクスというシステム。2人同時プレ

イも可能だ。        |
呻     :
03.903。 303.203。 2③3。 303.6③ 20。 4

囲  ―

ステージセレクト まず、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、

:始まつたらランを押して、lPか2Pか
を選ぶ。すると、ステージセレクド画

面が現れる。最初は、「SttACEl」・
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

でスタニトする。また、この技を使う

ことにより、プレイヤー数も自動的に

:増える。         i . :
書告目回 旧システムカードを使つてグ
ームを起動すると、警告画面が表示さ

れる。     ・

ミズパタ六日険
7。400円傷り)/タ イトー/Hu/・92。 1,

17/アクション

自キャラはヒポポという名前のカバ

だ。ゲ
=ム

は全フラウンド。各ラウンド

の最後にはボスが登場する。敵をまとめ

て倒すことで、ボ‐ナスやパワーアップ

が出現するようになつている。また、各

面には仕掛けやワープ通路がある。

闘       「

()4:303。 4(∋ 3。 3嘔D3。 7(D3.5()3。 7()21。9

みつばち学目
50800円偶り)/八 ドソン/CD/`90。9。

14/ア ドベンチャ=
14歳から20歳までの美少女たちが明

日のアイドルを目指してアイドル養成学
校で学んでいるという設定のもとに作ら

ねたソフト。フレイヤ‐:よ、この学園の`'

教師になり、1年間を美少女たちと一緒
に過こしていくのだ。         :
田       」
03。503:303.103.303。 O②3。 7④ 19。0

四      

｀

コンピュータが懇る 春組で、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 :

「しつこい」と怒られる。また冬組で、
クリスマス・イプの朝、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Jを選ぶとt

神の声にfうそをつくな」と怒られる。,

デバッグルーム タイトル画面から名前

の入力画面にして「まつうらこうちょ
_う」と入力すると、生徒名簿、音楽デ

モ、脇役紹介などのデバッグルームに

行ける。

未来少年コナン
‐

フ。200円 (別 )/日 本テレネット/
i SCD/'92.2.28/アクション

NHKで放映された人気TVアニメをゲ

Tム化。主人谷
コォンがプレイヤ■キt

ラ。アニメのストーリーをそのままに再

現したビジュアルシーンが魅力だ。もち

ろんアニメと同じ声優が声をあてている

ので原作ファンも必見。主題歌もアニメ

版を臓

:麒
調 |ヨ 医 目 | 

´

:04。103。 303.403。 703。 203.l③ 20。 8.

m・

・

:隠し難易度設定・コンティニユT画面で

①を押しながらセレクトを押すと、カ
ーソルの色が変わり、以前とは違つた

: 難易度でブレイできる。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ち難易度と
カーソルの色の対応はt青がイージー、

黄色がノーマル、緑がノヽ―ド、自がス
11・ ―パニ八―ド。イニジーは穴などに落

: 下してもミスしてもキャラクタ9残り
: ・人数が減らない。八―ド、スーパー八
: ―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:アクシヨングニム内
で、ポーズをかけて①を押すとコンフ

: イグモードになる。このモードでは、

会話時の音声出力のON/OFFのほか、
°
メッセ=ジウインドウの色を4色の中

.:から選べて、メツセージウインドウの

饗様が要えられる,

ブレイヤーキャラを替える 電源を入祖
てR10Tのロゴマニクが出ているとき

に、下で紹介する各キャラのコマンド
｀

をコンティニュー画面まで入力し続け

る。あとは1～6の好きなステージを
_選ぶと、キヤラが替わる。ジムシーで

ブレイする場合は、左上、セレクト、

.ラン、
・
①を押し続ける。おじいでプレ

イする場合は、右上、セレクト、ラン、
‐①を押し続ければいい。
ビジュアルセレクト タイトル画面で、
上、下、下、①、①、ランの順に押す。

すると、ビジュアルセレクトができる

ようになる。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。   t
オ守プエングを飛ばす メTカーのロゴ

マークが出ている画面で、①、①を押
し続けていると、オープニングが省略

さねて、すぐにコンティニュー画面に

なり:速やかにゲームをスタートでき '

る6~     :

628



む―んらい～めぞんいつ

ムーンライトレディ
6.800円偶J)/NECホ ームエレクトロ

ニクス/SCD/'93.3。 26/ア ドベン

チャー 0アクション

3人の女子中学生がムーンライトレデ

ィに変身して活躍するというソフト。移

動や情報収集はRPC風、戦闘はアクシ

ョン、そして、イベント画面ではアドベ

ンチヤーといろいろなジヤンルの要素が

盛り込まれている。   ′

呻
04.603。 703.7③ 3.303。 703。 6③22.6

田
パックアップユーティリテイ画面  「い

ちげんさんJか「じょう組んさん」を

選ぶ回自でセレクトを押すと、バック

アップユー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

なる。

会話を早送りする 会話中にランを押す

と、セリフが早送りさねてあつという

まに会話が終わる。

警告画面 旧システムカァドでこのゲー

ムを起動すると、画面フリレサイズのビ

ジュアルシーンで警告を見らねる。.

夢幻戦士ヴアリス

6.980円 (別 )/日 本テレネット/
SCD/。 92.3.19/ア クション

パソコン版の1作目をリメイク。5種

類の魔法攻撃とビジユアルシーンが新た

に加わつた。このビジュアルでは、普通

の女子校生だうた主人公の麻生優子が、

ヴアリスの戦士として成長してじヽく過程

が描かねている。

田
04。204。 003。 703。 8③ 3。403。 4③ 22。 6

囲
デバッグモード タイトル画面で、下、

:①、左、左、下、①、上、C、 上、左、

上、右、①、右、下、①、右、下、下、

①、下、上、①、上、①、下、①、上、

①、①、①、①、左、上、①、①、下、

上、上、下、セレクトの順に押す。す

るとtウインドウが現れtビジュアル

セレクトtサウンドセレクト、ミュー

ジックセレクト、ステージセレクトが

できるようになる。サウンドセレクト、

ミュージックセレクト、ステージセレ

クトは、そねぞれを選ぶとさらにウイ

ンドウが開き、細かいメニューで選ぶ

ようになつている。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ことに前半、

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=ジセレクト

を実行すると、さら|ミ ブレイヤー数、

ウェポンレベル、ウェポンの種類、

HPの量、MPの量を選択することがで

きる.ブレイヤー数は1～99の間で変

更でき、ウェポンレベルは0～3の間

で変更できるcウェポンは全5種類の

中から自由に選べる。

警告日回 旧システムカードを使つてゲ

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ねる。

迷富のエルフイーネ

6,780円傷J)/日 本テレネット〆/CD′・
′

・90。 7.6/ア ドベンチャー

このゲームは、「とろりん」こと西村

知美がフェアリーランドの平和を取り戻

すために活躍するというもの。ゲーム中

には「とろりん」の歌が4曲も収録さね

ている。曲の中には、ゲームのナゾ解き

が隠されているぞ。

田
03。903。 603。 103.403.2① 3.5③20。 8

醒
ビジュアメレモード タイトル画面で、方

向キーの下と①、①、セレクトボタン

を同時に押しながら、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、ビジユアルシーンなどを見る

ことができる。

終わつたあとのオマケ まず、ゲームを

終わらせてエンディングを見る。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6

女神天口 |
フぎ800円傷り)/NECホームエレクトロ

ニクス/SCD/94。 9。30/RPC
衣装を着せ替えることによリキャラの

能力が決まるコスプレシステムが特徴。

衣装の種類と色の組み合わせにより、キ

ャラのパラメータが変化する。女神の住

む国パラダイスでコミカルなストーリー

が繰り広げられる。

口
04。503。 903。 703。 4③3。 804。 2023。 7

メソボタミア

6.800円 偶1)/ア トラス/Hu/。 91.

10。4/アクション

このゲームの特徴は、なんというても

変な形をした自機にある.このスプリン

タのような動きをする自機を操つて12
ある星座のステージを時間内に脱出し、

ボスを倒せばステージクリアになる。雰

囲気が不思議。

田  :
03。302。 802。 603。 103.203.4(318。4

囲
ボスだけと戦える 誕生日を入力した直

後に下と①を押しながらランを押す

と、12体のボスと順番に、下と①を

押しな錢らランを押すと、魔女と戦え

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①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。

隠しシューティングゲーム 誕生日の入

力画面で、上、ラン、Oを同時に押し

てラウンド&サウンドセレクト画面に

する。そこで、セレクト、上、上、下、

下゛左、右、左、右、①、①の順に押

す。するとレベルメーターの表示さね

た画面になるのでヽこの画面で①、準、

上、下、下、左t右、左、右、①、①

の順に押すと、隠しシユーティングゲ

ームが楽しめる。

lUP出現 ブレイ中にランを200回以

上押すと、敵を倒すたびにlUP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、右、左、右、

①、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=ズをかけ、方向

キーの上と①を同時に押す。

めぞん―刻
50900円 偶J)/マ イクロキャビン/
Hu/189。 8。4/ア ドベンチャー

おんぼろアパートー刻館に住む、個性

豊かな住人たちを相手に繰り広げらねる

アドベンチャー。ブレイヤーは五代君に

なつて響子さんの捜し物を見つける。純

粋な謎解きというより、ドラマの中に仲

間入りするといつた感じだ。

中
()3。 303.002。 803.102。 9()2。 6①17.7

四
-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‐度1号室に行くと‐

の瀬のおじさんに会うことができる3

む

・め



めたもじゅ～もとろ二だ

小包無限増殖 五代くんの持ち金を100
0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。

後半から始まる 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。

メタモジュビター

6。800円偶り)/NECホームエレクトロ

ニクス/SCD/。 93。 1。22/シ ューテ

ィング

謎の敵に攻撃さねた宇宙船ガイオスを

救うため、小型宇自戦闘機が出撃する.

戦闘機はパイオの力で、武器と形態が異

なる3つのタイプに変形させることがで

きる。シチュエーシヨンによつては最高

6種類まで増える。

回
()3。 504。 303。 5GD3。 6〔D3。 803.8① 22。5

酬
薔告画面 旧システムカードでこのゲー

ムを起動すると、主人公達のちよつと

したデモが見らねる。

メタJレエンジェル
7.800円 (別)/パ ック・イン・ビデ

オ/SCD/'93.9。 24/シ ミュレーシ

ョン

プレイヤーはバトルスーツを装着して

行う格闘技、フルメタルバトルのコーチ

となり、5人の女の子を育成する。1週

間刻みのスケジュールを作つて、各キャ

ラのステータスを上げていき、世界大会

での優勝を目指す。

田
()4。 103.603。 503.3(D3。503。 6(021。 5

‐

囲

訓練シーンを早送りできる 練習画面に

なつたら、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

メーシヨンが早送りさねる。

デフォルメキャラが忠告 旧システムカ

ードでソフトを起動させると、デフォ

ルメさねたキャラが起動不能を教えて

くれる。

デ‐夕がいつばいで女の子 セープデー

タをいつぱいにした状態でソフトを起

動させてみよう。すると警告と一緒に、

寝ている女の子のグラフィックが現ね

る。

メタJレエンジエル2
80900円 偶り)/パ ツク 0イ ン・ビデ

オ/SCD/'95。 1.20/シ ミュレーシ

ョン

プレイヤーは監督となり、女の子を育

てて、バトルスーツを来て闘うフルメタ

リレバ トリレという格闘大会に出場させ、3
年以内にチャンピオンにする。イベント

の発生やシナリオも豊富で飽きがこない

ようになつている.

田
()4.103。 503。 4運D3。 5(D3.6()3.6(D21.7

囲
イベントが見られる 起動画面でランボ

タンを押したらすぐ、①を押し続ける。

すると画面が切り替わり、「EVENT
V!EWER」 という画面になる。ここで

|よ、ゲーム中のイベントシーンをすべ

て見ることができるc

最強、天野と戦う どのキヤラでもいい

からゲームをクリアし、エンデイング

が終わつたあとで約2分何もしないで

待つ。するとゲームクリアしたキャラ

と前作の主人公だつた天野翔子が戦う

隠しゲームが始まる。

メタJレストーカ■
6.980円 偶1)/フエイス/Hu/'91.7。

12/シユーティング
:

このゲームは8方向スクロールシュー

ティングだ。ダメージをシールドランプ

で表し、最初はグリーンで敵の攻撃を受

けるとイエロー、レッド、レッド点滅と

変化し、4回目のダメージで1機失う。

全7ステージ構成となつている。

呻
()3。 503。 303.3罐 D2。 903。 303。 1()19。 5

四
デバッグモード 電源を入れてデモが始

まつたらすぐに、①、①、①、①ヽ左、

右、上、下、セレクト、セレクト、セ

レクト、セレクトと入力してから①と

①を同時に押す。するとデバッグモー

ドの回国になる。

メルヘンメイズ    |
5.500円偶1)/ナムコ/Hu/'90。 12。

11/アクション・

ゲーセンからの移植のアクショングー

ム。業務用では斜めスクロールだつたが、

PCエンジン版では縦スクロ‐ルに変更

された。スクロール以外は、業務用の雰

囲気がうまく移植されている。登場キヤ

ラが実にメルヘンチック。

呻
04.203.503.803。 703。 503.5③ 22.2

囲
サウンドセレクト タイトル画面で①、

①、セレクトを押しながら電源を入れ

る。そしてタイトルがでてきたらヽ ラ

ンを押す。するとサウンドセレクトの

回口になる。

風船が10ついてくる タイトル画面で、

上を押しながらランを押してゲームを

スタートさせる。すると、最初から風

船を10つけてスタートできる
`

モトローダー

5。200円偶1)/日本コンピュータシス

テム/Hu/089.2。 23/スポーツ ◆レ

ース

トップビューのレースゲーム。順位に

合わせて賞金がもらえ、パ=ツを購入し

てパワーアップする。ノヾ―ツ以外にも二

トロやボンバーなどのスペシャリレアイテ

ムもある。5人同時ブレイがウリだし

田
()3。 603。 403.403。 4罐)3。 8()3.6()21.2

四
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、「MUSiCJか
「AR丁88」 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ー

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 このゲームにはt普通のコ

ース以外に隠しコースがある。隠しコ

ースの選び方は下の表の通り。

同時に操作する 2人以上エントリーし

て、レースが始まつたらマルチタップ

をはずしてパッドひとつに接続し直す。

すると、エントリーした車をすべて同

時に操作できる。

モトロ…ダー
=

6.500円偶1)/日本コンピュータシス

テム/Hu/'91。 3.29/スポーツ・レ

ース

好評だつた前作をすべてにおいてパワ

コース やり方 説 明

表コース RUN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
(前半)

①ボタンとパッドの上か下を押し

ながらRUNボタンを押す
世界の有名なコースに似たコ‐ス

世界のコース
(後半)

①ボタンとパッドの上か下を押し

ながらRUNボタンを押す
世界の有名なコースに似たコース

とんでもない
コース

①ボタンとセレクトボタンを押し

ながらRUNボタンを押す
あらゆる所にワナがあるコース

ブナンコース
①ボタンと①ボタンを押しながら

RUNボタンを押す



もとろTだ～ももたろう

―アップ。使用できる車種、パーツ、ア

イテムの数もグニンと増えている。前作

のウリだつた5人同時プレイも、もちろ

ん可能だ。ギヤルも登場するぞ。

田
03。703.703。 503.7① 4。 103。 5022.2

回
テストモード コースセレクトの画面で、

セレクトを押しながら右、左、右、左

の順に押す。すると画面の左下に

TESTの文字が出てテストモードにな

る。ここでは、セレクトを押しながら

右を押すことに、先のラウンドを選ぶ

ことができる。さらに同じ画面でセレ

クトと①を同時に押すと、最初から所

持金が$50000の リッチモードにな

る。

ミサイルを好きな方向に ますミサイル

を買つてレースを始める。ここで何も

しないと、ミサイルは前後に発射され

る。しかし、セレクトを1回押すと左

右に、2回押すと前斜め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。

BCMの変更ができる レース中にポーズ

をかけ、セレクトと①を同時に押すと、

BCMを変更できる.

乱入できる マルチタップを接続してゲ

ームを始め、ランキング発表の回口で、

表示がすべて出てしまう前に好きなパ

ッドで①、①、①、①と入力すると、

乱入できるb

ウィングがなくなる ウイングをレース

中に使い、効果があるうちにポーズを

かける。そして、ポーズを解除すると

ウィングの効果が消えてしまうc

モトローダーMC
7。 200円偶り)/日本コンピユータシス

テム/SCD/'92。 12.18′ /スポーツ・

レ=ス
近未来を舞台としたミニカ=ト レー

ス。前進とバックを巧みに使いながら進

もう。ボタンをすばやく2回連打すると、

ボムやグレネードの武器が使える。状況

に応じた武器を使え。ただし、スピード

が落ちるので多用は避ける。

中
03.003。 704。 003.904.404.1023。 9

田
マシンの形が変わる ステージセットメ

ニュー画面で、変えたいタイプのコマ

ンドを右上の表から選んで入力する。

ただし、好きなステージを走りたい場

合、タイプCは、走りたいステージの

1つ上にカーソルを合わせ、タイプD
は、走りたいステージの1つ下にカー

ソルを合わせてから、右上の表のコマ

ンドを入力すること。

隠しグームで遊ぶ メインメニューでセ

レクトを5回押すcすると、最大5人

まででカーチェイスバトルができる、

隠しゲーム画面が現ねる。このゲーム

はバトローダといつて、お互いに車を

ぶつけて、相手をフィールドから突き

落とすゲームだ。最後にフィールドに

残つた1台が、勝者になる。

続太郎活劇
6.500円 Gl)/八 ドソン/Hu/190。 9。

21/アクション

おなじみの桃太郎を使つたRPC風の

アクシヨングーム。目的は最終ステージ

にいるえんま大王を退治すること。各ス

テージには村があり、中には武器屋や道

具屋もあつて装備を整えらねる。難易度

も4つの中から選択可能。

呻
04。603。 903,703。 8Q3.803。 7③ 23。 6

酬
おもしろバスワード バスワードを入力

するときに「いわさきはえがへた」と

入力すると美術室になり、25の敵キヤ

ラが見らねる。また、「いわさきはうた

がへた」と入力すると音楽室になり、

いないろな効果音や音楽が聴ける。

1ランク上の武器になる 一度武器を買

つた兵具屋にもう一度買いに行くと、

1ラ ンク上の武器を売つている。これ

なら最初のはなさか村で勇気シリーズ

を買いそろえらねる。

エンディングが見られる パスワード入

力画面で「らきあまくさ」「こちみたし

よ」「きゆかたいと」「じうよしたすまJ

と入力するとそ組ぞね、かんたん、ふ

つう、むずかし、ゲログロモードのエ

ンデイングが見らねる。

かぐや姫パクチ必勝法 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

でバクチをするときに、所持金の百の

位が偶数なら「ちょう」に、奇数なら

日まん」に賭けねば、絶対に勝てる。

おこづかいが増える ゲームの最初にあ

る準備運動で、残りのタイムを00～
05の間にゴールする。すると、通常

100両のおこづかいが、300両に増

える。

モード別最強バスワード 各モードの最

強パスワードを紹介する。かんたんモ
ニドでは Fしぺみ13i ぺげすし ばる

みわ むぐずぼ うぐねら びぼばろ

ぺぐろぐ ぼぺほ1劇、ふつうモードで

は「しぺやぶ ぺげすし ぼるみわ

むぐずぼ うぐねら びぼばろ ぺぐ

ろぐ ぼぺほび」、むずかしモードでは

「しぺらぶ ぺげすし ばるみわ むぐ

ずぼ うぐねら びぼぱろ ぺぐろぐ

ぼぺほぶ」、ゲログロモードでは「しペ

ろぶ ぺげすし ぼるみわ むぐすぼ

うぐねら びぽぱろ ぺぐろぐ ぼペ

ほべ」と入力すると、最強の剣と胴を

装備して、すべての技を習得した状態

でプレイできる。

宝箱の中身の秘密 宝箱の中身は、宝箱

を取つたときの点数の百の位の数字に

よつて決まる。0はお金、1は体のお

にぎり、 2は技のおにぎり、 3はコLキ

のおにぎり、4はきびだんこ、5はも

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

し持ち物がいつぱいのときはすべてお

金になる。

うんち跳びの仕組み ゴールするときの

残り時間で、もらえるお金が違う。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。

続太郎伝説E
7.200円 (別)/八 ドソン/Hじ /'90。

12.22/RPG
人気キャラクタ桃太郎のRPG第2弾 .

前作よりもパワーアップした内容は枚挙

にいとまがない。シナリオは前作の倍も

あり、最大 17人のパーテイが組めたり

する。おなじみのキヤラも続々登場する

とても豪華な内容になつている。

田
e4。604.30・ 4.204。 404。 604。 36:26,2

四
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、

全品半額になるc

美術室と音楽室 ゲームをクリアしたあ

とリセットする.そしてゲームを始め

ると、「 ?」 マークの項目が増えている。

こrtを選ぶと、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

リセットする。そしてゲームをスター

トさせて 日本じめて」を選ぶ。すると、

敵を倒すと通常の4倍の経験値とお金

がもらえる夕=ボモードになる。この

モード中に、①を押しながら移動する

タイプ 説 明 コマンド

A マシンの形が四角になる 右とセレクトを押しながらゲームスタート

B マシンの車輪が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 バギー風のマシンになる 上とセレクトを押しながらゲームスタート

全部違う 5台とも違うタイプになる セレクトを押しながらゲームスタート

631



ももたろう～もんすた一

と高速で移動できる。

桃太郎が真つ黒に 希望の部で売つてい

るサングラスを何度も使うと、最後に

は画面が莫つ暗になる。そこで看板屋

か銭湯に入ると、桃太郎たちが真つ黒

になつてしまう。

タダで体力回復 希望の部内の右下にあ

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、ふゆうの術を使つて壁の外側へ行

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。

店の外を歩く お店の中で犬にていさつ
、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

つばいの状態で使うと、「失敗した」と

いう表示が出る。

9割引き レンタルショップあこぎで犬

にお使いをさせる。すると、武器や防

具が9割引きになつているが払う金額

は通常のまま。

お金をためる や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

減つたら宿で回復。これの繰り返しで

楽にお金がたまる。

説外伝 第 1集

6.500円 偶1)/八 ドソン/Hu/'92.
12。4/RPC
このゲームは桃太郎シリーズで活躍し

てきた、夜叉姫、浦島、貧乏神の3人の

エビソード集になつている。ゲームボー

イ版からの移植なのだが、ビジュアルか

らダンジョンマップ、背景、術がパワー

アップしている。

岬
()3。 903。 503。 503。 8(D3。 6()3。 3(D21。7

囲
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呂

に入ねる。

スタッフロール&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リレを合わせる。

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。おまけの方を選ぶと

「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、ボス以外のいぢいろな敵
キャラのグラフィックを見ることがで
きる「びじゅつしつ」の、2つのモー

ドが選べるようになつている。

おにぎりでお金儲け 『夜叉姫伝説』で、

夜叉姫のりょうりの術を使つて、おに

ぎりを作る。それを店に売ると、1個

につき10両になる。宿に泊まつて夜

叉姫の技を回復し、再びおにぎりを作

つて売れば、どんどんお金が貯まる。

サウンド、ビジュアルテスト パスワー

ド入力口口で、「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

5,800円 偶1)/八 ドソン/Hu/'90.7。

20/RPC
ギヤグ満載のコミカルRPC。 ファミ

コン用『桃太郎伝説』をPCエ ンジン用

に大幅パワーアップしたのがこね。イヌ、

キジ、サルをお供につれて冒険の旅に出

る。昔話の雰囲気を活かしたキャラクタ

たちが魅力的だ。

田
()4。 504。 104。 204。 204.203。 7⑬24.9

囲
女湯に入る ます希望の部にいく。そし

てかくれみのを使うと、女湯に入るこ

とができる。さらに、しばらく女湯の

回回のままにしておくと湯気が消える。

おまけモ…ド ゲームをクリアしたあと、

電源を切らずにリセットする。そして

はじめてを選ぶと、おまけゲームのタ
F_ボモードが始まる。このモードには、

鬼をこらしめると心の数とお金を3倍

にしてくねるモードと、今まで入ねな

かつた場所にも入ねて、敵も出てこな

いモードの2つがある。

看板屋で遊ぼう 看板屋の文字入力画面

で、エッチな文字を入ねると看板の文

字が伏せて出る。また、何も入れずに

終わりにすると、看板に「ひやかしな

ら、でていけ～」と出る。

おもしろバスワード バスワ=ド入力の

とき「すべてのてきがみたい」と入ね

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

し」 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 洞くつに行つて

宝のつづらを取り、セープしてゲーム

をやめる。そして再ゲームにして、も

う一度洞くつに行くと、宝のつづらが

復活している。

ぶんぶくちゃがま 希望の部の右上にあ
る毒の沼に行く。そこでふゆうの術を

使つて、沼をくまなく調べると「ぶん

ぶくちゃがま」が見つかる。これは2
万両で売ることができる。

ビジュアル、サウンドテスト ノ(ッ クア

ップで記録していないところで何度も

.スタートさせようとすると、ビジュア
`ルとサウンドテストができる。

最強で最初から パスワード入力画面で

「ふとらぐも ぬさぺじら ひそにさぼ

ぜべじりゆ べぐやのせ うびがめは

けびめよの 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

ートできるようになる。また、「くつう

れけ りきよおや うめとすと すや

くりた たげたげた げたげたげ た

じうざた くりくりJと入力すると最

初からスタートし、レベルと所持金は

最高だが、死にかけている状態になつ

ている。

r13tしまちのけんJ入手 オニのつめあと

で、すずめのおやど6か ら東へ2、 南
へ 12の地点を調べると「ふしまちの

けん」が手に入る。

森田将棋PC
フ.200円偶り)/NECアベニュー/「lu/
'91.9。 27/テーブル・将棋

このゲームには4つのモー ドがある。

待つたや、駒落ちを選べる入門教室。待

ち時間を設定して、対局ができる将棋道

場。自分が問題を設定し、コンピュータ

に解いてもらう詰め将棋。GTモード|ま

軍人将棋だ。

中
廼)3。 202。 903.103。 1∈)3.203.2(D18.7

モンスタープロレス .

6.800円 偶J)/アスク講談社/Hu/
。
91。 11.22/スポーツ・プロレス

主人公も敵もモンスターという風変わ

りなプロレスゲーム。コマンドで選んだ

技の難易度、賭けたガッツなどの数値に、

乱数の要素がカロわつたフアイティングポ

イントで技が決まる。試合は、アニメー

ションで展開していく。

中
()3:803.203。203。 1優D3。 0()3.0(D19.3

囲
いきなリエンデイング 普通にゲームを
始めて、「l PLAYER」 を選ぶ。そし

て、オープニングのデモ画面になつた

らセレクトとランを同時に押す。する

といきなリエンディングが始まる。

選べるモンスターが増える タイトル画

面で①を押しながらランを押す。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
べるモンスタニの数が増えている。通

常ならl PLAYの ときは4体、2PLAY
のときは8体からしか、自分の操るモ

ンスターを選べないが、このウリレテク

だと、l PLAY、 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0竃
騎士
7.800円 (別 )/NECア ベニュー/
SCD/。94.3.30/RPG
長い制作期間を経てついに発売された
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もんすた一～ゆうゆうじ

大作RPG。 タイトルの通リモンスター

を合体させるシステムが特徴だ3主人公

の少女ライアは自らの出生の謎を求めて

旅に出る。ストーリーは後編『神々の方

舟Jで完結する。

田
04。3041003。 203.303。 303。 5()21。6

囲
オートから脱出 オートで戦闘中に、①

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
ゼロのキャラか、HPだけが減つて、

MPが減つ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

てしまうはずのグリンの実が、消えず

に残るおしかも、HPはちゃんと回復

している:

虫のいき ゲームオーバー画面で何もし

ないでいると、倒ねているキャラたち

が動く。

モンスターレア
5。800円 傷り)/八 ドソン/CD/'89.8。

31/アクション

業務用から移植さねた、横スクロール

のアクシヨン。全 14面のステージは、

前後半でアクシヨン面とシユーティング

面にわかれる2本立ての構成で2人同時

プレイも可能。少年レオと少女プラプリ

ルの2人が主人公だ。

田
04。504。 404。 004。 OQ3。 9③ 3.6024。 3

田
サウンドテスト タイトル画面で①、①

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、サウンドを聴くこ

とができる。

ハードモード 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つ並ぶと、次のゲームからは八―ド

モードになる.

無限コンティニユー ゲームオーバーの

あとで、ネーム入力を「68K」 とする

(数字はセレクトを押しながら、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、コンティニュ

Tの回数が無限になる。  |
滞空時間を調節 ジャンプ中に方向キー

の上を押すと滞空時間が長く、下を押
:す と滞空時間が短くなる.

面の頭からコンティニユー ゲーム中に

ゲームオーバーになつたらすぐに左、

右、下、上、セレクト、左と押す。す

ると、ゲームオーバーになつた面の最

初からコンテイニユーができるように

なる。

山村美紗サスベンス 金議花

耕
70200円偶1)/ナグザット/SCD/
.92.3.6/ア

ドベンチャー

サスペンス作家山村美紗の原作をゲー

ム化したもの。プレイヤーはグルメ雑誌

の女性編集者。取材先の京都で殺人事件

に巻き込まねるところからストーリーが

始まる。最後は、意外な結末が主人公を

待ち受けているぞ。

中
03.703。 603.703。 403。 70319C)22.1

聞0血族 遥かなる記憶

9。800円偶1)/ナグザット/SCD/
・93.12.17/ア ドベンチャー

電子小説「ノベルウェアJとして発売

さねたパソコン版をアレンジ。膨大な文

章を読むことさ聰要だつたパソコン版に

対し、PCエンジン版は読ませる部分を

減らし、音声によるストーリーを聞かせ

るようにしてしヽる。

呻
04。303.503。 102:703.303.5⑬ 20。 4

四
サウンドテスト タイトル画面で、左、

右、①、①、ランの順に押す。すると、

画面の下に、サウンドテスト回口が出

現する.上下で番号を選び、①でスタ

ートする。

シーンセレクト タイトル画面で、上、

上、下、下、左、右、左、右、①、①、

①、①、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バーとタイトル

が表示される。上下で番号を選び、ラ

ンでスタートする。

シャワーシーン メキシヨのホテルヘ行

き、魅由がマスターのフアイルを見る

場面までストーリーを進める。そして

「テオテイワカンの歴史について」を2
回、「唯、マリニの検死報告 要約」を

2回、「テオテイワカンの政治につい

て」、「神々について」の順にフアイル
: を見る。すると、通常はファイルを見

た直後に里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。

YAWARA:
6θ900円偶り)/ソフイツクス/CD/
.92.10。 1/ア ドベンチャー

コミックやアニメなど、さまざまな分

野で活躍している「YAWARA!」。それ

が、デジタルコミックになつて登場。ス

トーリーは、TVアニメ版とほぼ同じ。

ブレイヤーや松田さんとなり、ゲームを

進めていく。

岬
()4。 0()3。 202.903.402:802.9(ジ 19.1

YAWARA12
7.900円 偶り)/ソ フイツクス/SCD/
・94.9。 23/ア ドベンチヤー

物語は、柔の短大入学後のストーリー。

前作は松田さんがプレイヤーキャラだつ

たが、『～2Jでは富士子さんになつた。

また、柔道の対戦ゲームやクイズ、声優

紹介など、オマケ要素が充実した内容に

なつている。

園
()38903。 403。 403。 5C)3.6()3。 5礎)21。3

ゆ
uSAプロバスケットボール
5.600円 (別)/エイコム/Hu/'89。

12.1/スポーツ・バスケット

本場アメリカのパスケットボマルが楽

しめるゲーム。全米8チームから好きな

チームを選択することができる6ダンク
シュートとフリースロTのときは拡大シ

ーンが現ねて盛り上げてくねる。

中
03.503。 003.lC)3.2(D3。2()3.2(D1912

回  ‐

テストモード タイトル画面でランを押

す。そして、ゲームセレクトの回口で、

①と①を押しながらランを押すと、テ

ストモードになる。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、エンディングが始まる。

遠々人生

4.500円 傷1)/八 ドソン/Hu/'88。 4.

22/その他 。ボードゲーム

ボードゲームの人生ゲームをTVゲー

ム化したもの。ルニレットを回して出た

目の数だけ進むと、様々なイベントが起

こる。どんな人生を送るかはルーレット

次第。要所要所で就職や結婚など、いろ

いろな選択を迫られたりもする。

中
03.503.102。 9GD3。 4C)2。 9()3っ 0()19。0

囲     :
スタッフ紹介 プレイヤT全員がゴTル

して「トータルをみてみよう」という

表示が出たら、セレクトを押す。

変な顔のキャラ タイトル画面でセレク

トを押しながらランを押す。名前登録

画面になつたらランを押しながらセレ

クトを押し、再びセレクトを押しなが

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.

キャノンポールで遊ぼう 持ち金表示画 .
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ようかいど～らいでん

面で、①、①とランを押したままセレ

クトを押すと、昔のパソコンゲーム

『キャノンボール』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」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。

①ボタンを押すと速く動く。

何度もエンディング エンディングの後

にセレクトを押すとトータル画面にな

る。さらにここでセレクトを押すと、

またエンディングを見られる。繰り返

すと何度でも見ることができる。

幽☆遊☆自書 聞勝負::路

80800円 偶1)/バンプレスト/SCD`/
193.9。 30/シューティング

攻撃は、画面上に表示されるターゲッ

トカーソルを移動させながら行う。試合

に勝つとバトルポイントがもらえ、自キ

ャラの弱点補強が可能。ストーリーは、

原作の暗黒武術会編をもとにしている。

声優はアニメと同じ。

園
04e103.6C13。 Ole13。 0(D3.4〔 )3。 9(921.0

酬
無限コンテイニユー プレイヤーセレク

ト画面になつたらすぐ、上、下、ラン

を5回の1贋に押す。するとt無限コン

ティニューができるようになる。

ブーちゃんで体力回復 変身後の戸愚

呂・弟との闘いのときに、自キヤラの

体力がゲージの3分の 1ぐ らい減ると、

一度だけブニちゃんが出現する。これ

を撃ち落とすと、体力が完全回復。

よ
妖怪道中記

4・900円Gり)/ナムコ/Hu/.88.2.
5/アクション

PCエンジン初期の作品。地獄に堕ち

た主人公、たろすけが天界へと旅するア

クションゲ=ム。主人公は気合い弾が撃

て、気合いをためるとより強力な弾が撃

てるようになる。エンディングはマルチ

だ。

田
(D4。 1燿)3。 703.4燿D3e203。 3()3.3(D21。0

NAMCO     KAZUHIK0
NAMCOT       NEC

PC・ENGINE    756‐ 2311
YAMASH:TA     6502
KAWADA      6809
AKIRA       68000
KOMA:

囲
インフォメボード タイトル画面のとき

にパッドの①、①ボタンとセレクトを

押しながらランを押す。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、左下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‐UP」 と入力してか

らリセットすると、画面が4分割とな

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めんからすた一とします」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15面から始まる。

何度もトパク 1面でサイコロ道場を出

たら、右にいる顔首つきという敵を連

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

サイコロ道場に入検る。

積山光輝 真・ 三日憲
:

80800円偶J)/ナグザット/CD/:92.
11。20/シミュレーション

戦乱の時代を舞台に、プレイヤーは一

国の君主となつて中国全土の統一を目指

す。また、三国志の有名な戦いだけを楽

しめる、バトルシナリオというモTドも

ある。キャラデザインは、横山光輝さん

が担当している。

田
〔)3。 803。 6逓∋3.3燿D3.6選)3。 5C)3.2()20、9

ら
ライザンlトロ
6.800円偶1)/データウエスト/OD/
。
91。6.フ/シューティング    :
最大の特徴は、一時的に加速できるオ

ーバープーストという機能と、ユニツト

を装備しているときのみ可能な、ため撃

ちのシステムだ。画面は美しく自機の動

きもスムーズ。難易度が極めて高いので、

玄人向けだ。

闘
03.403.903.4103.703.903.8022.2

ライザンJt―E
6.800円 (別 )/データウエス ト/
SCD/.92.6.26/シ ューティング

システムは前作とあまり変わらない

が、3種類あるユニットは、どれもパワ

ーアップしている。画面はより美しく、

音楽もさらにクリアになつた。全6ステ
ニジで、気になる難易度は、前作よりも

低めに設定してある。

田
03。 804。 003.603.804。 003.7③ 22.8

囲
5つの特殊機能 どの機能もサウンドテ

ストのエフェクトNQで、各機能のパラ

メータを設定し、次にミュージックlta

でコマンド入力を行う。コマンド入力

時は、数字を変えることに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残機数設定は、

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。

コマンドはミュ‐ジックNQで 1、 2、 1.

3、 1、 6、 1と入力する。②攻撃方向

セレクトは、エフェクトlJQが奇数で

ON、 偶数でOFFで、ONにするとごセ

レクトを押すたびにバックアップユニ

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

「lQで 1、 1、 3、 1、 9、 1、 ア、1と入

力する。③ステージセレクトは、ェフ

ェクトNoを 1～ 6に設定することで好

きなステージからゲ三ムをスタ=卜で

きる。コマンドはミュージックNaでア、

1、 6、 1、 1、 1、 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NQ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、オーバープマストを使うと逆噴

射ブレーキがかかる。コマンドはミュ

ージックNQで 9、 1、 8、 1、 4、 1、 1、

1と入力する。③の無敵モードは、エ

フェクトNaが奇数でON、 偶数でOFF
で、ONにすると、自機が無敵になる。

コマンドはミュージックmで 6、 1、 5、

1、 1、 1、 3、 1と入力する。①～⑤

の機能はつながつていて、⑤を行うと

きは、①～④を順にセットしたあとで

なければできない。

ライジング・サン
フ・800円偶1)/ビ クター音楽産業/
CD/.92。 3。 13/シミュレーション

武将を源頼朝、源義経、平清盛の中か

ら選んで、自分だけの歴史を作り上げる。

戦闘や町の占領を繰り返し、自分の領土

を広げる。また、歴史の名場面を集めた

ビジュアルシーンや、アクショングーム

も入つている。

田
03.503.4C13。 14)3.403.403.6020.5

雷電

フ.200円偶1)/八 ドソン/Hu/191。
11.22/シューティング

シューティングマニアを難易度の高さ

と、そのおもしろさでうならせた業務用

からの移植作。移植度もほぼ完肇で、敵

の攻撃も激しい。業務用に比べて、横長

画面で、多少難易度は落ちているものの、

かなり手こわい。

田
麺)3。 4燿)3。 4()3e3(D3.8(D4。 303.3(D21。 5
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らすたんさ～らんぐりつ

囲
クレジット増加 自機がすべてやられて、

コンテイニユー画面になつたら①、①

を同時に押そう。すると、クレジット

が3から6に増える。

パワ‐アップアイテム出現 コンテイニ

ューのときカウント0でランを押すと、

ゲームが再スタートしてからすぐに、

3つのパワーアップアイテムと1つの

ボンバ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方向弾を撃つてくるま

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

破壊できる。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

は進めない。ただ自機の数を減らす結

果になる。

出現しない 1面で現ねる2機でくるガ

ンシップと、そのあとの装甲輸送機を

倒さないでおくと、2台の自走対空バ

メレカンが出現しない。

ボス豪勝法 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

ら砲台の上に行つてボスの動きにあわ

せて連射する。閻単にボスを倒すこと

ができるのだ。

ラスタン・サ〒ガ
=

6.600円 偶り)/タイトー/Hu/.90.7。

6/アクシヨン

キャラクタが大きめな横スクロールも

の。各面のボスが持つ賢者の石を手にい

れるのが目的。3種類の武器を繰り突き

進む。その他さまざまなアイテムが、展

開の手助けをしてくれる。

田
()2.802.802。 502.8(D2.6()2.5()16。 0

囲
レベルが2つ上がる 普通に賢者の石を

取るとレベルが1つ上がるが、タイム

が000のときに取ると、レベルが2つ

上がつてしまう。こねは、どのラウン

ドでやつても有効だ。

ラスト′Uレマゲドン
フ.500円 (別 )/ブ レイン・グレイ/
CD/.90.8。 31/RPcヽ

普通のRPCでは敵役のモンスターた

ちが主人公。宇自からの侵略者から地球

を守るという異色のRPGだ。時間によ

るパーティの交代制が特徴。モンスター

はレベルが上がると合体させて、さらに

強くすることが可能。

中
0。404.403.9Ct4。 004。 304。 4025。 3

四
コマンドいろいろ ゲームをスタートさ

せ、オープニングデモで「人類が…J

と出たらランボタンを押す。すると、

真つ暗な画面になる。そこでセレクト

ボタンを押し続けると、「LAStt ARM
AGED00N」 の点滅した文字が出てく

る。このときセレクト、①、①ボタン

を押しながらランボタンを押すと、変

な画面がでる。おなじく「LAST
ARMAGED00N」 の点滅した文字が

出ているときに、①、①ボタンを押し

ながらランボタンを押すと、全メッセ

.―ジが聴ける。

ハイスピードで移動 このゲームでラン

を押しながら移動すると、八イスピー

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

メツセージは、①を押すと省略できる。

ラビオレプススペシャル
6,800円 栃J)/ビデオシステム/Hu/
'90。 10.19/シューテイング

自機がウサギという変わつたシユーテ

ィングゲーム。業務用からの移植だが、

かなりのアレンジがなされている。武器

はショットだけでなく、敵に接近した場

合にはバンチで攻撃する。

呻
03。803。 403。 203。 403.303.3020。 3

囲
クレジット増加技 タイトル画面で、セ

レクトボタンを押しながら①を1回、

①を2回、①を3回(①を4回の順に

押す。すると,ク レジットが6に増え

る。

難易度が上がる タイトル画面でセレク

トボタンを押しながら、①を2回、①

を2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

レクトボタンを押しながら①を3回、
lTDを 3回、①を3回、①を3回の順に

押す。すると、最初から黄色リボンが

付く。

最初から青色リボン タイトル画面でセ

レクトボタンを押しながら①を4回、

①を4回、①を4回、①を4回の順に

押す。すると、最初から青色リボンが

付く。

最初から緑色リボン タイトル画面でセ

レクトボタンを押しながら①を3回、

①を3回、①を4回、①を4回の順に

押す。すると、最初から緑色リボンが

付く。

USAG:が5匹になる タイトル画面でセ

レクトを押しながら、①を5回、①を

1回、①を5回、①を1回、①を5回、

①を1回の順に押す。そして、タイト

ルロゴの右上に「USAG:5」 と出れば

OK。 あとは普通にスタートしてみる

と、USACiのストックが5になる。.

シニルドが5になる タイトル画面でセ

レクトを押しながら、①を9回、①を

8回、①を7回、①を6回、①を5回、

①を4回、①を3回、①を2:回、①の

順に押す。そしてタイトルロゴの右上

に「SHlELD 5」 と出ればOK。 この

ウルテクのあとで、1-度セレクトを放

して、またセレク トを押 しながら

USACIが 5匹になるコマンドも入力で

きる。

自リボンでスタート タイトル画面で、

セレクトを押しながら①を4回、Oを
6回、①を4回、①を6回、①を4回、

①を6回、①を4回、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t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

フ.500円輌り)/ヒ ユーマン/SCD/
'93.3。 30/RPG
1920年代のアメリカ、マサチユーセ

ッツ州の架空の街ニユーカムが舞台。幽

霊屋敷ウェザー トップの館を探索する

3DダンジョンRPCだ。館の怪奇現象を

すべて解明したとき、ゲームの真の目的

が明らかになる。

田
()3.303。 8(∋ 3。 8運動3。 4理)3。 7受)3。 8()21.7

-.  =

キャラが強くなる 幽霊屋敷に入つたら

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

の壁になるЭそこで、誰でもいいから

6回調べる。すると、画面のメッセー

ジが変わつて、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になる。

アイテム増殖法 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「使えません」

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

なかつたアイテムが、1つ増えている。

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。

ラングリッサニ光輝の末裔
ア.900円 偶1)/日本コンピュータシス

テム/SCD/“ 93.8.6/シ ミュレーシ

ョン

所有者には無限の力を与えるといわれ

ている、秘剣ラングリッサーがダルシス

帝国に奪わねた。ブレイヤーはパルディ

ア王国のレデイン王子となり、王国を再

建するために、仲間を集めて闘いの指揮

を執る。

中
04。504.304。 1極∋4。 004.403.9025。 2

1囲        t

ビジュアルセレタト タイトル画面で下

635



らんまにぶ

と①を押し続ける。すると、音が鳴つ

てビジュアルセレクト画面が現れる。

こねで、エンディングやキャラ紹介、

旧システムカードで起動したときの画

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、

①を100回押す。すると、ラングリッ

サーとアサルトスニツを除いた、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0になつてしまう。また、ラングリ

ッサーを含む、もともと持つていたア

イテムがなくなつてしまう。

隠れショップに行ける 出撃準備画面で、

ショップにカニソルを合わせ、①を

100回押す。すると「買うJと「売る」

のコマンドが表示さねる。隈 う」を選

択すると、ラングリッサ=やアサルト

スーツなどが買える、隠ねショップに

入ることができる。

ビジュアルでポーズがかかる ビジュア

ルシーンで、セレクトと①を押すらす

ると、ボタンを押しているあいだ、ビ

ジュアメレを止めることができる。

シナリオセレクト ロードメニュー画面

で、使いたいデータにカーソルを合わ

せ、右か左と、ランを押しながら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、ロードメニユーで選んだデータの

ものになる.これでシナリオ1から、

レベルアップしたキャラでブレイでき

るようになる.ただし、この技はtセ
ープデータがない場合は実行できない。

メモリセープを′1ッ クアップに保存 メ

モリセープ実行後、リセットして再起

動する.そして、ゲ=ムスタートメニ

ューロロでセレクト、ラン、①、①の

順に押し続けて:セレクトを離すoす
ると、メモリセープのデータをバック

アップに保存するメモリBMセープと、

データをバックアップからロードする

コンティニューの項目が現れる.

隠しクラスにチェンジ 右上の表に示し

ている成長させるクラス名を参考にし

て、各キャラをクラスチェンジさせて

おき、さらに成長させると、隠しクラ

スにチェンジする

キャラ紹介のおまけ キャラ紹介のビジ

ュアルが始まつたら、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=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、自動的に強力な鎧、ア

サルトスーツを入手できる.

裏ストーリー ます、エンディング終了

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

「最初から」:にカーソルを合わせセレク

ト、ラン、①の順に押し続ける。する

と、裏ストーリーが始まる。

19面のナレーション 旧システムカード

でゲニムを起動すると、ナームが出て

くる。このとき、セレクトと①を押し
:うばなしにすると、ナームがしゃべつ

たあとに19面のナレニションが入る。

らんま1/2
6.8t00円 61)/日本コンピュータシス

テム/CD/90。 12。7/アクション

コミック、アニメで人気のキャラらん

まを主人公にした横スクロール型のアク

ション。ステージやアイテムを使うこと

によつて男の乱馬と女らんまが入ね替わ

・ る。2人対戦が可能な熱闘モードも用意
'さねている。

呻
04。203。803。 403。 203。 5()3。 4C)21.5

・

1口 ,IEEI菫 ヨ

デバッグモード 電源を入ねてランを押

したら、右と①を押し続ける.するとも

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①、

セレクトを押しながら、①を押す.す
ると、ビ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 ゲームをクリアしてエン

デイングを見る。最後に「劇終Jと出

たら、①を押す。すると、NCSからの

メッセージが始まる。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、全部終わつたら、今度はセレ

クトを押しながらランを押す。すると、

突然「福幅の窓」というタイトルとと

もにこのグームで使わねなかつたボツ

原稿と原国が見らねる。

ガイドに注意される CDを普通に再生

して聞いてみよう。No lを聞くと中国

人ガイドのおじさんに「いけないある

よ」と注意される。また、NQ55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つだけつないでブレイ

しよう。すると、ボス対戦モードのよ

うになつて、好きなボスキャラと戦え

るようになる。

挙が見えない パッ:ドの連射を①は切り、

①では最大にして両ボタンを押しつづ

けると、見えな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。

らんま1/2打日、元組無

差別格闘流:

7.200円偶1)/日本コンピュータシス

テム/SCD/.92.10.2/ア クション

1対 1の対戦型になつて再登場。ステ

ージ前後のビジュアルシーンもパワーア

ップしている。らんまを使つてコンピュ

ータと戦う1人ブレイのモードと、8人

のキャラを使用できる2人プレイのモー

ドがある.

園
04。203。 603.4磋 )3。 403。 9()3,3021.9

四
襄モード バスワードを、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、そねぞれのゲーム、ビジ

ュアル、ゲームオーバーの画面を楽し

める。特別編は博RIKとのパバヌキふ

アイキャッチは各面の合間のビジュア

ルが見らねる。目次でセレクトを押す

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、ビジ

ュアルのみを、選んだところから続け

て楽しめる。ノ
=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まで増やせるよう

になる。

ステージセレクト :バスワード入力画面

で、パスワードを入力したあとに①か

ランを押すことによつてステージが選
べる。各ステTジのパスワードは下の

表のとおり。

おまけパスワ=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。各パスワァドと内容は

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

キャラ 成長させるクラス : 隠しクラス

レディン ハイ・□―ド ts-r1-
クリス アニチメイジ プリンセス

ナーム 八イ・□―ド レンジャニ

ジェシカ 八イ0プリースト セージ

バスワード ステージ&対戦相手

D、 Ft E パート1、 ノ喧斉

2、 Bt B パート2、 小太刀

3、 C、 8 パート3t右京

9、 ア、8 パニ ト4、 良牙

0、 414 パニト5、 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

"女
らんま)

8、 C、 3 パート6、 ムース

A、 0、 7 パートア、八宝斉

E、 9、 9 パート8、 良牙

D、 6、 5 Jt― 卜8、 校長:刻払ム,ス

F、 ア、C` パート8、 八宝斉簡男らんま)

5t410 パート8、 八宝斉餃 らんま)



らんまにぶ～りんだきゅ

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、博変王KとのノtJミ ヌキ。9、

8、 2と入力すると、福嶋の窓という設
｀
定資料のコーナー。4、 4、 4と入力す

ると、猫飯店献立表。C、 8、 Cと入力

するとも南の窓という、模様が動くビ

ジュアル。3、 ア、3と入力すると、南

の窓の別バージョン。C、 C、 Cと入力

すると、お好み焼きうつちやんのメニ

ュー。2、 2、 2と入力すると、謎のカ

ウンター。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

メッセージがそ祖ぞれ現ねる。

同じキヤラで対戦できる キャラの選択

画面で、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なり、同じキヤラ

での対戦が可能になる。

ババヌキ必勝法 通常は、途中で相手の

表情が変わらなくなり、どれがジョー

カーか分からなくなるが、セレクトと

①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。

ビジュアルテスト ノくスワード入力画面

で「111」 と入力して下、セレクト、

①を同時に押すと、選んだシーンのみ

を見らねるようになる。また、「BBB」

にすると、選んだシーンから最後まで

続けて見らねる.こねは、①をランに

してもできるo

らんま1/2と らわれの花

嫁
6.800円偶1)/日本コンピュータシス

テム/CD/'91。 12:6/ア ドベンチヤ

原作のコミックや丁Vアニメにはない、

新たなストーリーが3本収録された『と

らわれの花嫁』は、アニメーションたつ

ぶりのビジュアルを豊富に盛り込んでい

る。内容はらんまの知らねざる秘密に迫

るというもの。

Ⅲ 調

α 。603。 603。 403。 803.503.5③22。 4

酬
エンディングテーマが2度流れる ゲー

ムを一度クリアする。そして、エンデ

ィ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、セレクト、

①を同時に押す。すると、エンディン

グテーマがもう一度流ね、乱馬とあか

ねが現ねておじぎする。

繭

5,400円 偶り)/フ エイス/Hu/.90`

10.26/パズル 。アクション

このゲ=ムは、上から落ちてくるトラ

ンプのカードを並べて、ポーカーの役を

作るというゲーム。当然大きな役を作る

方が点数が高い。クリアすると女の子の

グラフィックが表示さねる。i

呻
()2。 903。 003.O03.203.3()3。 3()18。7

四
タイムが増える 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

ル画面でセレクトを押したまま、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

タートすると、時間が200秒になつて

いる。

同じ配列で再チヤレンジ タイトル画面

でランを押し続ける。そのまま放さず

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「RETRY?」
という表示が出る。そこで、「YES」

を選ぶと同じ配列で再チヤレンジがで

きる。

256点カロ算される タイトル画面で①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、取つた点数すべてに256点ず

つ加算される。

BGM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①で決定し、再度ラ

ンを押すとゲームに戻る。

簡 鮮
6.900円 偶り)/八 ドソン/AC/.94。 3。

26/格闘アクシヨン

挑発、気カゲージ、ズームイン・ズー

ムアウトといった斬新なシステムで人気

となつた業務用格闘ゲームの移植作。移

植にあたり最大のネックだつたキャラ同

士の距離による拡大・縮小をアーケード

カード専用にすることで解決した。

呻
04。003。 903e803.503.803.6④ 22.6

酬
ステージセレクト 高いスコアを出して

5位以内に入り、ネームエントリー画

面にする。そして、名前を「 OSD」

か「 OAS」 か「 O LK」 と入力する。

そしてストT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①

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。

体力と気カアップ まず、高いスコアを

出して5位以内に入り、ネームエント

リー画面にする。そして名前を「 0

SDJか「 C ASjか「
・・LK」 と入力す

る。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

でランを押しながら上を押すと、LiFE

を4段階増やせる。ランを押しながら

下を押すと、SP:RITを 4段階増やせる。

修行がいらない ますスコアで5位以内

に入り、ネームエントリー回口にする。

次に名前を「 。SD」 か「 OAS」 か

「・LK」 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ながら

上か下を押すとt覇王翔吼拳のスイッ

チのONと OFFが切り替わり、ONを選

ぶと最初から覇王翔吼拳が使える。

隠しグーム アーケードカードを使用せ

ずにゲームを起動させる。すると、警

告画面が出るのでリセットする。再度

ゲームを起動させて警告画面を見たら

リセットする。もう一度起動させて警

告画面を見たら、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つそろうと、

大根が収穫できるというもの。

両対応グライアス・ プラス

9。800円偶り/NECアベニュー/Hu/
。
90.9。 21/シューテイング

CD‐ ROMで大人気だつた『スーパー

ダライアス」のHuカード版。スーバー

との違いは、ボスキャラの数が減つてい

ることと、PCoSG両 対応ソフトで、

SGでブレイした場合に画面のちらつき

が少なくなることなどだ。

中
04.O03.903.103.804。003。 7③22.5

囲
コンティニュー ゲームオーバーになり、

タイトル画面に戻つたらセレクトを押

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
で通過したゾーソから始まる.

難易度設定 タイトル画面で、①を押し

ながらセレクトを押すと、難易度設定

ができる。

カプセル獲得 カプセルの出現地点に、

ぶつからないように自機を重ねると、

カプセルを取ねる。

Linda3
7.800円偶1)/NECホ ームエレクトロ

_クス/SCD/'95。 10.13/RPC
エッチなシーンではなく、ショッキン

グなシーンが多いため18歳以上推奨と

いう異色ゲーム。巨大隕石が衝突する8
年後までに、世界中の動物を集めて箱船

に乗せることが目的。シナリオは全部で

3つある。

中 `

03。903.503.603。 604。 004◆ 2③22。8

囲
タダで体力回復 まず、どこの町でもい

いからホテルヘ行く。建物の申に入つ
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るいんかみ～れぎおん

たら、いつたんセープしてリセットす

る。そして再びゲームを起動させて、

さきほどセープしたデータでゲームを

始める。すると、お金をかけることな

く、体力が満タンに回復する。

警告画面 まず、6ボタンパッドを本体

に接続しておく。そして、バージヨン

3.0以上のシステムカードかDUOで、

ランとセレクトを押し続けてゲームを

起動させる。すると、システムのバー

ジョン違いの警告画面を見ることがで

きる。

便利な直行便 まず、シナリオAを選ん

でゲームを始める。次に、リンダが記

憶喪失になり、バンハイムからメモリ

ンZのことを聞くところまでゲームを

進める。そのあと、オズボートのバー

ドラインヘ行き、右側にいる女性と3
回連続で雑談すると、ネブールヘの直

行便が出るようになるcこれで、ダン

ジョンを抜けずにネブールヘ行けるの

だ。

ルイン神の週産

8。 800円偶J)/ピ クターエンタテイン

メント/SCD/'93.11.19/RPG・
アクション

最大4人のキャラでパーティを組んで

戦うアクシヨンRPG.プレイヤーが操

作する主人公以外のキャラはコンピュニ

タが担当する。このゲームの特徴は、フ

ィールドマップが存在せず、マップ画面

に表示さねる場所を選んで移動すること

だ。

m調
(D3.8(妻 3。 4(勤 3。 1礎費3.1()3。 1()3,3619。 8

囲
ビジュアルテスト オープニングビジユ

アルが流ねているときに、左、①、右、

①、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

トする。また、回自右下の音楽、発声、

効果音のいずね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き

る。①か①で番号を選び、ランでスタ

ートする。

L00M
8。000円 (別 )/ビクター音楽産業/
SCD/'92.9.25/ア ドベンチヤー

ルーカスフィルム制作のフアンタジー

アドベンチヤーがPCエ ンジンに登場。

目的は自鳥になつたルーム人を捜し出す

こと.画面をクリックすることで主人公

ポピンがいろいろな行動を取り、ストー

リーが進行していく。

638

園
()3。 4e・4。 203.103。 l③ 3。 5C)4。 3(D21。4

レインボーアイランド
7。600円傷り)/NECアベニュー/CD/
.93.6。 30/アクション

虹を架ける魔法を使い、攻撃や移動を

行うアクシヨン。業務用からの移植:7
つの島がそれぞれステージとなつてい

る。エンディングテーマはTVア ニメ

「クリィミーマミ」で主人公の声を演じ

た太田貴子さんが歌つている。

中

03.903。 603。 403.6∈ )3。 3C)3。 5()21。 1

回
お得なコマンド集 タイトル画面で下の

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

時から得らねる。ただし、複数のコマ

ンドを入力しても、1つの効果しか得

ら組ない.

レーシング魂

7。000円偶1)/アイレム/‖u/'91。 7。 :

19/スポーツ 0レース

2人同時プレイが可能な、3D視点の

パイクレース。コースや天候に合わせて

マシンをセッティングすることができ

る。実在する6つのサーキットと、オリ

ジナルの2つのサーキットが入つてい

る。

中
()3。 403.2G∋ 3。 1礎)3.3∈酵3.5く)3。 2《)19.7

田
サウンドテスト タイトル画面でセレク

トを押すと、ステレオコンポを思わせ

る凝つたサウンドテスト画面に切り替

わる。全部で14曲聴ける。

レース中の音が消える タイトル画面で

右、下、下、下、右、下、下、右、下、

右、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①かセ

レクトを押す。そのとき音がすれば成

功だ。レース時間選択のときに、選ベ

るレース時間に長時間のものが追加さ

れる。時間は各コTスことに違う。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…変わらない、

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…1時間。①

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

…。1時間、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.

レギオン
6.780円偶り)/日本テレネツト/CD/
.90。

9。21/シューティング

次に進むステージを自分で決めること

ができる。選んだ順番によつてその後の

展開やエンディングが変わつてくるの

ワールド1

コマンド ①、左、右、①、①、セレクト、①、①

効  果 移動速度が速くなる

ワールド2
コマンド 右、①、セレクト、①、①、左、①、右

効  果 虹を2つ撃つことができる

ワールド3
コマンド セレクト、セレクト、セレクト、左、左、右、右、セレクト

効  果 虹を連射することができる

ワールド4
コマンド ①、①、①、①、①、①、右、セレクト

効  果 ジャンプボタンを連打して、空を飛ぶことができる

ワール ド5
コマンド 左、①、左、セレクト、左、①、左、セレクト

効  果 ヒントAを見ることができる

ワールド6
コマンド セレクト、①、①、左、右、①、セレクトも右

効  果 自キャラの周囲を回転して敵を倒すフェアリーが付く

ワールド7
コマンド 左、①tセレクト、①、右、左、①、左

効  果 ゲームオーバーになうたラウンドからコンティニューできる

ワールド8
コマンド 右、右、左、左、①、①、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

ワールド9
コマンド 右、右、右、右

`セ
レクト、①、セレクト、①

効  果 ヒントcを見ることができる

ワールド10
コマンド セレクト、右、①、①、セレクト、左、セレクト、①

効  果 ヒントBを見ることができる



れじえんど～ろ二どすと

だ。自機のパワーアップは、3種類のア

イテムを取ることで行われる。強力な特

殊攻撃もあるのだ。

田
03.303。 303。 203.303。 4()3。 3019。8

レジェンド・オブ・ ヒーロ

ー・ トンマ
フ。000円偶J)/アイレム/Hu/'91.3.
13/アクション

舞台は「前人未島」と付けられたエリ

アで、全部で7つのステージがある。主

人公は魔法とジヤンプのテクニックを活

用して進んでいくのだ。主人公の使える

魔法は、アイテムをとねばどんどんパワ

ーアップしていくも

呻
03。603。202。 803.5(D3。102.9019.1

レッabEンジェルス・ ダブ

ルインパクト団体経営編a
新人デビュ■編
フ0800円偶J)/NECホ ームエレクトロ

ニクス/SCD/。 95.5。 19/シミュレ

ーション

カクテルライトに照らされた四角いリ

ング上で、華麗かつ鮮烈な技を繰り出し

て闘う女子プロレスを舞台にしたシミュ

レーション。育成の要素が含まねていた

り、試合をカードバトルで勝敗を決する

というシステムを採用している。

中
()3.603。 203。 0(D3。 0(D3。 5()3.4疑 )19。8

四
モラルを上げる 選手評価が600以上で

モラルが低くなつ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、モラルの数値が50まで上

がる。

デバッグモード まず、6ボタンパッド

を接続してゲームを始める.EXHIB:T:Ю
Nを選び、キヤラ選択画面で、パッ

ドのモードを6ボタンにして、左を押

しながら①を押す。すると試合中のグ

ラフイックが見ることができる。①で

技の切り替え、ランでグラフィックの

有無を決める。また、新人デビュー戦

を選び、「最初から始める ロードする」

の画面で、パッドのモードを6ボタン

にして、下、上と①を同時に押すと、

ビジュアルや音声を方向キーで選び、

①で見たり聞いたりできるモードにな

る。

必ず特訓が成功する 団体経営編をプレ

イ中に、セープをしてからリセットす

る。そして、さきほどセープしたデー

タで再びゲームを始めてから、すぐに

特訓のコマンドを選ぶ。すると、特訓

が必ず成功してAPが 2倍になる。これ

を繰り返せば、あつという間に最強ま

で育てることができる。

レッドアラート
6.780円傷1)/日本テレネット/CD/
=89。 12.28/アクション

国際的なテロリスト集団を倒すため、

主人公ガイ・カザマを操り戦うコンバッ

トアクション。主人公は経験値によリレ
ベルアップし、レベルが上がるほど強力

な武器を使えるようになる。

中
()3。 7燿)3.803.4運 D3。 5()3.6受 D3.3()21.3

囲
デバッグモード タイトル画面でセレク

トを押しながら①、①、①:①、上、

下の順に押し、セレクトを放してラン

を押す。すると、画面がデバッグモー

ドに切り替わる。

レディフアントム
6,980円 (別 )/日 本テレネット/
SCD/.91。 11・ .29/シミュレーション

フアントムメディアという人型兵器を

操る5人の美少女が活躍する。行動力の :

高いキヤラほどすばやく行動ができると

いうた工夫がなさねている。これにより、

ターン制という概念がない。ビジュアル

シーンも要チエック。

M調
04.304。 003.403.903.803。 6③23.0

囲
スペシャルモード タイトル画面で①、

左、下、①、①、上、右t①、ランを

順に押す。するとゲームが始まり、「最

初から特殊兵器が使える」、「敵のデー

タが見られるJ、「ゲームモードが変更

できる」の3つのモードが遊べる。「最

初から特殊兵器が使えるJでは、本来

なら最初に
‐
は選べない特殊兵器が、

ACTlの武器選択画面で選べるように

なる。「敵のデータが見られる」では、

ゲーム中、敵ユニットに力…ソルを合

わせて①を押すと、敵ユニットのデー

タが見られる。「ゲームモードが変更で

きる」では、セレクトを押し環境設定

のウインドウが現ねる。ここで、①を

押すことにより自動、索敵、通常のモ

ードに変えることができる。自動モー

ドは、コンピュータが勝手に自軍ユニ

ットを動かし敵に攻撃する。索敵モー

ドは、自軍の視界が限らねてしまつて

いるため、敵ユニットが自軍ユニット

の視界に入らないとマップ上に表示さ

ねない。そのため難易度が高くなつて

いる。

マルチデバッグ タイトル画面で、左、

①、①、下、上、①、①、右の順に押

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

ジユアメレ、ミュージック、サウンドそ

して、ステージをそ組ぞ組選べるよう

になつている。           「

レニープラスタ■

フ。800円 (別)/NECア ベニュー/
SCD/。 95。6。23/アクション

人気イラストレニターの末弥純の描

く、映画のようなビジュアルが特徴。世

界征服を狙う悪魔の騎士団を倒すため、

2人の主人公が戦う.また、プレイヤー

が選択するキャラによつて、シナリオも

変わる。

呻
03.603.503.503。 603.4② 3.3③20。 9

囲
技バネルが残る 一度クリアして、エン

ディングを最後まで見る。タイトル画

面に戻つたらランを押して再度ゲT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。

レミングス
フ・200円偶1)/サン電子/SCD/´92.

11.28/パズル

レミングたちにいろいろな能力を与え

て、制限時間以内にたくさんのレミング

たちを出口に誘導してやらなければなら

ない。レミングたちはチョットのトラブ

リレで死んでしまうので、迅速な判断が要

求さねるゲームだ。

中
04。 193.893。 5:D3。 7:D4。 204.3=D23.4

ロードオブウォーズ
6.800円偶リン

′
システムソフト/・CD/

391.11.29/シ
ミュレーション

10人の著名な戦闘指揮官のクローン

を引き連楓、戦車戦を展開する。パソコ

ンで人気の高かつたゲームの移植作。ブ

レイヤーは10人の指揮官に命令を下し、

島のどこかにある最終要塞を破壊するこ

とが目的となつている。

呻
03。 403.633.603。 403.403.3D20.8

ロ ー ドス 島 戦 記

フ。200円 偶1)/八 ドソン/CD/'92。 7。

17/RPC
小説、アニメで人気となつた作品をゲ

ーム化したパソコン版を移植。シナリオ

はパソコン版に忠実だが、戦闘システム

をアレンジしもオリジナルのビジュアル

が追加さねている。戦闘はパソコン版を

簡略化したものだ。

田
04。504.103:903=9③ 4。 104.01924。 4

四
ウッドが必ず会心の二撃を出す 戦闘が

始まつたら、ウッドを敵にびつたりと
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ろ―どすと～ろむろむす

くつつけてしまう.そして、2回続け

て防御させよう。するとなぜか、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

ず会心の一撃になる。

ディードが必ず会心の一撃を出す 戦闘

中ディードに補助系魔法のブリンクを

使わせて(敵にびつたりとくつつく位

置にディードをワープさせる。すると、

ディードが敵の目の前にワープすると

同時に、その敵に対して攻撃をすると、

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、

エンディング終了後の、■nと表示され

た画面で、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、広場へ行つてキヤンプを張る

と、通常のキャンプの項目にはない、

おまけの項目が二番下に出ている。こ

のおまけの項目を選ぶと、23種類のボ

ス戦闘、15種類の地上戦闘、14種類

の迷富戦闘、7種類の福袋戦闘をずる

ことができる。 1
タダでLP&MP回復 LPが減つてきた

らエトの魔法で治療を行う。LPを回復

させたらキャンプを張る。するとMP
が回復する。これを繰り返せば、お金

をまつたく使わずに、LPと MPを回復

することができる。キャンプでのMP
の回復は、ダンジョン内では、1回の

キヤンプでは少ししか回復しないが、

フィールド上では、1回キヤンプを張

ねばMPが全回復する。ダンジヨン内

の場合、場所を変えてキヤンプを張り、

続けて回復させよう。このとき、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 まず、カーラと初

めて出会い、武器を奪われたところの

セープデータと、強くしたいパーティ

のセープデータを用意し、武器を奪わ

れたほうのデータでゲームを始める。

次に、キャンプを張つて強くしたいパ

ーテイのデータを□―ドするしそして、

キャラの能力を途中で1度も見ないで、

街の店に行く。ここで装備を選ぶと、

なぜか何も装備していないので、武器

や防具を装備すると装備マークは表示

されないが、持つ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。

隠し部屋 帰らずの森にあるダークエル

フの屋敷の1階の左側に通り抜けられ

る壁がある。ここを通り抜けて外に出

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t特定の相手と話すとき、パーテイ

の先頭のキャラにようてセリフが変わ

る。また、カーラが馬車を襲うビジュ

アルシーンでバーンかスレインが死ん

でいると、そのキャラはビジユアルに

登場しない。

ロードス臓戦記E
7.800円偶り)/八 ドソン/SCD/°94.

12:‐16/RPG
現在のRPCの原型にあたる、テープ

ル トークというジヤンルに端を発する
・
「ロー ドス島戦記」シリーズの第2弾。

戦闘は前作同様、タクテイカルバトルモ

ードで行う。サブイベントも豊富にある。

園    ・

04。203`803.6③3.5③3.8①3.5③ 22.5

E西 口 麗 ロ ノ

タダでLP&MP回復 戦闘などでLPが

減つてきたら、プリーストの「キユ
・

ア ◆ウーンズ」などの魔法で、そのキ

ャラのLPを回復させる。そのあとでキ

、ャンプを張ねば、僧侶のMPを回復さ

せることができる。こ机を繰り返せば、

宿屋などでお金を使わずにLPと MPを

回復させるこ夕ができる。ただし、ダ

ンジョン内ではキヤンプを張つても

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つて、
少しずつMPを回復させねばいい。

日―ドスピリッツ .`

ア・200円 (別 )/パ ック・イン 3ビデ

オ/CD/'91.3.22/スポーツ・レー

ス

、地球全体をまたにかけて繰り広げる、

全 17ス テージのオンロードレ,ス。車

は4種類の中から選び、操作はアクセル

とブレーキ、ギア設定は最高で5段階ま

である。苦手だという人にはオートマチ

ックもあり安心だ。

呻

(D3.203。 302。 8嵯)3.3(D3.3C)3。 1(D19。0

日―ドランナ¬失われた送目

5。800円 (別 )/パ ック・イン・ビデ

オ/Hu/・ 90,7.27/パズル・アクシ

ヨン

各面のあちこちにある金塊を、すべて

集めるというのがゲームのルール.邪魔

な敵キヤラは穴を掘つて埋めてしまお

う。敵はしばらくすると復活するので、

すばやく行動しなければならない。

呻
02.902。 602.603.0()2.9()2.3(316。 3

囲
最終面バスワード バスワード入力画面

て,「5720‐ 0873‐ 1181‐ 1934」 と

入力すると、最終面をプレイできる。

ロックオン

6。700円偶り)/ビッグクラブ/Hu/
。
89。8。22/シューティング

謎解きの要素もあるシューテイングゲ

ーム。ステージは全部で4つ。クリアし

ながらフィサの財宝を見つけだすのが日

的。謎を解かないとループして、クリア

できないステージもある。

中
(D3。 303。 102。 903.103。 103。0018。 5

田
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、①、

ランボタンの1贋に押す。すると、5つ

のステージからセレクトできる。

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ふイ

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、「ざけんなよ!」 に

なる。

アイテム無限使用法 使用回数制限のあ

るアイテムは、使つたアイテムがアイ

テム欄から消える前にランで他の武器

に切り替えると、な≦ならない。

ROMROMスタジアム
´

6.200円 偶り)/日本コンピュニタシス

テム/CD/.89,12.22/ス ポーツ・

野球

セントハルリーグとバンタグラフリー

グ合わせて12球団の中から選ぶことが

できる。また、自分でもチームを作るこ

とができ、試合終了後には与えられるポ

イントを振り分けて、強化したい選手を

育てることができる。

岬
○¨‐○¨=Ct¨ ‐○…‐○―‐②―‐③…‐

田  ヽ

隠れ球場 オープン戦の球場セレクトの

画面で、2Pの方向キァの左上と①ボ

タンを押しながらlPの①ボタンを押

す。すると、レトロ球場でプレイでき

る。また、2Pの方向キーの右下とG
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、①で後攻側の全選手のデー

タが見られるc

遇激なキャビ子 デッドボールを受ける

と、一瞬画面が暗くなるはずだ。この

ときに、上と①、①、セレクトを押そ

う。タイミングが合えば、とんでもな

い姿のキャピ子が見らねる。

バスワード朗読モード まず、遠征モデ

ドを選ぼう。パスワード表示回口にな

づたら(セレクトを押す6すると、キ

ヤピ子がパスワードを1文字ずつ読ん

でくれる。

自分だけDHに DH制なしにしてゲーム

1を始め、打者がビッチャーのときに代

打を出し、次の回にビッチャー交代を

キャンセルする。すると自分だけDH
になる

「
    ~     :

投手の位置を変える COMの投手の立つ



わ―るどさ～わるきゅ―

まで調節できる。

わ
ワールドサーキット

ヽ
t,

5.800円偶り)/ナムコ/Hu/391.10。

18/スポーツ・レース

細かいデータが売りの、F‐ 1ゲーム。

自分のマシーンとコンピュータのマシー

ンに、当たり判定がないのが特徴。|フ リ

ープラクティス、タイムアタック、スプ

リントレース、耐久レースの4種類のモ

高 η ■ ′ 纂

(D3.303。 003。 3(D3.2(D3。 5乏)3。 3(D19。6

四
サウンドテスト タイトル画面でセレク

トと①を同時に押すと、パックに流1■

る曲が変わる。コマンドを繰り返すこ

とに曲は変わる。

レコードタイム表示 フリープラクティ

スとタイムアタックでゞ走行中にラン

を押すとレコードタイムを表示する。

このときにゾOsを選んでランを押すと、

ゲームが終わる。    `   ゝ

ワ ー ル ドジ ョ ッキ ー   、 ∫

5.800円 (別)/ナムコ/Hu/'91.9。
・ 20/アダルト・競馬

このゲームのモードは2つある。1つ

は、一度でもミスをするとハイそれまで

よのホースプレイ。もう1つは、ミス

OKだが、乗る馬を選べないジョッキー

プレイである。どちらのモードも4人同

臨
7ぼ

°
‐

・

ウールドビーチパレー ・:

5◆700円 (別 )/アイ 。ジー・エス/
Hu/・ 90。7.27/ス ポーツ・ビーチバ

: レー

夏の浜辺で行われるスポーツ、ビーチ

バレニをリアルに再現している。ゲーム

モードはプレイモードとトーナメントモ

ードの2種類。ブレイモードでは最高4
人までブレイすることができる

`
:願

ヨ賑ヨ困調
IЭ3.303.002.903。 103.002。 9③ 18.3

ワ
ニ ル ドヒ

=口
■ ズ 2

6.900円 偶J)/ハ ドソン/′AC/194.6:

4/格闘アクション

業務用t NEO・ GEO版を完全移植。

ほぼ同様の操作性を再現も、アTケード

カードの実力を示した作品だ。オープニ

ングデモやボーナスステージは細かい演

位置は、タイムをかけて取り消すこと

を繰り返すと、気に入つた場所に立つ

出まで忠実に再現。16人のユニークな

登場キャラも魅力の一つだ。

中
04.303。 603.703.703,803.3022.4

わ い わ しlH雀      キ

5,800円偶1)/ビデオシステム/Hu/
.89.6。

19/アダルト・麻雀

2人麻雀タイプ。ノーマルモードと勝

ち抜きモードがある。ノ=マルモードで

は3つのレベルから、好きな相手を選び

対戦する。勝ち抜きモードではヽ初級の

相手から順に対戦することになる。 °

中
()3.703。 1(D3。 103.4C)3.4貶 )3.3G)19。 9

田
サービスがある イナズマ立直棒と

「????J以 外をすべて買つてから

「????J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 右上の表のパスワ

ードを入力すると、1人ずつ勝ち抜い

だ 雪 計

`|プ

6・ 500円偶J)/日本コンピュータシス

テム/Hu/'90。 12.14/シ ミュレー

シヨン

レース用カンガルー、ワラビーを使用

して競いあう風変わりなゲーム。かなり

競馬を意識しており、こねもお金を稼ぐ

のが目的。一定のお金をためれば、ワラ

.ビーを買つてレースに参加できる。

田
()4。 103。 303.603.503。 904。 1()22.5

酬
′iスワード画面にする 天の声や、イン

ターフェイスユニットを接続している

ときはノ(スワード回白がでてこないが、

最初のメーカ=ロゴが出ているときか

ら①とセレクトを押しつづけて、タイ

トル画面でコンティニューにカーソル

を合わせてランを押すとバスワード画

面にできる。

ワルキューレの伝説  ′」

6。800円 偶1)/ナムコ/Hu/19038。
9/アクション     .
業務用で大人気を誇つていた「ワルキ

ューしの伝説J liD移植厳:iまあ1まのとし
たキャラクタと心地よい音楽が魅力のア

クショング=ム、かわいらしい画面の雰

囲気に反 して難易度が高めになつてい

る。ワルキューレフアン必携の一本。

中

04。604。 003.803.9③ 4。 103.8⑬24.0

醐
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、①ボタンを

倒した相手 ′〔スワード

アイ悶レみみはきえあけえさたたそみお

婦人警官 みねふぶ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= 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

時 のくはつきあしえさたたそまさ

タレントちくみほああくとそたたそまう

O L ちくちうきあたとさたたそみけ

政治家 ちくいかきあししさたたそみヘ

教育者 : あくいたきあしえさたたそみす

押す。すると「MAGIC」 の横に数字が

出てくるoこの数字を方向キァの上下

で変え、①ボタンを押すと、曲が聴け

る。

ラウンド3の′ヾスワード バスヮード入

力画面で「レウユキルワレウユキルワ」

と入祖る。するとラウンド3からゲー

ムが始めらねる。

ラウンド4のパスワード バスワード入

力画面で「わるQねのDEんせつ」と入

れる。すると、今度はラウンド4か ら

ゲームが始めらねる。

ラウンド7のパスワ=ド バスヮード入

力Lal向で「あおおああおおああおああ」

と入れる。すると、いきなり最終ラウ

ンドになる。

サンドラが寝てしまう パスワード入力

画面で力ニソルの代わりになつている

サンドラを動かさずに見ている。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 バスワード入力画面

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

なつている:さらに、武器も手投げ弾、

3方向シゴットが2つ、誘導弾、ワイ

ドビーム、買通弾と、合計6個持つて

いる。

楽しいパスワード バスヮードを「なむ

こなむこなむこなむC」 と入力すると、

残り人数が3人で武器フつ、ビッグ以

外の魔法が装備されている状態で1画

からスタート、「むこわるきゆうねすき

さ」と入力すると、7面からスタ■ト

な 需もつ、5天魔法装備、残り人数
が7人という状態で始る。

面セレクト 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 0の F」

あD」 と入力。3面は「KPつ |はA た

たDまおEJ、 4面は「Cひよくらつ

Mえすみらそ」、5面は「わてむきめる

するしえDか」、6面は「いしEをDD
かふKすほた」、ア面は「ひCり lひA

‐.oFねとわE」 と入力する。

職:′
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わんだ―も

沼にたつている 1面の沼に浮いている

八スがある。こねをスクロールを利用

して画面下に消す。戻つて八スのあつ

たところに立つと、沼に立っているよ

うに見える。

ワングーモモ
5。200円偶J)/ナ ムコ/Hu/・ 89.4。

21/アクシヨン

業務用から移植のアクシヨン。ブレイ

ヤーはモモを操りながら、迫りくる敵を

なぎ倒していく。ときどき画面の左から

飛んでくるつむじ風に入れば、ワンダー

モモに変身できる。ワンダーモモに変身

すねば、攻守共にパワーアップ。

中
04.203.403.303。 403.3C)335021.1

囲
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「MOMO:Z:R日 という画面がで

て、サウンドセレクトや、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、①ボタンを押しながらセレクトボ

タンを押すと、エンデイングが始まる。

つむじ風で1000点 つむじ風が上空に

あるときに、ジャンプしながら入る。

すると、普通なら変身するだけなのに、

変身する上に1000点もらえてしま

う。

ビンナップモード デバッグモードのウ

ル技を使い、①と①を押しながらセレ

クトを押すとピンナップが見られる。

SK!Pの数字を01か04にしてこのウ

ル技を使うと、別のビンナップを見ら

ねる。この技を使うと、ビンナップの

あとにゲームが始まるが、すぐにゲー

ムオーバーになつてしまう。

変身しない つむじ風が来たときに、変

身しない程度に①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個ずつカプセル

が出現するが、体力回復のPカ 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c
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