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。

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。

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。
:

:
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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
103.403.203.6③
α。
囲

2。

003.6020。

回
03。 904。 003。 304.O③ 4。 104.2023。 5

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
「魔法使い丁ai!J、 「メイズ爆熱時
ス」、
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。

□

回

04。 203。 603.403.6③ 3.304.0022.1

Og.904。 003.304。 004.104.2③ 23。 5

アニメフリ‐クFX Vol.2

アンジエリータSpeclal

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。

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

呻
(D4。 203。

703。 303。 6GD3。 2(D3。 7(D21。 0

203。 603.503.5③ 3。 703。 7③ 2262
α 。

しがる あらか じめ
相性占い ゲームを進めて土の曜日にな
"ロルフィーが恥すか
"つたら、占いの館へ行く.す ると、休
マウスを接続しておいてソフ トを起動
レフィーの太も
し、メニi―画面のロリ
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
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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

:

赫

7 1

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
ジュラフアイト

FXヴ ァ

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。 3③ 20。 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

きゃんきゃ〜こくうひょ
◆鬼神童子ZENK: FX

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
鬼神前鬼
転したときにボタンを同時に放すと、
前転
ユナが一直線に飛ぶ。
(ジ )脳 天割り
ます、デメキン号危機―髪をプレ
無敵
膝蹴り
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、
の八― 卜をがつちりつかんで親密な関係
左、①t ①、ランの順に押す.す ると、
になることを目指す.パ ソコン版よ りも
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
美しくな つたグラフィックがウリだ。 '
・
、
11「 ̀ :̲
まう。´
回
・①¨
・ 超ハー ドモニ ド まず、QU!Z銀 嬢伝で
0・ …
o¨ ̲〇 ■‐
⑬¨‐
e¨・òご ‐
超級を選べる状態にしておく、そのあ
キューティーハニーFX I
と、デメキン号危機―髪が遊べるよう
8。 800円 偶1)/NECホ
になつたら、イージーモー ドを選んで
=ム エレク トロ
ニクス/CD/95。 11。 10/ア ドベン
ゲームを始める.そ して、ミニゲーム
チャー
のタイトル画面で、上、①、①、①を
永丼豪原作のアニメをゲーム化.ブ レ
同時に押すと、超八― ドモー ドでプレ
イヤーは私立探偵となり、失踪事件を解
イできる。
パーツが動く プロマイドバズルをブレ
決するためにアウス トラルアイラン ドに
イ中に、下、セレクト、①を同時に押
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 ・
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
闘シーンはボタンの連打が勝利の決め手

必殺技一覧

ボタン
①
・0

lo

童子ゼンキ
滑り込み足払い

回転かかと落とし
アシパー

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

11‐

:

:

1

となる。
中
03.903。 303.103。 203.303.3020。

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

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。:。 :
:

403。 703。 803.4③ 4。 004。 O③ 23。 3
α 。

園

回

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
きる。
のペアが並んだ状態になる.
i
i :
エタス ト・ プロマイドバズルで楽勝 プロマイ ドバ
きゃんきゃんバ
ズルを難易度EASYか NORMALで 始
ラ
めて、残り時間が3分 以上で、さらに
8.800円 鰐J)/カ タテルソフ ト/CD/:
中央の下絵の部分にピースが 1枚 も置
・96.9。 27/ア ドベンチャー
いていない状態のとき、上、セレクト、
.
人気の 18禁 ゲームをパ ソコンか ら移
①を同時に押す。すると、ビースが勝
植.総 勢9人 美少女が登場する。会話で
手に動いて、残り1ピ ースの状態にな
女の子の気持ちを揺さぶりなが らス トー
る.
:
スニバ…ユナ砲 ユナ命中ゲームで、お
リーを進行させていき、最終的には彼女
.

1

:

'

DX

=―

:

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。

:

:

:

:

:

1

:

:

園
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

ラ常
フ
贅
薫
甜夫
」

:ル
7〕
:=:″ ,あ ￨
:ス ペシャルイベン は全部で4つ あり、1
:卜

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t̲6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
レイベントを発生させた
ンのスペシヤリ
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。 o③ 3.303.4019.5

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

驚
発募3'誕2[凛鍵言
■
￨: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。
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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 、

さ,そ

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

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

ヽ
くパズルゲ■ム。壼人で対戦で
ちしてし
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

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

,打 観

藻

.
:ヽ
そう。
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 ◆

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。

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

岬
()3。 503。

:・

302。 903。 3(D3。 503。 0()19。 5

03。 303。 203.102.803.103.4019。 0

X― JS― リ ア ル 麻 雀 PV FX

卒業 E FX

ア.800円 側 )/ナ グザット/CD/。 96。
・麻雀
3。 29/ア ダル ト
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

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

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
「みる」に力
でキャラとシーンを選び、
…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。

8。

ニメーションが展開き檎ると
言

￨:1::II言

I:言 i1

.I=
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
グることもある
見らrlる 。ただし、ノヽ
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

ヽげる: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。

ち―むいの〜どうきゅう

た
TEAM

〜
INNOCENT

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
i
力を武器に活躍していくお
9。

‑1

041304。 t03603。 4③ o。 904。 2023.5

チツプちやんキィニツタ

:

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
7。

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

: :

・
③¨
0¨・〇¨,0¨ ‐
0,‐・①■T② ¨‐

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
レを満載 してパワーアップ移
麗ビジュアメ
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

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

する.す ると、タイ

トル画面にCGも
'卜〜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

圧DttGll)/NEア ベニュー/m/
ベンチャー
8。 9/ア ド
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
‐
8」

096。

:

園

04。 603。 203.503。 903。 804。 O① 22◆ 9

・0¨ :③ ¨
・
○¨‐
0"‐ 0,¨ 0¨ ‐
③¨

四

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

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。
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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ときめきか〜ふ

ス恵
ときめき力巨‖
ニ
ラ
■,
ト
ト
レ
0ロ イい漱
シュ ￨ :

キャラ名

反乱軍

800円 偶り)/ソ ネット・ コンピユ
=
タエンタテイメン ト/CD/.96.1.

18。

帝国軍

グーム

26/テ ープル￨カ ード

子と 1対 1で 勝負。勝てば、女の子が 1
う過激なルール。ランダ
枚EEを 脱ぐとしヽ
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
6∈D3。 203。

コマン ド (威力小)
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

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

パヮ=ドニルFX

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
ラス トは
̀イ
フアンタジーやホラー系を得意とする藤
川純―氏を起用。

4種 類のカー ドゲームで、5人 の女の

03。 702.902。

コマン ド (威力大)
下、左s下 、右+必 殺ボタン

鶴

連続技

回

03。 904。 003。 304.O③ 4。 104.2③ 23.5

バチ夫くんFX幻 0■大決
戦
￨

203:O018。 6

￨

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￨
:
8。

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

:

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。 503.403.6③ 3.9②3.3③ 22ふ 0

囲

楽々クリア ます￨キ ヤンペァンかシナ
は、①を押すと次のページに切り替わ
リオのどちらかを選んでゲームを始め
り、①で前に戻る。
、
る.次 に、自軍のターンになつたら、
おまけグラフィック ゲームを起動させ
①、O、 Otラ ンを同時に押し続ける。
て、SONN=Tの ロゴが表示さねたら、
すると、なぜかその場でミッションク
だに①、①t ①、①、O、 ⑪
そのあし｀
剛
リアしたことになる。
の順にボタンを押す。入力が成功する・ ()3.803。 603.103。 2(D3.003。 0()19◆ 6
と、ゲニム中のグラフイックを見られ
四
フアニランドストーリー
るようになる.こ こでの操作は、①を バチ夫とシヤリテを使える タイ トル画
7.800円 側 )/NECホ ームエレク トロ
面でPUSH RUNが 表示さねたら、⑩
押すと次のページに切り替わり、①で
ニ クス/CD/.96。 10。 25/シ ミュレ
のあと、
を押しながらランを押す.そ
前に戻る。また、方向キーで画面をス
ーション・ RPC
ノ
《
ームを
ーバ
始めると、
ルでゲ
フリ
ト
ールさせること
もできる。
クロ
パソコンなどで人気の面クリアタイフ
チ夫とシヤリテを使えるようになる:
アニメーシヨンモー ド ①、O、 Oを 押
のシミュレーシヨング■ムで、パソコン
スキルポイント増加 タイトル画面でs
しながらゲームを起動させると、グー
Oを 押しながらランを押す.そ のあと 版の 1作 目をパワーアップして移植3 FX
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
版は面をクリアすることに、オリジナJL
STOR:ESを 選び、誰でもいいのでキ
のアニメーシヨンが挿入されている。
イン
ト
ャラを選ぶ.す ると、スキルポ
びに次のアニメ=シ ョンに切り替わる.
ームを
と
始めるこ
9999の
べ
が
状態でゲ
t
Oを
押
ー
田
ます、
①
る
①、
ゲ ムを選
03。 0。 003。 304。 004。 1()4。 2③ 23。 〔
ができる。
を起動させるo次 に
しながらグ
̀

FX

:

Ｘ■
リ ツＦ

:

=

=ム

DATE MODEを 選んでゲニムを始め

カ スピアド、プラックジャツタ、
=、 キの4種 類から
選ぶことができ
パパヌ

的となる。

田
00.904。 003。 304。 O③ 4.lr2D4.2③ 23。

￨

花 に
田女

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

カ
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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。

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

部 日

ニクス/CD/'97.1。 24/RPC
ヽFX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

): :

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

鋼酸

7.800円 偶り
)/NECホ ームエレク トロ

田

()4.203。 803。 603。 4033804.2③ 23。 0

フアイアーウーマン鵬組
主ざ

バウングリーゲニト ドータ
ー・ オブ
・ キングダム

る.

タイトル画面で、
ビジュアル再生モー ド ヽ
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。

ヽと

1ま =,I凛 :.

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

田

Ｍ誌如相

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。

バ‖レヒー ト

押 連
を を

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

ヽ
っ
ふしぎのく〜るなてし
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。

― 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。

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。

不思議の目0ア ンジエリー
タ

03。 703。 603。 003。 4①3:104。 1020。 0

呻

四

04。 803。 903。 803̀804。 004。 2③ 24。 5

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.
6。

「

回

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
b」 ̀と いう項目が増えて,ビ ジュ
シャノ
アルなどが見られるようになる。

ま〜も
麻雀悟空 ス三

03.99。 003.304。 004.104。 2① 23。 5

800円 偶1)/NECホ ームエレク トロ
ニクス/CD/195。 3.24/ア ダル ト・

ブルー
・ プルース
・ シカゴ

麻雀
随 遊記」の世界をモチーフに、さま

回

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。

6。

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

ヤー

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。

□

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。

304。 004。 l③ 4.303。 8③ 25。 0

四

女 神 天 国

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

Last imperial prince

回
()4。 404。

ポイスパラダイス

囲

ら〜ろ

03。 904.O03。

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。

○¨‐
0¨ ‐
③¨‐
②¨。
③¨‐
○¨‐
〇¨‐

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。

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。

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。

田

mスペシャルエンデ

=

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

304.O① 4。 104。 2③ 23.5

リターン
・ S」―タ
・ トゥ
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

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

523

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。

524

あ―むどえ〜あうとらい
D:L‐ 1134・ ‐
∞

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

パスワード
●

O

フォース

AiC

EIG

周回

l 12

レーザー

剛

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.

WPE Complete CD

R‐

500円 偶1)/ア イレム/SCD/.91。
12.20/シ ューティング

7。

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。 6⑪ 3。 8③ 38603.7③

:●

22。

900円 偶り)/ア イ・ ジー・ エス/

8。

四

CD/'92.2.21/そ の他 :ク イズ

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、

526

9

PANIC

a。 404。 304。 303。 904。 504.O③ 25。 5
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。

K
2段 階

1段 階

無

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。 4③ 20.1

l 12

l 12

対地

対空

M10
3段 階

1 12

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。 9② 3。 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

菫・ 1晰 日

50600円 偶1)/サ ン電子/Hu/89。 3.

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
。今回はオブションだつたア ドンと
貴』
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
:

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。

四

903.9023.3

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。

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。
スワァ ド入力
「 ミュージック3J入 手 ノヾ
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
を ユゼデ
bj、 パスワ
「クリスタ′
=ド =「
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。

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

回

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

()3。 903。

mil

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

503。 303。 6蝙D3。 7()3.2()21。 0

:

:

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
―テイを組んでクリアしていくと
ら、ノく
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

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

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。

:

― 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

:

呻

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

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

あすか1200/07キ シマ Jt―
ニングフェスト

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。

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
と技とがぶつかりあうと、互いの
う
̀技
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。

国日目

:

:

:

04。 504.704.404。 104◆ 5② 3.9③ 26。 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
にも簡
なつている。これで裏ステ
:

=ジ

9。

800円 (別 )/NECア ベニ ユー /

SCD/'95。 7.28/格 闘アクシ ヨン

呻
04.503。 803.704。 2③ 4.003.7③

23。

酬

9

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、

・
527

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.
:

528

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
:ル ール説明モー ドが付いているのが
にも
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
fも う忘
といわれる.5回 以上聞くと、
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。
btS・Hえ てしまう 対戦ブレイでも
ポニ」
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
'さ らに⑩
ルまでを同じ場所に重ねる。
ヽ番ボールをその近くに置いて、⑩番ボ
ールから始まるようにする。そして、
切り
⑩番ボールを重ねたボールに思しヽ
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。
技

名

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 ,
・カーソルを
択画面がまつ黒になるが、
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

レシーンだけを見らねる。
と、ビジュアメ

￨

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
3。 603'603.603じ 5()3。 5③ 21.9
04:0嵯 ∋

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

'

コマン ド

サンダニボル ト

下、右下、右、 +バ ンチ

サイコパリア
サンダースノ1‑ク

1下 、左下、+パ ンチ
左、

バンチ連打
サイコスルー
右、左、左下、下、右下、右、+バ ンチ
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。

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

て
Ю 19/
: ヽlQ7〔 DROl1/り l■/Hレイ
.1。

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.
口
一

.o① 21.6
O103。 500.403。 503。 7②じ

四

:ヽ

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
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

回

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
このとき lP、
を選んでゲ‐ムを始める。
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
1通 信販売の画面にする。
からJを選び、
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
「はじめからJ
イ トル画面に戻つたら、
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
「はじめ
ゲームオーバーにする.次 に、
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。

■ナーE「

アフタ

=パ
7200円 /NECア ベニユ■/Hu/
。

鋤

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。
̀ ・
:

03Ю 0。 504。 l①
3。

3。

703。 10122.6

‐

∫
:
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、
:｀

口 ■ 目

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 覇面に表示される。
新記録画面'獅 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

スタツフ/SC
8。 300円 偶1)/ラ イ ト
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

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
田
a.504。 0036703。 504。 004。 O023。 8
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
四
デバッグモー ド メーカーのロゴ画面で、
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
①、①、①、①、上t下 、上、下と入
￨ど ひざ/す ざすえざくく/く けじじじ
力すると、文字がたくさん出る画面に
じじじじじじじ/ば しししししし/し
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
ししししししししししし/し しししし
すとデバッグウイン ドウが出るので、 'し し/し しししここここそる」と入力
下段の一番右の文字を方向キーの上下
すると、最高レベルで『イースΠ』を
でFに 、左から7番 目の文字に方向キー
スタートすることができる。
の左右でカニソルをあわせて①ボタン
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
で 1に 設定すると、敵が出現 しなくな
‐
る。
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
税
嚇
ー トしたら、ビムの店に行つて「サフ
6.200円 偶1)/ビ クター音楽産業/
アイアの指輪」を買う。次に、酒場に
Hじ/'90.917/ア クション
行つて、片目の男に「サファイアの指
『魔境伝説』の続編。前作同様、縦や
輪Jを 渡す。そのあとで街の外の湖に
横 にスクロールするアクショング‐ム。
行き、
「金の台座」を拾う.こ れを売つ
ゲーム中で入手可能な4種 類の武器を使
てお金を作り、装備を整えてからサラ
いながら突き進んでいく。難易度が高い
の家に行くと、レベルが3に なるc
からtプ レイする人は覚悟が必要。
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
田
つてフアイヤーの魔法を連射する.す
03。 003.102.803。 002:702.9③ 17.3
‐
ると、簡単に倒すことができる。
回
クレジット増殖法 ̀ゲ ームオーバーの表 :ア ドルが登場しない パスワード画面で、
示中に①、ランを押しながら方向キ‐ :「 あどるくり/す ていんはたい/へ んつ
の左を連打する.す ると、連打した分 。 よいけんしだなああ/あ あああああ
だけクレジットが増える。
̲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」
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
イース
ると看護婦さんがまばたきする.
:
70800円 偶り)/八 ドソン/CD/.89。
壁にハマる パスワー ド入力画面で「あ
12。 21/RP0 0ア クション
ああleOJと すべて「あ」と入力すると::
パソコンでヒットした『イース I』 と
アドルがミネアの街の壁に八マつた状
『イ■ス コ』を 1枚の CDに 収録。PCエ
態でゲームが始まる。
ンジン版オリジナルのビジュアルシーン
場所表示が出る ステァタス画面でセレ
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。
￨

:

￨

:

r

Ll

:̀= :

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
: ￨￨ ￨｀ :1,
回
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
さねている。オ
ロ
プションモードでは、
「Slu
「BCM」 、
nd」 、日
tem」 の3つ を選ぶことができ・

530:

クトを押すと、場所が変わるたびに、

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

304。 603。 004.204.103。 総 24.6
α。
「

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

その場所の地名が表示さねるc
7:800円 Gl)/八 ドソン/SCD/'93,
変なメッセージ ゲームをスター トさせ
12。 22/RPG・ アクション
てからオーマンの酒場へ行き、片目の ‐ パソコン版の 1〜 3作 を制作した日本
男に話 しかけて 日まい/い いえJと 画
フアルコムの基本設定をもとに、オリジ
面に出た ら① を押す。すると::変 なこ
ナルとして制作。ス トーリ■:ま 2作 目か
とを言われる:
=
らの続きとなつている。ノンフレイヤー

ース
ングラーズフロ
=ワ
ムイ甲ス

:イ

7.200円 偶り
)/八 ドソン/CD/.91。 3

22/RPG・

アクション

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

:

2作 目までのシステムを一新 したパソ

Ys4開 発室 ゲームをクリアしたあと

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

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

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
別 旧システムカー ドでこのグ
ー"騒
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。
10/ア クシヨン

12。

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
t
電磁忍法がある。

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
、①
しながら、上を 10回 、下を10回・

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
il:
始まるc

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
WARNING‐ と表示されたら、
画面に‐
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
.オ リジナル面が追
務用からの移植だが、
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

右、右、左、左、l① Ol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

四
下大乱
設定口面での隠しコマンド このゲーム
80800円 鰐1)/ア スク講談社/SCD/
の設定画面にはMUSICの メニューが
.93。
・
7.16/シ ミユレーション ̀:
ある。そこで、0、 3、 3、 8、 3、 9、
ロングシナリオ
ジ
0、 0、 8、 0の 順に選曲するとクレ
天下統
=を 目的とした
と、合戦を主体としたシヨー トシナリオ
ットが9ま で増やせるようになる。7、
がある.実 在の武将のほかに、自分だけ
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。 のオリジナルの武将を作つてプレイでき
3、 8の
1、 6、 0、 10、 5、 2、 10、
る.戦 略、作戦、戦闘を繰り返して、領
く。
土を広げてしヽ
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、
園
9、 8、 4の 順に選出するとヒットポイ
03。 303.203。 102.8③ a503。 9① 19.8
ントが最大になる。3、 4、 3、 8、 00、
囲
14、 14の 順に選曲すると
サウンドチェツカ‐ ゲーム起動画面で
1、
1、 4、
ランを押したらすぐ、上と①と①を同
クレジットが無限になる。
時に押し続ける.す るとサウンドチエ
メガクラッシュ無制限 ゲーム中にポー
ッカー画面が現れる.こ れで、ゲーム
ズをかけて、:① 、①、左、①、①、上、
中に流れるBGMや 効果音が聴けて、
①、下t① 、①、セレクト、上、下の
歴史講座を見られるようになる。方向
順に押す.そ してポーズを解除すると、
ボタンの上下で音楽の種類、左右で曲
メガクラッシュが無制限に使えるよう
の設定、①で曲のスター ト、①で曲の
になる。
̲
ストップ.
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、 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
下、上、下の順に押す。そしてポーズ
画面の右下隅まで移動させて①を押
を解除すると、武器が無制限に使える
す。 するとt歴 史講座のメニューが
ようになる.
10個 出てきて、自由に選択できるよう
サイドフアイター無敵 ゲーム中にポー
になる。
ズをかけて、上、右、下、左、下、右、
上、左、①、①、①、①、セレクトの
この星にたつた
順に押す。そしてポーズを解除すると、
とりのキミ
サイドフアイターが無敵になる。 '
50800円 偶り
ショットセレクト ます普通にゲームを
)/八 ドソン/SCD/.92.
12.25/ア ドベンチヤー
始める9何 かシヨットアイテムを持つ
『みつばち学園』のミスCD‐ ROMコ
すて下、①、
ている状態でもポ ズ を力ヽ
ンテス トで優勝 した丼上麻美がヒロイ
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 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
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
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
るるこのウルテクはゲーム中何回でも
・
1
トだ。
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
03.8031403.O⑬ 3.2① 31103。 4④ 20。 0
始め、ポーズをかけて上、上、下(下 :

0

:

・

呻

531

｀
いめ―じふ〜うおりす

7。

一

︐

イメージフアイト

iヴ

6:閣
"リ円側 1/日 本テレネット/CO/

0∞ 円鋤 /ア イレム/‖ u/90:7。

。
∞ 。
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。

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。

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。

回
03。 803。 603.503。 904。 003。 6③22.3

1

囲

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

: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
700円 鋤 /ア イレム/SCD/92.
12118/シ ューテイング

7。

・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。

:

囲

‐ ‐ 11

03。 703.803。 603。 oOo。 ,03″ 敏

25

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
「OMAKE」 という項目が追
を選ぶとご
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
:

̀
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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
田
iタ ンで切り替える.各 項目の操作は、
03。 203。 102.903。 2(D3。 102。 0018,6
‐::、 方向キーの上下で選んで、①で実行す
四
る。PACEOで はゲーム中のすべての
デバッグモー ド まず、ステータスを選
ビジュアル を見 ることができる。
んだら、ステータス回口が表示される
PAGElに は、サウン ドテスト、メッ
まえに、上とランを同時に押し続けよ
:=セ ニジ、Jb― レットがあり、サウンド
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
テス トはti全 24曲 を自由に選んで聴
ードになる.
:
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
体カロ饉できる 特定の場所に移動する
・アイテムのグラフィックを使つた、お
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
まけゲームになつている.
いときに限る。2つ めはイベ ン トホー
裏ストー リー オープニングデモでグラ
:メ
ル前の公目の部分、ただ し時間が 12=
スの顔がアップになり、日口右下に
時01分 から 17時 00分 までのあいだ
剣が出てきたらランを押す.す ると:
に限る.
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
ヴアリスコ
ャラが出てくるオチャラケス トーリー
が流れるぶ
Q7&F]OD/日 本テレネツト/CD/
ゴジラEE l面 のビル上で、背景にゴ
89。 6.23/ア クション
′1ソ コンから移植され、PCエ ンジン
ジラのシルエツトが見られる。
でヒットしたアクショングーム.CO‐

l:

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、

口

スE

:

ROMな らではの豊富なビジュアルが随
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.

1

QZЮ 円Ol1/日 本テレネット/CD/

191.823/ア

:

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 :

ヴアリスⅣ

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 =
1る:i:,■

うありすび〜ういざTど
フォルメキャラたちの登場する裏ス ト
レベルアップ自由自在 グーム中にポー
ー リーが始まる。
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
/SCD/
8。 400円 (別 )/ナ グザット
ラン、①、①を2回押すとめヽ レ2.3
.93。
7.23/RPG
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.
『 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
ハー ドモー ド マルチタップで2P側 に
になつている.そ のため2つ のシナリオ
パッドをつなぐ.そ してタイトル画面
を自由に行き来できるのが特徴6ま た、
で2Pパ ッドの①、①、ランの順に押
先行して発売さねた『V』 にデータを転
す。すると八― ドモー ドをプレイする
´
送することもできる。
ことができる。
ステージセレクト ます、デバツグモー
田
03。 703。 903803.703。 903.鍛 2.3
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
囲
モンスタニのグラフィック グァム中、
ージセレクトが増える.こ の数字を変
右上とセレクトと①を同時に押す.す
えれば、ACTl〜 9ま でのステ=ジ を
―ティがいるフロアに出現す
ると、ノ《
選択することができる。
る、モンスターのグラフイックが現れ
ステージ飛ばし ゲーム申ならどこでも
る.こ のグラフィックは、①を押すこ
いいのでセレクト、上、下、左、右、
とに切り替わる。また、モンスターの
上、下、左、右、上、下、左、右、①、
グラフイツク以外にも、そのフロアで
①、①、①、セレクトの順に押す.す
起こるイベント関係のグラフィックも、
るとそのステージがクリアとなり、次
見ることができる。
のステージが始まる。
レベル 1000の 忍者が作れる ますメニ
隠れステージ ます、コマンドを入力し
ュー画面で「U暫 :ties」 を選び、次に
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 。 その中の「SUMMONCHARACIRJ
を選ぶ。するとパスワニ ド入力国口に
倒す。すると、ACT10と いう隠れス
なるので、ここで「Dク 55EEス スモ
テージに進める:隠 ねステ■ジ1ま 、
1イ 000000□ 80Aく えBA00000
ACTllま である.
0000000000835Cを 20WJ(0は
幻の対決 ステージ8‐ 6で キャラクタを
すべてゼロ)と 入力すれば、レベル
レナにしてステ■ジ飛ばしのウル技を
‐
1000の 忍者が現ねる。名前を変えれ
使うと、ステニジ8‐ 7で レナでガルギ
ば、さらに何人でも作ることができる
アと戦える.た だし、セリフ1ま アスフ
ようになる。
アーのものだ。
戦目をせずにお金を入手 適当なキヤラ
針山も大文夫 レナやアムで針山に落ち
を何人か作つておき、キャラの目性は
たら、動かずにアスフアーにチェンジ
、 統=し ておくo次 にギルガメッシュの
いですむ。
すればダメ
を受けな
｀
=ジ
酒場で1ヽ ,テ イを編成 し。FP00L
ステージ 1,3の 最初
ウルトラマン登場 ヽ
GOLD」 のコマンドで 1人 のキヤラに
のところの背景で、帰つてきたウル ト
:ツ
お金を集める.そ して所持金がゼロに
ラマンとグドン、
インテールが戦つ
なつたキヤラを消し、キヤラを作成す
ているシルエットが見ら机る.
るところからの手順を繰り返せば、簡
セープデータ整理モー ド タイ トル画面
単にお金を増やせる。
でセレクトを押すと、セープデータを
善悪混含パーティを編成 層性が悪のキ
整理できるモー ドになる。
ャラだけでバーテイを組む.こ のとき
ヴアリス ビジュア
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
4980円 偶1)/日 本テレネット/CD/
.93.2。
‐ してダンジョンに入り、すぐに rQUiTJ
19/その他
:
のコマンドで冒険を中断する.次 に、
『ヴアリス El『 ヴアリスⅢl『 ヴアリ
善のキャラでダンジョンに入り、すぐ
スV』 に挿入されたビジュアルシーンの
ΠNSPECT」 のコマンドで悪のキヤラ
全カットを収録 したものなス トニ リ■の
のパーテイを探し、悪のパーティと合
レ
流ねを把握しやすいように、ビジュアメ
流すれば、善と悪の混合バーティを編
シーンの合間には簡単なス トー リー説明
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が入つている。

回

04.103.70a2030③
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3。

00312鋭 Q3

::

『ヴアリスⅢJの シ
裏ス トー リー まず、
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

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
8。

I

400円 (別 )/ナ グザット/SCD/

094β

。
4/RPO
E』 『 V』 と共通のシステムの
:異 なるシステムを持つ『V』
『ⅢJと 、
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
rI・

外編的な内容のものだ.
回
:

03。 403。 9031403。 5C)31503.4021。 0
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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
ともできる。
1

1 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
̀

533

ういにんぐ〜うえいぐす
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

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.

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
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
れたい、違う性格のキヤラの分だけ人
.― ティ全員のACが 下がつた状態にな
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
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
険を中断する。次に、もう片方の性格
・
きる.た だし、装備を変更したり、店
のキヤラでパーテイを組んで地下迷宮
に持ち物を売ると元に戻つてしまう.
に入ろう,そ して、すっき冒険年中断
ステ■タスを上げる 地下3階 、西2、
した場所で1日 NSPECT」 の「DEAD
、
80DiES」 のコマンドを使い、
地下迷
南 14で 戦闘終了後に手に入るs PET
ー
RI日 ED DEMONを 装備してSPを 使用
宮内に残つているパ テイを探しだす。
する.す ると、バイタリティが 1減 る
そして発見したパーティと合流すればt
がステータスが 1上 がる。これを繰り
ギルガメッシュの酒場では不可能な、
返すと、バイタリティと交換にステー
性格が善と悪のキヤラを同一のパーテ
タスが ドンドン上がつていく.こ の状
ィに編成できる.こ のウルテクを使え
態では、バイタリティは2ま で減つた
ば、君主と忍者を同一パーテイに編成
あと 18に 増えるようになつていて、
しても強力なパーテイを作り上げるこ
そのあとは 18〜 2のあいだをループし
とも可能になるので、ゲームを有利に
ている.そ のため、このウルテクは何
進められる。
回でも繰 り返すこ とができ 、最大
最強忍者で大金持ぢ まず、3人 のキヤ
9999ま でSTATUSを 上げることが
ラを作る.そ のとき 1人 目の名前を8
できる.た だしsバ イタリティが3以
文字にすること以外は適当でかまわな
:「
下の状態で宿屋に泊まると、そのキヤ
い.そ して、 名前を変える」のコマン
ラはLOSTに なつてしまうので、ステ
ドで 1人 目の名前を選び、名前を変え
,タ スを上げたあとは、バイタリティ
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
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
175の 忍者になる。この忍者は大金を
=画 面で
「Uti:litiesJを 選び、次にその中の
持つていて、ポルタック商店などでお
「SUMMON CHARACttER」 を選ぶ。
金を集めると、合わせて29475265
75CP手 に入る.し かし、この忍者は
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
アイテムを調べるとバグつてしまうの
でゲームを始めらねる。このキヤラは
で、お金を集めたら、転送呪文を取っ
0歳なのでその分多く転職できる。
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
ウイエングシヨット
キ ャラクタは宿 に泊まると レベル
5.500円 偶1)/デ ータイース ト/詢 /
1000ま で育てることができる。しか
389。
3。 3/ス ポーツ・ゴルフ
し、この忍者は高齢なので、馬小屋以
PCエ ンジンで最初に出たゴルフゲー
外に泊まり続けると死んでしまう.こ
ム。3つ のモー ドがある。 1人 でコース
の点に注意して育てれば、非常に強力
をまわるス トロークゲーム、スコアを競
で、大金持ちの忍者ができあがる。攻
いあうマッチゲーム、そして、4日 間の
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。 賞金を競う トーナメン トゲ‐ムの3つ
RuNm FLA鵬 活用法 ダンジョン内で だ。 ● :￨・
■1■ :
￨

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

534
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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
と2番 ホールを、それぞれ
=ル
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。
スワー ド トーナメン トモー ドの
最強′ヽ
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

、 ス
アンタジ
=世 界を舞台にした 横
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。
.フ

回
00.804。 303。 903.8③ 4。 003。 9③ 23.8
.

E口

因

・

̲1

目

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
に、EX「 以外に
「02Jに 設定する
̀i次
tセ レクトを押し
1カ ‐ソルを合わせて
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
グス
=イ
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

うおるふい〜うるとらぼ
ら好きな曲を選び、①を押せばスター
トする。

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

うる星やつら STAY

WttH

YOU

:

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

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
1ア ニメと
ーで展開するが、
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。

ULTRABOX 2号
.

04。 8a。 404。 2③ 4'104。 404.0025.8
・

EIIIヨ

03。 102。 903.203.5① 3.903.8① 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、
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
:

1

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。
4。

□

:

呻

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.

デバッグルニム ます、スター トかコン
園
ティニューかの選択画面でコンティニ
()3。 103。 003。 303。 2CD3。 lC)3。 5()19.1
ューを選ぶ.す ると、ラムちゃんの説
回
裏日から入る タイ トル画面で、方向キ
明が入る。そこで①を押すと、押すこ
ーを右 1回 、左5回 、下2回 、上 1回 の
とにラムちゃんが説明を繰り返す.そ
順に素早く入力すると、
「きよたくんの
こでこの説明を 15回 以上聞く.そ し
裏日」というモー ドに入ることができ
て、方向キーの右と①、ランボタンを
る。
押したままで①を押す。すると、デバ
すぐゲームクリア 仮面ビクターで、方
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
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
トーリーの3項 目がある。音楽室は、
ヘ行ける。
各ステージの音楽を順番に聴くことが
デー トに必ず成功する この ソフ トの
できる。談話室は、ADPCMに よるセ
『実用デー ト講座』で、合コンで女の子
リフをチェックすることができる。.ス
とうまく会話ができなかつたときは、
トーリーは、ゲーム中の各パー トを直
電話番号を聞く回口で①を押す。する
接□― ドするためのもので、ステージ
と合コンの中盤まで戻つて、やり直 し
セレクトにあたる項目。なお、ス トー
できる。デー トで必ず女の子とホテル
リーを実行するとデバッグルームには
まで行くには、ます一度うまくいつた
戻れなくなる。
女の子を何度も日説く.す るとデー ト
パズル簡単解読法 ①ボタンを押しなが
のとき最初から八― 卜がいつぱいにな
らランボタンを押すと、おユキさんの
つていて必ず成功するのだ.
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
・foreved
で 日wl‖ stay with you・ ・
40800円 偶り)/ビ クター音楽産業/
という画面が出たら、方向キーの左と
CD/90。 12。 23/そ の他 ◆CDマ ガジ
①、①ボタンを押しながらランボタン
ージ
ン
などが流ね、
を押すと、メッセ
敵キャラがすべて女のコというシュー
「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、 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
①、上、下、ランの順に押す.す ると
3号 .「 クス ト」の第 2話 や、PCエ ンジ
オープニングを省略して、すぐにグー
ンソフ トの美少女たち総勢20人 のデー
ムを始められる.

ULTRABOX 3号

ULTRABOX創 刊号
800円 (別 )/ピ クター音楽産業/
CD/.90.6.15/そ の他 。CDマ ガジ

タ集などが入つた。

園

4。

041003.703。 803。 4① 3.6②3.8③ 22。 3

ン

四
コマ送リモード このソフトの『仮面ビ

「 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

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.

535

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/

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

CD/091。 5。 24/そ の他・CDマ ガジ

に、
「びくたあ」と入力すると、レベル

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 。

30の 状態で、ゲームの最初からブレイ

回
()3.503。 303.703。

4爆D3.603.8(D21.3

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。

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。

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
回
②…‐
③…‐ いるいるモー ド
0,¨ 0¨・○…‐
○¨‐
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

536

:

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。

四

503.OID3.303。 4(D3.5()3。

7(D21。 3

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。

えいりあん〜えすじ二せ
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.

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

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.

回

聾:軍1:i北

:

園
04。 003.803。

503.動 。
803。 7③ 22.7

囲

を起こす ゲー
セレタト運打で変―
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. =

エグザイル

念OFn

=邪
7.200円 (別 )/日 本テ レネ ット/

A.I.
90800円

'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。

/

(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。

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.

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。 403:203.4① 3.603.6① 20.6

回

11111::

露のモ…ルス信号 グ■ムを始めたら、
からポーズをか
どのステージでもいしヽ
つ
ける。そのまま15〜 20分 ぐらい待
‐
と、モールス信号が鳴る。

S● 3Hオ Jb7 イ ネス
800円 Gll)/八 ドソン/SG/91.2
9。

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
ビジュアルデバッガー タイトル画面で

四

,

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

SaC.1.

園

04。 0燿 )3。 9(D3。 303.6033603。 4021,9

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
回
アルの選択画面が出てくる。見たいシ
03。 403.603。 503。 704。 004。 l①22.4
ーン
を選び、①、①、ランのいずれか
四
1 を押せば、ビジュアルが始まる.た だ
建物を0円 で建てる 建物を選び、建て
し、このウルテクは、セープデータが
たい土地の上にカーソルを持つていき、
ないとできない.
ひとますキャンセルする.そ のままカ
CDリ クエス ト エンディング終了後に
ーソルを動かさすに、もう二度建物を
①、①、方向キーのいずれかを押すと
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 ‐ 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
がなければ、この技は使えない.
ら方向キーを使って動かし、ルーミー
1兆
ます、好きなシナ
資金が
円になる
の胸の宝石にフキダシの先を合わせて
リオでゲームを始め、資金が許すかぎ
①を押すと、CDリ クエス トのメニュ
り建物を建てる.そ のまえに資材はち
ーが現れる.そ れぞれの音声や音楽を
ゃんと確保しておくこと.そ して建物
聴くには、フキダシを前と同じように
の維持費を払えないくらいの状態にし
①を押しながう動かし、フキダンの先
てしまう。すると倒産するはずなのに
を各項目の頭に付いているヒシ形に合
「資金が500億 円に達しました」とメ
わせ、①ボタンを離す。すると選んだ
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
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
ゲーム画面に戻り、資金が 1兆 円にな
ムを起動した画面でも行うことができ
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・

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.

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

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
204。 102.903。 804。 203。 9① 23.1
α。
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。 2③ 19.4

口■目

: ̲￨

ミユ
ックルーム タイ トル画面で、
=ジ
.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。

―タンス
200円 (別)/日 本コンピ三

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

538

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
ョンで展開し、戦国絵巻さなが
=シ
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。 4③ 18.0

回
:
ル回口で「新」
第21日 から始める タイト
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。

アンド、
ジリォ:フ
エ
ロ
ン
ムフ
ムダ■
ブ
レ
ジ
・
=7=ラ
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。
スワー ドが表示され
スピリット変更 ノく
ている国口で、①ボタンを押しながら

①ボタシを押す
̀
￨タ ィトル国口で、
ル・マンモー ドに鱗
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
:4年
ヤカーが出てくる。
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

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
と早送りでき
セ
=ジ 画面では右を押す
,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。

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
=′

ニ
を
喜
夢
:3警 薔
5顧
雰
夢
ス
ラ
タ
ダ
λ
①を押すか、または

ツトしてすぐ

メッセー
①か①を押し続けるoする
'セ こ
｀
、コースレi― ドを消すこ
ジが面白し

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

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
ォルメぎれる:さ らiニ シフトあ表示
ップのネ =ム エン トリ=画 面で、
がサイコロの目に、マシンから飛び散
「ALA:N.PJと 入力すると、最初から
る大花が爆弾になる。
FERRALiに 乗れる。また、
「AYR丁 0
回
ラクに予選を通過 予選開始時の回口で、
N.SJと 入力すると、最初からMcR
03。 603。 803.903.904。 403。 6023.1
左とセレク トを押しながら①を押す。
ALENに 乗ることができるようになる。
四
ー
すると予選を走らなくても好タイムで
レ
リ
回口で右とセ
べ
ー
タイ
ト
ド
ウォッチモ
チ
ー
ル
ド
る
まずワ
ムが選
全 14チ
走つたことになヽ 10位 前後の成績で
レクトを押しながら①を押す.す ると
ャンピオンシップのネームエントリー
決勝レースに進むことができる。
マシンの走りを見られる画面に切り替
画面で、名前を入力する.エ ントリー
・
テス ト タイトル画面で下を押
サウンド
わる
.
、
マァクにカーソルを合わせ、左
終了の
しながらランを押し続ける.す ると、
ラクラク優勝 モナコGPで 、スター ト
①、ランを押しながら①を連打する.
サウンドテスト回国が現れる。こねで、
したらトンネルの前のヘアビンカープ
するとチーム選択画面で、全 14チ ー
ゲーム中の音楽や効果音が聴けるよう
の手前でマシンを止める。すると、ほ
ムから選べるようになる。
・
になる。
かのすべてのマシンがカープでクラッ
必ずポールボジシヨン どのコースでも
ニスでレース観戦 タイ トル画面
デモコ
.
いなくなつてしまう
シュし、だれも
いいから,予選 1回 目のタイムアタツ
｀
で右と①とセレクトを同時に押す。す
ないコースを走ねばラ
あとはだねもし
クのときにゴールライン上でマシンを
ると、チ=ム セレク ト画面が現ねる。
クに優勝できる。ただしマシンを上め
止める.す ると、ラップタイム表示が
ここで好きなチ■ムを選ぶと、デモコ
.
は難し
い
る位置を合わせるの
赤くなり数秒おきに光るbそ のラップ
ース回口になり、レースを観戦できる
表示が選く助く ワール ドチヤンピオン
タイム表示が光つた瞬間に、マシンを
ようになる。上下でサーキツトを選び、
シップ予選終了後の、スターテイング
少し前進させてセレクトを押すと、ス
れる.こ の画面
左右で周回数を決めら
セレク
が表示される画面で、
ー
グリッド
ーパーラップでポ ルポジシヨンにな
でフラッグをONに しておくと、レー
トを押しながら方向キーの上を押す。
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
ス中に①を押しながら上下を押すこと
すると表示が速く動く.ま た、セレク
ー
で、シフトチエンジが可能.
スクロ
ながら
下を押すと、
を押し
ト
ると成功しやすい.
｀
レースをやり直せる レ=ス 中に、上と
マ
Jレ を止めることができる。
決勝ラップが2日 になる メニュー画面
セレクトと①と①を同時に押す。する
いきなリエンディング ワール ドチヤン
でコースを選択し、コースデータ回口
ニ
ともレッドフラッグが出てs何 回でも
ーアタックのネー
ピオンジップとフリ
で方向キ の本を押しながら①を押
レースを初めからやり直すことができ
ムエントリー回口で、方向キーの左上、
す。すると音が鳴つてメニュー画面に
る.
①、セレクトを押しながら①を 12回
切 り替わる.そ のまま予選を突破する
天候を変える 予選開始時の画面で、セ
押す.す ると、いきなリエンデイング
と、決勝 レースのラップが2周 になつ
レクトと①を押しながら①を押して、
が始まる。
ていて、Qタ イヤでも走 りきることが
①だけ離すと天候を変えられる。方向
メニューに戻る ワール ドチャンピオン
できる。
キーの上で晴れ、右で曇り、下か左で
シジプでセッティングを決定する前に
天候を変えられ0 まず、メニュー画面
雨になる。
予選を始めてみよう.そ して、スター
でコースを選ぶ。そこで、方向キァの
トしないでセレクトを押すとメニ三―
上を押しながらセレタトを押すと晴れ
´
F‐ 1●
回口に戻されてしまう:
になる.右 を押しながらセレクトを押
フ。
900円 偶り)/日 本物産/SCD/。 92.
すと曇りになる。左か下を押しながら

:RCuS SPECIAL

=

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

F‐

l CIRCuS'92

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
6。

7.400円 偶り)/日 本物産/Hu/'92.

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
12。

ングするコマンドもあり、初心者に,親
しみやすいも

―

9。

￨

「

呻

303。 71e23。 3
03。 804。 203.503.8銀 。

539

えふわんち〜えめらるど

回
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

から、エンジンのセッティングにいたる

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.

必すポールボジション ます、予選を普

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

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
F‐ 1の チーム運営をシミュレ‐ 卜した
そして①ボタンを押すと曲が聴ける。
ゲーム.ブ レイヤーはF‐ 1チ マムの監督
いきなリエンディング バスワー ド入力
となり、コンス トラクターズ・チャンピ
画面の一番下の段に「MASUDAMA
オンを目指す￨マ ネージメント関係や、
SA丁 oJと 入力すると勝つたときのエ
:ン
マシンの開発、レースの作戦など、細か
ディング.FONOZAK:TAKESH日
い指示を出せる。
と入力すると負けたときのエンディン
グが見らねる.
田
3.903.403.3《 )3.4く )3.3()21。 1
()3。 8∈ ∋
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
回
スキップコマンド レ=ス 中、追越しな
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
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、
なる。
上、上、下、下、左、右、左、右と押
同じドライバ…で遊べる パ トルモード
す.す ると、途中経過が省略されて、
で2人 以上のCOMと 対戦するとき:‐
コマンドを入力した時点のままの順位
COM全 員分同じドライパニを選ぶこと
で、あっという間にレースが終わつて
ができる。 ・
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
300円 Gll)/ヒ ユーマン/Hu/.89。
12.23/ス ポーツ・レース

6。

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

F‐

l PILOT

:

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。
6。

1田

￨

02。 902。 802.502。 802:903。 l① 17.0

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
・修正されている。
も追カロ

田
04。 804.504。 304。 204.504。

回

1026:4

簡単に金もうけ 所持金が 100〜 199̲

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
ワ
イテムをとることにより、フ段階にノ〔
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

―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

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
ニジョンのエンディングが
場する別ノヽ
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

=

機が無敵になる。 ■1 11・
いきなリェンディング ますIタ イ ル
:ト

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
「
,い きなり
を押しながらランを押すと、

°
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。

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

/′

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
̲シ ヨップで買い物をしてパワ,ア ッ
て、
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。 903.703.5③ 22。 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

オーバーライド

暉

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
2、
を押しながらランを押すとステ
=ジ
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、

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。
:

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。
03。 303.103。

2

回

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。

1じ ./̀39。 9。
60800円 偶J)/ナ ムコ 卜

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。

。
付けて、1人 用を始ゅる.グ ■ム中に

オ…ダイン

800円 (別 )/パ ック・イン・ビデ

オ/SCD/393.12。

1左 、セ

レク トを押 しながらランを押すとステ

オペレーション
・ウ フ
ュ■/Hu/
ア
aЮ 円傷り
)/NECア ベニ'レ
・
.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 :・
1:3。
61800円 侶1)/ナ ムコ/HUノ ℃‐

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。

ユニ ット選択のとき

魔法選択のとき

か

30章 .
03。 303.503。 103。 3① 3。 403.4③

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

19。

四

9

囲

5大 隠 しコマン ド キヤンペーンモー ド

9/テ ーブル 0カ ー ドゲーム

:

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。

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
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
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。

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。
:

改造町人シユビビンマン

()4。 003。

:

園

04。 303。803。 403。 7① 3。 803。 6022.6

回

800円 偶り
)/フ ジコム/SCD/'94。

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。

下+セ レクト+①

ミュージックセレク ト

カー ドエンジェルス
12。

上+セ レクト+① +①
右+セ レクト+① 十①
左+セ レクト+① 十①

キャラクタの形が変化

03。 903。 003.O03。 2(D2.8()3。 3③ 19.2

8。

下+セ レクト+① +①

キャラクタが動く

回

‐

現代兵器が使える

名前がNCSメ ンパー

6。

:

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。 9⑬ 3。 903.803.6⑬ 23.8

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。
ロコマンド マル
オブションモー ドの追カ
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、
レセレクトの3つ のコマンド
ビジュアメ
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::il111111111̀

:

04.304。 20364③ a8③ 3.70a7③ 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

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
されてからケームオーバーになると、 種類に切り替わる。
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

「くやビ=」
のリビニの回口も変わつて、
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
1
教授してくれる。
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.
だめよ―。これは
するとヽ
「こら

=!

CD‐ ROM2用 のグームソフトよ: この

□

・

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

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。
「のり
スター トボタン このグTム では、
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。

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。

構闘覇至伝説アルガノス

アルセレタト●アタシヨンパ トたけ
:ブ
レイできるモード、HPが 高く金持

70800円 偶1)/イ ンテック/SCD/
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
'94。

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
2.903。 3(D3。 303。 8C)2。 8019.4
()334延 勤
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

SCD/
8.600円 偶1)/ナ グザット
.94:423/ア クシヨン :ィ
ンジンオリジナルの忍者アクシ
スライ
ョ"Cエ
ン
単な操作で、ダツシユ、′
̀簡
・後方への回転など多彩な
デイング、前

:

回

04.504。 3041004。

四

1(D4。 204。 1(D2562

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

ニ

=

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
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
レジーンがなくなり、演出と格
スクローメ
闘ゲームのようなアクションが強化され
た。
9。

中
704。 703。 704。 l③ 4。 3a:4③ 24。 7
α 。
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

ると2P側 の

キャラが連続でタメ攻撃を
̀す 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
っ
いきなリブレイできる。
モードを、

カツ トビ:宅配君
:
ンキン八ウス
/HI/
)/ト
0.印
円側
｀
.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

03.403.1021903.O03。 103.7t01912

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

T刀

園

カグッシュ

1 66600円

宙に浮く 2Pで スター トして、下に降り
カプキ
涼談
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
フ。
800円 Glj)/八 ドソンれ /.95.2。・
タにつかまらないようにギリギリまで
24/格 闘アクション
ツタに近づき、そこでツタに向かつて
『天外魔境 風雲カプキ伝Jの 外伝的
ジヤンプするとツタを飛び越して自に
な格闘アクション.COM相 手に勝ち進
‐
1
浮く。
んでいく「ストーリモー 日 、2人 対戦の
前後に攻撃 僧侶で立つて攻撃し:方 向 「 VSモ ー ド」、体力がなくなるまで何人
キーの左右を連打すると前後に武器が
倒せるかを競う「 ライフアタックモー 岡
1伸 びる。
の3つのモニ ドがある。
:
名前がない ? 名前登録回口でなにも入
回
力しないで「おわりJを 選ぶと「なな
03。 903。303。 0嘔D3.303.302。 0(D19。 6
し」という名前になる.けすむ」を選
田
んでカー ソルを最後まで進めてから
ガー プ菫場 グームモー ドでVSを 選び、
「おわり」を選ぶと名前が空白になる.
キ ャラクタ選択画面で右を6回 、左を

:

̀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●
:

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.
: :

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
:

2P側 から乱入して引き分けになる
み、
̀ l
そしてもう=度 乱入すると、2P側 でラ
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
カトちやんケンちゃん : ‐ 《

)4。

40900円 (別 )/八 ドソン/Hu/.87.
11。

30/ア クション

:l

103。 400。 003.303。 503。 8(D21｀ 。
1:
̲1

囲

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
:

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

・そのポ のままでエレベニター
と、
=ズ

が動いてしまう。

ができる.た だし、自分の色が赤でな

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=
グラン ドスマッシャニ

左にタメ、右+蒻 キック

:☆ ソウルクラッシユエクスプロージョン

下、右下、右十弱バンチ
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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:

・
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

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

回

04。 103.903:803.703.903。 0022。 3

四

川のぬじ鈍り自然派

04。 004。 103。 904。 204。 103β ③24。 1

7.800円

回

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。

目目 ■‖2
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.
6。

回
‐

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.

1

がんばれ:￨:■ レフJf― イズ

1

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.
5。

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
i
忠実に移植されている.

:、

園

田

03.202。 003。 003。 103.103.1018。 5

O.303.804.103.904.103。 4023。 6

田

四

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

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
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
1

50800円 側 )/ハ ドソン/Hu/389。

7。

7/シ ューティング

国菱劃目

03.6031603。 203.O03.1lGX365020。 0

□

03:OID3.20/3。 0(D3ら 202.803:0018。

:

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: ￨

ガルクライトTDF2

03.503。 503。 103。 203。503。 5020.5

ガンヘツド

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.

.

◆
(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。

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

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.

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
̀
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きあいだん〜きそうる‐

=

Ш

こちらから攻撃しないでひたすらよけ
重視さ根、要所に流ねるビジュアルも美
クレジット無限 タイトル画面かオプシ
しい.戦 闘をしてもユニ ットは成長しな
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
ョン画面で、①も①ヽ①ヽ①、①、①、 いが、武器や防具の強化によつて能力を
: ①、①、セレクトの順に押す.そ のあ
ムも20発 追カロ
店れている。
上げることができる。
ニュー
その場からコンティ
とゲームを始めると、ゲームオーバニ
緑の八リア
回
ーが出すアイテムに弾を当て続けると、
になつたとき、コンティニュー画面の
Oo。 903.903。 403.303。 8貶)3.5()21.8
やがて光り輝く玉になる。こねを取る
クレジット数の表示が:通 常は5な の
酬
・
1 が∞ (無 限大)に なつている:
とその場の敵が全滅するがti実 は効果
隠 し特技 ゲニムをスター トして第 1章
レ画面かオブ
は、それだけじゃなくて自機がやられ
ステージセレクト タイ トメ
が始まうたら、ヴアイスのメニューの ‐
ション画面で、上、上、下、下、左、
たとき普通なら前の場面に戻されるは
攻撃を選んで戦闘に入る。そして次に、
ずが戻されず、その場に次の自機が出
右、左、右、①、①の順に押す.す る
攻撃開始を選んで、敵との戦闘にな つ
: と、オプション画面の一番下に、面選
たら待機を選ぶ。すると、敵が攻撃 し
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
てきて、ヴアイスが攻撃を回避したり、
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
クリティカルヒッ トを受けない限 り、
だけス トックされる.機 数表示が黄色
HPが 2に なる。ここで特技を選ぶ
になつていねば安全だ.
で変更したあとゲームをスター トすね
‐ 残り
マルチボディだらけ まず面セレク トを
ば、好きなステージから始めることが
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
できる。
使つて83面 でプレイしよう.す ると
シニル ド&パ ワーゲージ満タン タイト
ムを起動させると、
いつの間にかマルチボディが装備され
「こめんね」と警告
ル画面かオプシヨン画面で、上、下、
ていて、最高で 15個 まで装備でき、
国国が現れるo
‐ 左、右、①t
自機を超強力な状態にできる。
①、①、①、セレクト、 ′:グ る セープデータのあるとき、タイ
セレクト、上、下の順に押してゲーム
トルで右上と①を押したままコンティ
ロセレクトでバグる 面セレクトのウル
ニューを選択すると、パグつて止まつ
を始める。すると、プレイ中にセレク
技で「01」 〜「 09」 以外の数字を選
ぶとバグる.
トを押せば、いつでもシール ドとパワ
てしまう。
￨― を満タンまで回復できるようになる。 ステ‐ジセツクト・
セ■プデ がない
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.

奇 々怪 界

=夕
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
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

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。 8③ 22。 0

00
02
04
05

06

ビッグ・ボルゴ

バジア・ グレー ト
クイーン 。ブラウラ
八イ′t‑0ビ グレ
ジャイアント0ボ ルテク
ノtヌ ア 0シ エー ド
アイアン・ベ リオル

OA
OB
OC

キング・ ブレイル
サンダープレス
ラブル

９
０

08

怖

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

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

・
浅笙 t路 磐
L繁
E
mb― ガ̀)鍵

:な Fこ

8。

800円 rJlj)/NECホ ームエレクトロ

ニクス/SCD/095.5。
ーション
1続

26/シ ミュレ

古代文明の遺跡をめくる戦いを描いた
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 ごそしを8章が始姜つたらt編 成
る
‐
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

￨

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。 O③ 21。 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―
フォン篇

=グ

リ

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
3.6C)3.ア (勢 23。 4
()4.504.003。 803.9礎 螢

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。

188
ギャラガ

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。 4③ 23.1

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
レ画面になつたら、5P′ tッ
く。タイ トリ
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
4

トリブルフアイター

水

黄

23
15:

緑

19

自

11。

2勘
3勘
スピー ドアップ

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
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。

()4。

04。 403。 503。 003。 403.4創 .3④ 20.8

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 .
)/NECア ベニ ュー/

(別

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
ワタルが真実の愛を買き通す
照的に熱しヽ
姿が描かねている。

田
1()4。

4031703.603。 5C)3。 6② 3:3③22:2

1

囲

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
。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。
:版

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

=

1究 極タイガ

田

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
レ セレク トボタンを
ホーミングミサイリ
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
一 にな
トを使い果た してゲームオーノヽ
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。
.

31/シ ューティング

5.800円 鰐り
89◆
)/八 ドソン/CDノ・

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。

.

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=―
:

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

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。

i

呻

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
: 395.
フ
・800円 偶1)/八 ドソン/SCDノ
ベンチャー
6。 30/ア ド
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。 4② 3.2③ 22。 4

囲

ぜゆわんぶらあ自己中心派

ぎ 0わ んぶらあ自己中心派
麻雀バズルコレクション

: 5.500円 偶1)/タ イ トー/Hu/'89。 3:

'‐

104。 1罐 ∋
4。 204。 104。 4()3.6()24:4

囲

岬

‐7.800円

えてくねる指導機能や、RPO:風 のツア
‐
TモTド がある。
1・

岬

:ア

:

1ッ グモー ド まずタイ トル画面で、
デ′
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

￨

04.204̀103■

03。 Ю

a801:Ю 231

きんぐおぶ〜くいずまる
コマン ド

効

クィズ躍様の野望 ●11

果

セレク ト十ラン

自分のHPを 0に する

セレクト■下
セレクト十①

自分のHPを 少し回復する

セレク ト+上

自分のカー ドを見る
自分のカー ドをすべて同 じにする

6.200円 偶1)/八 ドソン/CD/92:′

注 :+は 、ポタンを同時に押すことを示します

10。 10/そ の他・クイズ 、
織田信長や武田信玄など、戦国時代に
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。

四

()3.3031603.3(D3。 403:903。 o()21。 3

セレクト+①
セレク ト+右

自分の力ニ ドをすべて同じにする

:

1

1

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

呻
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
・ カジノ
・ オブ

´

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。

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

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

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。

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

く
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 3.5③ 3.3034② 3Ю ④20.6

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 .

203.303。 6③ 3:6日 .5③ 21.2
04:0銀 。

()3。 203。

酬

:
:

103.303.2G)3.4く ≫
3.3(319。 4

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/
.93:1̲1.26/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 =̀￨・

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
:セ レク トで
字を変更 して、①で実行な
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。
ー 「八‐ 卜・オブ
無限 コンティ
=ュ
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
を目指 し、数々の難関をクリア しよ

=ク
■).

:

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。 6③ 3.803。 9③ 22:4

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
1も う一度馬獣人に話し力ヽ
とで、
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」

550

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
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。
0

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。 8① 3。 003.8(艶 le8
一
四

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
にオ リツォルステ
ージを追加した全=ッ
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。 5③ 24.8

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
さ4る 。このコ
じ

マンドを使える回数はゲヤムレベルこ

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 ヽドソン/SCD/″ 93̀

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
2。

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

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
/1D/
7烈 Ю円偶リ
ン NК アベニユニ′
′

。

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。

『サ
おなじみの特撮ヒーロ:二 もののも
闘
イバークロス』の続編6・ 前作に比べで操 ヽ ()3.603.7(動 3。 4(許 3。 1∈ )3.6C)3。 9③21.3
｀
作性が格段に良くなつており、またグラ
ゲ ー ト ,オ ブ・ サ ン グ ー
フィックも一新された。今回は新たにシ
/SCD/'92。
60800円 偶り
ューティングシーンを追カ
ロしている。
)/ノ ヽドソン′
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:

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。 3③ 24.4

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

・3,704。 4③ 21.8
03。 603。 003,403。 8④
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
.ケ
から脱出する。 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:

551

げんじつう〜こ―せいき

・l

ジヨン

:

:

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
したり(
よつて、主人公がパワ■ア
￨ま
秘術と呼ば粗る魔法が使える。難易度
'プ
低めで遊びやすい。
1重

t̀

ヽ

31
・

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
メ
字が使えるようになる。

:

つ 。

GS美

神

￨

3.1煙 )3.2《 )3。 0〔)2.S()18.7
∋

￨

囲

][言 ヨ,1曽 :

4021‐
04。 103.303。 503.3Э 3.7夕 ◆
,

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、
1
国回下から自キャラが現れる6

呻
()3.603。

111E[こ

:

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

1

マルチシナリオを採用している。

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

ゲンジ通信あげだま

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

￨
源 平 討 魔 儀 巻 ノ弐
リオ。美人の除霊師の美神令子とアシス
デバッグモー ド タイ トル画面で①と①
6,800円 偶J)′ /ナ ムコ/Hu/192.4.
タン トの横島忠夫がメインキャラ。シナ
を押 しながらセレク トを押すとデバ ッ
7/ア クション
リオは3つ 用意されており、いずれも敵
グモー ドになる。デバッグモー ドでは、
『源平討魔伝』の続編。前作では3種 、とはカー ドバ トルで戦う。力■ :ド バトル
難易度、コンテイニユー数、サウン ド
1こ のグーム
のみのモー ドもあるも
,
テス ト、ラウン ドセレク トの各項目を , :類 の画面モニ ドがあつたが、
ー
ではBIGモ ドのみで構成されている。 呻
自由に調節することができるようにな
:
´
っている。
04。 504。 003。 503.703。 903‐ 9023.5
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
囲
・作よりも高くな つている。
エンディングとおまけモー ド まず、セ
1

幻書大陸オニレ￨ア

￨
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￨

7,800円 偏1)/タ イ トニ/CD/・ 93t2.:
田
｀
26/RPC eァ クション
03:600.203.303.4③ 3603.3③ 20。 0
タイ トーの制作によるPCエ ンジンオ
囲
デバッグモー ド タイ トル画面で上、左、
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
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
徴。ブレイヤニキヤラは4人 でいつでわ
グモー ドでは、3段 階の難易度の選択、
変更が可能。シナリオは、全6章 立てで
「 4,7の あいだでスター ト時の命の数
構成されている。
(′

i

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、
1の 増減、スター トする国の選択をする
上 t右 、左tセ レク トの順に押すと、 1
中
1音 楽の選択
おまけモニ ドのメニュニが出現する。
3
ことができる。そのほか、
Dl子 。
()2。 702。 8()3.002。 903.2()2.ア 饉
1シ
ナリオセレク ト まず、ゲニム開始画
では37の 効果音と20の 曲t声 の選択
囲
つけると
くことができる。
34の
では
面で「 つづきから」を選ぶ。そ して、
音声を聴
名前が変わる 主人公に名前を
シナリオ①をプレイするならデニタ3、
隠 しエ リア「なにわ」 ステージ4「 京
きに「カール」、
「マリー」、「セサルJ
・
:日 で、
シナリオ3な らデータ4に カーソルを
「はへほへよ「ましヽ
た」
、
と入力すると、
獄」の、最初の難所の「淀氷サ
iあ わせ、右上とセレク トを押 しながら
、
I「 アミバ」
て
「どらんくよ『テリー」など
景清をスタニ ト時に重なつている欄干
iラ ンを
の柱から数えて9本 目の柱まで進めて
押す。
と名前が変わるぎ
しゃがませる。すると「なにわ」にワ
勝敗がすぐ決まる ゲーム中のカー ドバ
:― プする。このエリア内の鳥居で、ア
源平討魔伝
:ト ルで、自分のカー ドを決定するとき
イテムがちらえるボーナスステ■ジに ￨)に 、左上とセレク トと①を押 しながら
6.800円 偶1)/ナ ムコンHu/。 90:3::
16/ア クション
①を押すと、バ トルに勝てる。またヽ
行くことができる。 1 :
ゲニム中tOを 押しな
左下とセレク トと① を押 しながら①を
業務用から移植されたゲ=ム 。モー ド ムーンウォ
=ク
押すと、負けてしまう。ただし、コマ
がらキャラの向きとは反対に移動する
は全部で3種 類ありそれぞれに特徴があ
:と 、ムニン:ウ ォークする。
ン ドを入力 したときの自分のカー ドが
る。横モー ドでは、微妙なコントローラ
校 換」だつた場合や、相手のカー ドが
さばきが要求さ楓る。平面モニ ドは画面
甲
「回復Jだ つた場合に￨よ 、もう一度カー
以外そ検ほど特徴はないがtitア イテム探
ドを決定するところからやり直すこと
しをする必要があるから大変。 1
になる。
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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 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
1・

:
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7,800円 偶彗
)/NECホ ームエレク トロ

KO世 紀ビ■スト 士 ガ・
=獣
:イ ア復活 完結編

ニクス/SCD′ /'96.6.23/ス ポーツ
8,800円 偶1)/パ ツク・イン ・ビデ
ゴルフ
=
オ/SCD/'94.6.17/RPC
「 美少女ゴルフア=を 育成するシミュレ i:原 作はOVA8 PCエ ンジン版はパソコ
「 ■シゴンと、実際にブレイできるアクシ
ン版のシナリオを完全にした形で移植さ
「 ヨンタイプのゴルフの両方が 1度 に楽 し
れた。そのほかにもフィールが画面を新 ・
:め る欲張りなソフ ト。主人公の女の子は 1た に描き起こし、戦闘システムも変更さ
13人 いて、それぞれ性格や技能が違う。 ねている。:ビ ジ:ゴ アルはアニメと同 じ声
'さ らに、試合結果でス ト■ り二 が変わる
l・
‐
・ 11)'・ ￨ :i^::・
・ r優 を起用したo'■
0

i
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田
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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
レを見る、と
セリフを聞く、ビジユアリ
いう4つ になつている。

ゴジラ 爆闘烈伝
8.200円 り)/東宝 /SCD/194。 2.
ta・

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。

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

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。

/

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
されている。
追カ
ロ
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
レ画面でセ
セットアップモー ド タイ トリ

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
tッ グ
らランボタンを押す。するとデノ
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。 25/RPC
9。

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
えられている。
変更がカロ
中
04.604。 1(肇 33803.904.1(〕 4.O③ 24.5
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

553

こずみつく〜こつとん
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
「リムだい
登録時に「サヤだいすき」、
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

554

フアイル名

効

ニ ャンのふろしき

テス トモー ド

サヤのプレゼン ト
ビデオをかつたよ

ADテ ス ト
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
リムだいすき
マイだいすき
ニ ヤンだいすき

ニ ャンが注意

LASER

ニ ャンが注意
ニ ヤンが注意
ニ ャンが注意
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 ャンが注意

ニ ャンたたき

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

果

「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

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、
4980円 偶り)/日 本テレネット/CD/
'93。 2。 12/そ の他
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
『 コズミ ック・ フ アンタジー 1』 と
る状態にする。次に「そうび」を選び、 『2』 に挿入された ビジユアルが全カッ ト
『ヴアリス ビジュアル
増やしたい武器か防具をはずす。その
収録されたもの。
ままカーソルを動かさずに①を押すと
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
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。 ようになつている。
再び「そうび」を選ぶと、はず したは
田
ずのものが装備品の欄に残 つていて、 (D4.204。 003。 4建∋
3。 4罐 )2。 9貶 )3.3()21。 2
さらに武器防具欄のほうにもあり、2
ゴッ トパニ ック 塵
壼軍
つに増えている。武器防具欄にあるほ
団
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
6,800円 偶り
)/テ イチク/SCD/'92。
11.27/シ ューティング
れを繰り返すと楽にお金を増やすこと
ができる。
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
ネグリジェが消える サヤがサリア姫の
ごとに、ロックや日本の歴史などギャグ
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
のテーマがあり、そのテーマに沿つた奇
ネグリジェが消えてしまう。
妙な敵が次々と登場する。自機はアイテ
ライアの下着姿を見る ア ドベ ンチャー
ムで5段 階にパワーアップすることがで
パー トで、ライアのいる秘書室に行く。 きる。
そこでライアに話 しかけてから、5回
田
ライアを調べてみよう。すると、ライ
()3。 103。 lC)3.2(D3。 4(D3f3受 )3.6選 D19。 7
アの服が透けて、下着姿が見ら机るよ
コットン
うになるのだ。
ー
バスワー
6,800円 偶り
デバッグモ ド
ド入力画面で
)/八 ドソン/SCD/:93.
2.12/シ ューティング
「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
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
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
のコットンは、アイテムを取ることによ
面で「LASER」 と入力する。すると、 り 13段 階にパワーアップし、スペ シャ
ア ドベ ンチャーパー トをとばして、す
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。
ぐRPGパ ー トからゲームを始められ
る。
購
ミニゲデムができる パスワー ド入力画
04。 403。 903。 6Q3。 703.803.4⑬ 22.8
面で「ニ ャンたたき」と入力する。す
囲
シークレットボーナス ステージクリア
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。
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
薔告画面を見る パスワー ド入力画面で

LH猟

:

―ん
こぶらこく〜こり●・
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。

コプラE伝 説の男

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。

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

呻

0。 403。 803.7① 3.8③ 3.903。 5023.1

04。 403.603.4・

ゴモラスピ=ド

囲

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。 1罐 )3,3受 )3.3(D19。 1
3.0運 動
()3。 4()2.9優 ∋

コラムス
6.400円 偶1)/日 本テレネット/Hu/

03、

3.29/パ ズル・アクション

t

四

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

01、 :o4、

02、 09、

03、 07、 03、 05、

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。
:、

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。
効果

04

エンディングが始まる

01108、 =08、

01、

01、

08、 08、 01、

01、 08、 02、 04、

04
07

04105、

06、 05、 06、 105、

06、 05、

08、 04、 01、 03、 07、 05、 06、

01、

06、 04、 08、 06、 04、

08、 06、 04、

01、 01、 07、 06、 08、

00、 00、

00

00、

00

00、 00、

00,00、

00、 00、

02、 04、 02、 05」

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

曲順
02、 04、 05、

603.7② 3.5③22.3

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

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
。
.
旨
自

田
0…・0…・③…‐
③¨‐
○¨‐
③¨‐
②―‐

e13。

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
「00、 03、 05、
目内容は次の通り。
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、

6,700円 偶1)/UPL/Hu/90。 9.28/

田

■i

60800円 Gl)/ナ グザット/Hu/'91.

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。

.91。

04.50t4.503。 803。 904。 204。 1024.9

コリュ■ン

6.500円 彿り
)/八 ドソン/CD/'91.6.

04

残機が 20に なる
シ ヨッ トが最強になる
ウォーターとサンダーが買通するようになる

08

06、 05、

06

自黒画面になる

4分 割画面になる
自黒の4分 割国向になる
上の各モー ドを解除する

555

これがぶろ〜さいきつく
園
1 ‑
田
:■
‐
‐
:○ …。
・.‐ 0‐ =30¨ 二
〇
〇ご
②¨。
③…‐ i04:404。 103。 703。 7③ 3.30315③ 23:2

:こ れがプロ野球:● ￨.
800円 偶1)/イ ンテツタ/Hu′/.89。
12.20/ス ポーツ 。野球

囲

5。

:回

:

アイテムをタダでもらう 『サーク 1』
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 '1で 森の精を鎮めるイベントをクリアし
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
̀て 、フェアレスの町の病院にいるフレ
見たいチームを選ぶぎそのあと:勝 敗
ニ
,表
ームは監督として試合に参加するモTド
￨ア に会し
ヽこ行くとヽプロテクションリ
の画面になったら、方向キ の左を
‐
: 10回 押してから、セレク ト、ラン、①
‐ングがもらえる た、モルムの砦に
と、1人の選手になりきうてtそ の選手
1を
'い る男の頼みを̀ま
4回 断ると、ガントレ
だけを操作 して楽 しむモ‐ ドの両方があ
同時に押す。する1と tエ ンディング
が始まる.
=
ッドがもらえる。
る。
AUTOモ ー ド ペナン トレース中のオー 思わぬところでお金をもらう 『サーク
剛 調
IIJで ネムヌの町にいるユ=グ に、ゼ
ダニ提出のときに監督、選手全員を
03。 503。 003.1礎 )3.3()3。 2()3.1(919。 1
COMに するよそしてE測 Tす るときに
グラー トの塔の5階 で死霊になつてし
囲
子まうた兄のメッセージを伝え、さらに
ドラゴンズオール 1 ペナン トレースの ',①:ボ タンを押 しなが ら① ボタンを押
=バ スワー ド画面で「あいあいあいあい
ri2回 ユー グに話 しかけると、 1万
すぎすると、AUTOモ ー ドになり、=コ
1 ‐あいあい ■Jと 最後まで入力すると、
ンピュータが代わりにブレイしてくれ
60LDが もらえる。
.:
ライフマントと耐火マントを装着 『サ
打力と守備力がすべて 1の 状態になつ
る。
ニク 1の 炎の砦にある炎の扉の前で、
てしまつている ドラゴンズでプレイで
サウン ドテス ト 『 89』 と同様に『190』
・
きる。
もサウン
テス
はあうた。やり方
ド
ト
に
まずライフマントを装備して、サブウ
も同じで1ペ ナン ト130試 合モー ドを
インドウを閉じる。次に、再びサブウ
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
インドウを出し、アイテムで耐火マン
選択する8そ して、大洋ホエールズを
:右 を押すとt先 攻・後攻を選べるよう
選んで、ペナン トレース表の画面にす
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□―
になる。
i
る。そこで、方向キァの左を 10回 押
ドす
したあとに、セレク ト、ラン、①を同
いきなリエンディング ペナン ト130試
るとすると、2つ を同時に装備した状
合モー ドを選び、自分が優勝シーンを
時に押す。すると画面が切 り替わ り、
態になる。ただし、またサブウインド
サウン ドテス トができる。
ウを出すと、耐火マントのみになつて
見たいチームを選ぶ。そのあと、勝敗
モンスターズ出現 VSモ ー ドかペナン ト
しまう。
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
モー ドを選びtコ ンティニュニにする。 ゼム
・パドゥーを動かす オニプニング
を同時に押す。すると、エンディング
そして(パ スワニ ドの 110文 字までを
画面で、方向キーでゼム 0バ ドゥーを
が始まる。
動かせる。
「 OJか 「G」 と入力 し、残りの 10文
サウン ドテス ト ペナン ト130試 合モー
字を「あ」と入力する。すると、モン
敵に楽勝 敵が出現したら、剣を出した
ドを選択する。そ して(大 洋ホエール
スターズが登場する。
ままジャンプして敵と重なると、すぐ
1に
ズを選んで、ペナン トレース表の画面
倒すことができる。1 :
1

:

1‐

,

にすぅ?..そ こでヽ方向十下

を10

さ

'回 押 したあとに、セレタ トごラン(①

'本
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。
:

390
これがプロ野球
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・

556

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ttII
2.9遥 )3L2(D3.0()3。 0(診 18.3
()3。 003.3《 勢
,ξ

囲
(ス ワー ド画面で「ZYM
いきなリボス ノ
A」 と入力すると、ボスと戦える。

サTク :・

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

=

7.800円 (別 )/日 本 テ レネ ッ ト/
SCD/'92.12.25/RPC・ アクショ

5,800円 G」 )/イ ンテック/Hu/̀90。
6。

サ■カスライド

サ クE

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
一 :
導入しているも

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
の過去
と、現在の恋人とが複雑にス̀そ
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
レ&BGMテ
押す。すると(ビ ジユアリ
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
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′
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

ラをしゃがませて、①を押す
・ すると
ヽ 一定時間 :
爆弾が土に埋意うてしまし

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
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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
1
る。
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。

: 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/

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
α合体をして強力にな換るb=
̀89。

1

田
03。 803.403.403.503。 403.4()20。 9
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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
最後の憲道
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‐
70000円 CJ)/ア イレムノ鶴u/'90。 フ
6/ア クシヨン
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、
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
やられた時点で使つていた武器を残せ
いる。難易度設定でPCエ ンジンモニ ド
る。
を選択すねば、通常 (ア ーケー ドモー ド
音楽がなくなる ゲーム中にポーズをか
の場合)は プレイヤーに対 し命が 1つ しか
けて、方向キーのど楓かとランを押 し
ないものが5つ まで増える6
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
申
―
レク トを押すとリセットさね、曲のな
《
)3。 503.703:4縫 )3.7重 )48003.5(め 21。 7
いオニプニングになる。
:
酬
面セレクト タイトル画面で①、①、①、 曲が変わる オープニングの地球が破壊
・
①、①、①、セレクトボタンを順に押
さねているシ=ン でランを2回 すばや
1す
、
1‐ してからランボタンを押すと、3面 ま
く押す。
ると、ゲームが始まってす
1で べ
選 る面セレクトの画面が出てくる。
ぐにポーズがかかり、オープニングの
・
さらにこの画面で、セレクトボタンを
曲が続く。
なぜかポーズ マルチタップを接続して、
押 しながらランボタンを押すと、6面
ゲーム中に2Pの ①か①を押すとポー
までを自由に選ぶことができるように
・
:ズ がかかる。
■ ̀1:̀:::●
r.
なる。 ・
連打するとスローになる。
:爆 弾が地目に :武 器を爆弾に:し 、自キヤ
:左 右同時攻撃 ‐
::① を連射
連射パ ツドで、
̀

I

̀

=

.

I

1

￨

:

557

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.

YAN騨
HIGHPIN
SCS:

サイドアームスペシャル

MIKARIN

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。

:

サイバ=ク ロス

ステージ3か らスター ト

PERSiA
YU

ステ∵ジ4か らスター ト
ステニジ5か らスタ■ ト

MAMi

ステ■ジ6か らスタTト

MAKIRIN

E:KOCHAN

60300円 偶 /フ エイス/Hu/'89.6。
1)′

AMI

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。

:

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()3,0(い 19.3

田
レ画面で方向
′ヾ
スワー ドモー ド タイ トリ
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
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ステ∵ジ2か らスター ト

LALAMOTO
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MAI

無敵になる
カラ‐バーを表示する
ステニジ 1か らスター ト

:RO

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

やさしいモー ドになる
難しいモー ドになる
音楽と効果音のテス トモー ドになる

R!E

NAOMi
M:DORI

ステージフからスター ト
最終面からスター ト

エンディングが見らねる
縦長画面になる
横長画面に戻す
スウォローテイルが最強装備
ビー トルが最強装備
マンティスが最強装備
ホーネットが最強装備

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

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

6。

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
:願
ター入口にいる、 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

:￨

.‐

1

口 曖 目 11・
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。 6③ 3.803.9022。 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。

さいれんと〜ざにゆ―じ

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

スワー ド入力画面
面セレクト&無 敵 ノミ
で「ワタ?イ シ」と入力すると面セレ
「ササ?モ トJ
クトができる。さらに、
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
800円 (別 )/マ イクロワール ド/
SCD/。 92。 7.31/ス ポーツ・ボクシ
6。

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

レ画面のあとの
する。そ して、タイ トリ
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。
レシナリオで
人気のコミックをオリジナリ
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

43500円 偶1)/八 ドソン/Hu/.87.
11.21/ア クシヨン

04。 403.603。 703。 7① 3。 903。 5④ 22。 9

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。

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

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

口■回

一

:

「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

2革
3章
4章
5章
6章
7章
8章

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。 2嵯 )3。 1罐 )3。 5受 )3。
()3。 603。 0嵯 ∋

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
ティキとなり、ヒョウアザラシ
=は
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

つなへけくひはぬふすきぬてあほうおたつけけはつあ
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
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
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

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
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

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
559
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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。

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

・ プロ野球SuPER194′
プ

800円 Gl)/イ ンテック /CD/。 90,

=

:囲

60000円 偶り
)/ヨ ナミ/Hu/'91。 12.

6/シ ューティング

.::

□

021802。 702:602。

‐

70260217③

16ぉ

2

:

いきなリエンディング まず、ペナント 回
̀ゲ ニ
モードの 130試 合を選び、チーム選択
ムモー ド選択
隠 しチームでブレイ
回口で大洋ホエールズを選ぶ。そして(
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
対戦カー.ド 画面で、右、左、右、左、
ら①を押す。すると、オールセン トラ
右、左、右、左の順に押してから、セ
・ラン、①を同時に押しながら
レクトも
ルチームでブレイできるようになる。
①を押す。するといきなリエンディン
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
グが始まる。
フェンスを重る 所沢球場と甲子園球場
クチームでプレイできる。
1
・
の外野フエンスは、上と①を押して登
サウン ドセレク トとおまけ ゲームモニ
ねる。この技を使つてホームランコー : ド選択画面でエキジビションマツチを
∵
:ス の打球もキャッチできるL
選び、チームは適当に選ぶ。そ して球 ・
1

1

i

=

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。

酬

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
1
を選択 した後、サウン ドセレタ トのウ
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。
:

9違

勢3。 4(秒 3。 4CD3。 6C)3.6(膨 21.7

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￨

:

193ネ ク
サマニカーニ′旬レ
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
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

・

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
:

i

102.803。 303.l③ 19.1

11「

沙羅塁蛇

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
ン打つべ し。

:回

i(D3。 7(∋ 3◆ 203。

￨

7:200円 偶J)/イ ンテ ック/SCD/
.94.6。
17/ス ポーツ・野球

「 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。

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 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。

園
:
3。 703。 903,903。 0(D22.0
03.803。 8〔∋

囲

残機のス トックをもらう まず、2Pで ゲ
ニ
ームを始める。片方がゲ
=ム オ 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。 . :
:
i

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

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

I

14.800円 偶1)/光栄/SCD/193。 10。

′Hu/
7,200円 偶1)/NECア ベニュー′

1

。

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。

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
(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。

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 ̀

し
THEバ ■』6ルネッサンス
ボイジャ
9.800円

= )/ア ー トデ インク/
(別

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

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
ータを□― ドすると、
スタ
=卜 直後のデ
: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 ヽドソン/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

561

しえいぶし〜じばんぐ
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。
Jbの パ トルモー ドと八― ドな
横スクロー・
ス トーリーが交互に展開する。

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

田

中

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

()3。 303.4(動

3。

OGD3.2(勢

2。

8()2。 8()18.6

()3。

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

海外の作品からの移植。謎を解かなけ
6.600円 Glj)/タ イ トー/Hu/'90。 8.
ねば先に進めないア ドベ ンチヤーの要素
・3/ア クション
1を 盛り込んだアクションだ.ブ レイヤ=
:
｀
普通の縦横スクロール型のアクシヨン
キャラはレベルアップによつて変身能力
グーム。さまざまな仕掛けと敵の攻撃を
を獲得。黒ヒョウ、サメ、 ドラゴンなど
かわしながら、最大の敵エンマを倒すの
に変身できる。
が目的。独特のゲーム画面が雰囲気を醸
中
し出している。難易度は高い。
03。 603。 303。 60336③ 3303.O③ 2o。 7

Jリ ーグ グレイテストイレ 園
7。

囲

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

503.1()2。 8CD3.2(D3.lα )3.O018.7

()3。

ブン

■

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。

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
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、 ター」をゲーム化。横スクロールタイプ
ベ

ーム

ー

で、アド ンチャ
・ のアクシヨング
要素も多少含んでいる。操作性が良く、
Jリ ーグ トリメングスサッ
ゲームもシンプルでテンポ良く
同チーム対戦ができるようになる。

1カ

:

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。

::

03.6031603。 303.3③ 3.903。 O⑥ 20。 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
562

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

M: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。

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

̀

2

ZiPAN0 1

03.403.2C13.003。 102.9② 3。 O④ 18.5

ヽ

1礎 )3。 3(D3.4α )3。 0饉)19。

回

呻

7.800円 偶」
)/NECホ ームエレク トロ

203.203。

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。

進む。

=094

田

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。

しむあ―す〜じゃんしん

田

ヤー

()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

: ーエンタテイン
8.200円=偶1)/ビ クタ
メン ト/CD/'93.5。 28/ア ドベンチ

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
作同様自分の
̀前
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
3.003.102.7018。 2
03.3038103.0運 動

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

レベリ
レ

バスワ■ド

レベル2
レベル3

WELLDONE

レベル4

SMARTBMB

レベル 5

LAST ONE

BRAVOJ:M

04。 103.503.403.3C,3,60303021.6

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/
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。

Hu/'89。

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
800円 (別 )/ビ クター音楽産業/
7。

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
がこのゲームのために選んだ特選
̀彼
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
ト
主人公が走つているタイ
無敵になる
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。

四
ステージセレクト タイトル回口で、上、 雀神伝説
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

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

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
レしてタイ トル画面に
画面でキヤンセメ
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 3セ イバーエンジ
ェJレ

プ機能がある。

田
03。 003.603。 303.403◆ 8:D3.5③ 20.5

/SCD/・ 03.
7:800円 偶1)/ア トラス′
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。

上海

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。

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
雀偵物語
なステージからゲームをスター トでき
6,780円 Gl)/日 本テレネット/CD/
レテクで、エン
るようになる。このウリ
.90。
10。 9/ア ダル ト・麻雀
ディングやスタツフロールを見ること
'
もできる。
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
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
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
とセレク トと①と①を押し続ける。す
‐
との麻雀勝負があり、そねに勝つと情報
ると、相手の牌が丸見えになる。この
が入手できる。
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
04.103.503。 303.5(D3。 o受)3.4()21.6
ーン、技セレクトシーン、麻雀シーン
雀償物語
日探偵ディバ のいずれかで、ランを押し
ながら①を
ン 動編
押す。すると、セーブ画面に切り替わ
40800円 側 )/ア トラス/CD/392.2:
る。ここで、セーブすると麻雀に勝つ
23/ア ダル ト・麻雀
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
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
ときのビジュアルが現ね、負けたこと
になる。
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、 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
宇宙探偵デイバンが秘密結社麻龍に挑む
というもの。
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。
回
￨

,

￨・

岬

2宇

/出

i

:

()4。 003。

503。 903.2(D3。 3()3。 4()21.2

囲

:

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

:

麟

:

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。

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。

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)
Gり )/NECアベニュー/CD/
9.22/ア クシゴン

5.800円
'89。

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。

3。 5建 D3.2(D3.5受 )3.4《)21.2
803。 9運動

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
、

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

麟

ラ ゴンズアイ

。

田
04。 403.503.5031703。

Eド

/SCD/
7,500円 Gり )/ア スク講談社′

=

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

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
91。

1■

データ/Hu/

=ム・
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
1
消すこともできる。 1
・

1ロ

1lIIヨ

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

18。 7
()3.002。 8C12。 9CD3。 3C・ 3.303.4緩 勢
: :'

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
3.0獲 シ
3。 3(〕 2.9()2.8(〕 17.4
()2.8(肇 2.8∈ 夢

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
1・
四
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
:戦 いやす
イフが出しつばなしになり、
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。 O③ 3。 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
1す
そう。 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
.

194

新 日本プロレス リング
バ hJb7ィ ● レM踊 踊 臓
夢
9。

800円 偶J)/フ ジコム/AC/。 943

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。
11。

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。

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。

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
ス…」S― CD‐
験ソ
せて、①を押し続ける。アイテム名が
フ ト集
出たら、①を押 したまま①を押す。す
10000円 偶1)/八 ドソン/SCD/'91.
ると、持つていないはずのアタックナ
12。 13/そ の他・バラエティ
イフを買い取つてもらえる。2回 目か
当時『天外魔境 E ttMARU』 の発売
らは「ほかに なにか ひきとろう
「はじ」 に力=
延期により、広告活動を兼ねたものとし
か?」 のメッセージで、
『天外魔境 Ⅱ〜』と
て発売されたもの。
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。
『 ドラゴンスレイヤー英雄伝説』の冒頭
が入つている。 ‐
在庫にないものを買える 店で「かうJ

ROM2体

にカーソルをあわせて①を押し続け

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。

SUFER7JbJlト ロス
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

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。

(別 )/工 画堂スタジォ/
SCD/'92.12.4/シ ミュレーション

7.800円

￨

1

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

Oo。 804。 103。 804◆ 104.103。 2③ 23。 1

2

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
『ヴアリス』の優子が現ねる。 ￨
と、

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。

酬
スタッフ紹介 まずゲームをスタートさ

ス,パ■シュヴアルツシル ト

優子がキヤディに まず,ト レーニング

:

03.503。 902.803.603。 303。 O③ 20.0

,

①、①、セレクトボタンをすべて押し
「ⅥSUAL
ながらランボタンを押すと、
DEBUGGERJに なり、すべての画面
が見られる。

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
さねる。こねを選ぶと
ロ
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
t i
の回自が現れる。
エンディング後の隠し画面 ゲームをク
リアしたらエンデイングを最後まで見
て、メーカ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.

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

中

6,780円 偶1)/日 本テレネット/CD/
389。
0ゴ ルフ
9。 14/ス ポーツ
には登録し
た選手でコー不
このグTム

04.604.403。 903。 904。 1(D4。 l③24.9

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

園
‐
‐
O¨ ‐
0… ‐
③¨‐
③¨‐
②お
③…‐
○¨‐

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。
￨

ジナルのス トーリーになつている。

田

『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

田
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。 8④ 3.4@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
「決定」と
全軍とも「uSERJを 選び、
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
「続き」を選択して□―
てリセットし、
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
/CD/
6.780円 偏1)/NECア ベニュー′
・
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
i
る。

田

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。
スーパーグライアス
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
7.800円 (別 )/NECア ベニュー/
SCD/・ 93。 12。 24/シ ューティング
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
業務用からの移植作。ボスはすべて一
と、ボールが天丼を突き抜けるような
新さね、前作のボスは中ボスとして登場
サープになる。
する。前作と同じ28ス テージ構成で、
サニプをミスる コンピュータとの対戦
途中には分岐点が存在している。自機の
ーア
で、コンピユータチームにサープ権が
パワ
ップも変更された。
ープ開始のホイッスルが
移つたら、サ
中
鳴ると同時にセレクトを押す。すると
03。 403。 803。 503.1(D3。 403。 1()20。 4
サープを打つ選手が、必ずサープをミ
酬
スする。
スローモ‐シヨン機能 コンフイグレー
空振り時間差攻撃 時間差攻撃をすると
シ ョン画面で「 JOYPAD AUTO
きに、下t① :① を同時に押して、レ
REPEAT」 をONに 設定する。そして
シーブとトスをしてみよう。すると、
ゲームを始めたらポーズをかけて、①
おとりが打つふりをする空振り時間差
か①を押し続ける。すると:① か①を
攻撃ができる。
押しているあいだは、ス回―モーショ
真つ暗にならない 普通、ポーズをかけ
ンでプレイできる。
ると画面が真つ暗になる。しかし、5
ゾーンセレクトと自機数無限 コンフイ
人用マルチタップの5番 目のコネクタ
グレーション画面で「S:LVER HAWK
にパッドを付けてポーズをかけると、
LEFT」 にカーソルをあわせ、右を15
画面が真つ暗にならずにポーズがかか
回押す。次に「PLAYER」 にカーソル
る。
をあわせ、右を 15回 押す。すると、
にらまれる 自チームのサープのときに、
ゲームを始めるときに、プレイしたい
ワザとサニプをミスしようcす ると、
ゾーンを自由に選べるようになる。さ
チームメイ トがサープに失敗した選手
らに、自機数がミスをしても減らなく
をにらむ。
なる。
3枚 ブロック 相手のスパイクを防ぐと
スーバーバレ…ボ…ル
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
5,800円 偶り
)/ビ デオシステム/Hu/
。
と、3枚 プロックができる。
90.2。 7/ス ポニツ・パレーボール
音楽が消える 得点したときやセット終
業務用で人気のあ つたゲームの移植
了時にポーズをかけて解除すると、音
作。 1人 プレイのノーマルの他に、リー
楽が消える。ただし、ホイッスルは鳴
グ戦や2人 同時ブレイが可能で、オリジ
る。
ナルチームも作れる。リーグ戦では日本

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。

E

04。 204.5C4.004.004。 103。 7③ 24。 5

リーグと世界リーグを選択できる。

囲

中

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

スーバー麻雀大会

03。 6C12.6e3.503.303.903.7C121.1

90800円 偶J)./光 栄/SCD/・ 92.12。

囲

28./ア ダル ト・麻雀

:イ ク まず、敵のサーブ
フラッシユスノ
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

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

す二ば―め〜す―ば―ら
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
スワー ド入力画面
能カポイン ト最高 ノミ
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
1
攻撃、①でバリア。
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

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
「ちいきデータ」
き「ヘルフ」を選んで、
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。

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
太郎電鉄
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」、
6,800円 (別 )/ノ ヽドソン/Hu/.91.
3人 目を「 しつ」にすると美術室が始
12.20//そ の他 。ボー ドゲーム
まり、 1人 日と3人 目の名前を同 じに
『桃鉄』の システムをパワーア ップ。
して、2人 目を「おんがくJに すると
こねまでとは違つてコンピュータのレベ
音楽室が始まる。
ルを変えられるなど、各種設定の変更が
温泉に行ける デビルカー ドを売り払つ
可能になり、グアムやサイバンなどの海
たり、クレジットカニ ドを使つて衝動
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
買いなどを行い、借金を 100億 にする
と、温泉に行ける。
が登場する。
￨ ,
モモタロウ図書室 人間 3人 とコンピュ
呻
ータな しを選び、名前入力の時、 1人
04。 403.904.304.5:Э 4.504。 1025。 7
目を「モモタロ」にして、2人 目の名
四
:前
を「としょ」、3人 目を「しつJと す
美術室&音 楽室 まず、
「いつもの」を選

SuPER桃

E

i

568

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 ヽドソン/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。 91Э 4.103.11023.3

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。

す―ば‐り〜すさのおう

X―Jト リ7J囃 ″ Wャ

レミキ
″

ズ

ヨウ

̀:カ
=̀￨シ
=
い出より
0思
‐
7.800円 偶り)/ナ グザ ット/SCD/

1

'92112。 18/ア ダル ト・麻雀

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 6031603.503̀7③ 3.903。 9③ 23.2

PEP

1ス ■バーリアル麻雀

スタム

=カ
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
・

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
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、
1

でしかできません
初期出荷のソフト
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/
)。

)、

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
19・ 800円
(別 )/ナ グザ ット/SCD/
i

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
ぐに、下とセレクトと①と①を押 し
'す
続ける。すると、スタッフロールが始

起動時に表示

:下 、
字が消えないうちに、上、
「左ざ:極
年
①、①、①の順にボタンを押す。成功 :
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

:

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

・

‐

・
18。

0

凄ノ

。

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

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。

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

田

る必要はない。
‐

04。 003.903.703.6③ 4。 104◆ 1023。 4

̲

￨

4。

27/RPG

a.603.603.403.704.003.2③ 22.31 M調
囲

:

6:400円 鰐1)/ビ クター音楽産業/

()3.4(∋ 3。 002.8CD3。 1()2。 8(≫2.8(参

'

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。

ビジユアルテスト ゲ

=ム
‐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 ￨「

牌を自由に変えられる タイ トル画面で
酬
セレク トを押 し、成績画面にする.そ
いきなり最強バー ティ エンデ ィングが
して、上、下、左、右、上、下、左、
終わつてからランを押すと美剣老人が
現 れ て 、 EXP65535t GOLDi
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
65535、 食料255、 ‐手投弾 115、 薬
15、 「もおあおだ らむああなだな
で変えたい牌を選び、上下で牌の種類
くJと パスワ=ド を教えてくねる。こ
を変えらねる。さらに相手の捨て牌も
組をコンテイニュニ国自で入力するとt
変えることができる。
全員アーマー ドスーツを着用して、美
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
剣千草と美剣 12神 の 1人 八イダが仲間
になる。
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
戦開をスムーズに まず、セレク トを押
を進めていたところから再開できる3
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
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
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
行表示された ら右と①を押 し続けるぎ
‐
を選ぶと、メッセージが消えて戦闘が
すると、ビジュアルシエンの背景が自
スムーズになる。
黒になる.
ひまつぶしのゲーム まず、
「海の凄ノヨ
隠 しグラフィック 牌を自由に変えられ
を倒し。南のみなと町の家の中にいる
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
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
く。すると、5回 目に勝つたときに自
ぶしをすると、
『キャノンボニル』
.と い
分の点数が90万 点を超えてo回 目の対
うゲームができる。お金を払わないと
局が始まる6そ してtそねに勝て1ざ 隠
このゲニムはできないが、勝ち進むと
しグラフィックが見られるもあとば90
・
・
: 1
資金がもらえる。
万点を維持してゲームを進めればよい3‐
'

=

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
,オ
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
90600円 偶り
れなくなる。しか し、魔獣の沼を抜け
)/レ イフォース
.94。
10。 21/RPG
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
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
らねる。
特殊なパスワー ド 下の表のパスワ=ド ・めの親切なシステムが特徴だが、戦闘は
を入力 して始めると、特殊な状態でゲ
斜め後方からの視点にきりかわり、敵を
ームが始まる。
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。
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
田
3.2罐 D3。 5(D3.8α )3.3(921.9
とマップ上の敵が消えてしまう。ただ
(D4。 303.8∈ ∋
し、夜は失敗することもある。
酬

スター トリング
エ魔竜戦争

'

わせる。それから、難易度セレク トを
「すげえぜ」の次に、
すると、
「 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
ビジユアルセレクト ゲームを起動させ
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
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
出てくる。こねを取つてからボスを倒
左、ランの順に押す。すると、ビジュ
すと、ポーナスステージに行ける。
アルセレクトモードになる。
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
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
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
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
を、連続 して 30個 取ろうしすると、
と、バージョンが違うと警告されるo
自機が強力な8方 向ショットを撃てる
ようになる。

デジセイ
/SCD/

:

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。

:Ю 3003。 102.90267⑮

霧

18。 9̲

￨

STARバ ロジャー

6.800円 偶1)/八 ドソン/SCD/'92。

囲

4。 24/シ ューティング
ビジュアル見学 エンディングが終わつ
パロディ満載のシューティング.自 機
たあとに、どねでもいいのでなにかボ
はPCエ ンジンとパロシーザー、そ して
タンを押す。すると、ゲーム中に流れ
ボンバーマンの3種 類。自機によつて攻
るビジュアルを続けて見ることができ
る。
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
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。 ように変化するのが特徴。
これらの洞くつには、それぞれガイア
田
ゴッズとバイオ ドラゴンというモンス
04.804.303.9⑬ 4L104.003.8⑬ 25。 0
ターがいて、ガイアゴッズを倒すと最
回
1面 ボスのサービス まず、ノーマルモ
強の武器の「アポカリプスJが 入手で
ー ドでゲームを始める。そして、 1面
き、パイオ ドラゴンを倒すと最強の防
のポスのところまで行く前に、ポムの
具の「聖なる鎧」を入手することがで
きる。
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
高速移動 ゲーム中にランを押すと、通
スが撃つてくる 1発 目のミサイルカプ
常、高速と押すたびに移動速度を切り
セメ
レを壊すと、敵弾の代わりにlupァ
替えられる。
イテムが3つ出現する。
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 「超〜すげえぜ」モー ド まず初めに、
1 0PT10N画 面で、SOUNDを OAに 合
れる。

￨

パスワー ド
もおあおの めあああふぐな く
もおあおの もおああほじな く

もおあおる 1ぎ へああとをな く
もおあおだ がだああみだな く
もおあおけ がへああねゆな く
もおあおる ぎへあびしだい き
もおあおだ
ちえ

らむああぬをだ

きへ ゆちの

効

果

最初か ら瓜生、雪代が仲間に

隠しキャラのみどう、こうだが仲間に
飛行機2機が仲間に
ホバークラフ トとタグボー トが仲間に
外洋船 2隻 が仲間に
どこにでもテレポー トできる

570

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。 4③ 20。 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

スチ ムJt― ツ
:8.800円 偶1)/テ イジイエル販売/

最後の文字だけ「う」、あとは全部「あ」と
朱紗が 3人 で始まる
入力
3と

ー

036503.803.21Э 3.5③ 3.91参3.9③ 21。 7

変なアイテムを持 つている

ス の
みべ
は パ
て
鵡
務
た
九
こ
≧、
墓
塁よ亀
虞
?賢 霞
」冨i釜通 ν難の 7 ド す ,い
島
嬌

スターブレイカニ

r

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

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
ロ
現した。ステージはオリジナル2面 をカ
えた全7面の構成。
中
3.3を)2.9《 )18.9
3。 4理D3。 0爆 〕
∈
)3.3(∋ 3。 0饉∋

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。

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.
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、

BCMが 消える

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。

田

SNATCHER

ストリートフアイターEダ ッ
シユ

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。

02.902。 703。 103.Ю 3.403.7018.9

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
9・

:

る。

圏

04.503.203.704◆ 2Q4.503,9⑮ 24。 0
ヽ

‑:i:

1

.:

デモロ面でバグる ます、マルチタップ
3Pに パッドをつないでおき、
を付けて、
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

田

04.704。 804,404:5③ 4.804.5027。 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。 9③ 25。

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
「カ トリーヌ」を一度選んだあとで
き、
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
「イザベラ」を一度選んだあとでも
に、
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
、
、
左を押すと
ます」
「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′
1 21lo/シ 旱
ィング :‐
=テ
ドベンチャー的要
RPC的 な要素とア
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。
/′

.91。

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

571

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

人名検索でヨシオカサトシ

7605
25‐ 0717

カンチとリカの会話
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‐
77‐

新車に関する話

人名検索でマツ八ナヨシカズ

7715
5014
58‐ 2809

丼上さんの奥さんの不満話

人名検索でシノ八ラケンジ

ジャンカーの本部デニタを調べる

251誅 128

人名検索でコジマヒデオ

77‐

知る条件
アルタミラのスクリァンを見る

交通事故の話

スナッチャ■ 1lo番
番号

その他
一

30‐

1234

アルタミラ前でデイッシュをもらう

55‐

6666

クイズ02を クリアする

0990‐ 932510

イザベラにしつこく番号を聞く

3916004

吉岡さんにビデオフォンをかける

8418
2510
078‐ 0000573

内容

ヨナミの 早坂さんにかかる

クイズQ2が楽しめる
裏Q2が 楽 しめる
リカちゃん電話にかかる
ヒロモ ト森―情報が聞ける

54‐

イウン家のそばにいるフリーマンと話す
早坂さんに何度もビデオフォンをかける

30‐

老人を助ける話が聞ける
コナミの情報が聞ける

110
119
117

警察にかかる
消防局にかかる
天気予報

のを選べるようになる。上、左ご下、 ::す べ り落ちた敵キ ャラはスコアには加
右、① .① 、①、①の順に押 して、
算されない。
UNDEADO表示をONに すると、自機
スプ7 ジ タ■ハウス
が無敵状態になる。
1 6.800円 偶り
)/ナ ムコ/Hu/.90。 4.

I

スピンペア

/Hu/

: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
レール。
塗りつぶせばブロックが消えるソ
プロックは回転させることで、塗りつぶ

1

が
きえと
選■ ,変 ,こ Fき ,0‐o

03。 403。 4G)3.5燿 )3.6()3。 8③ 3.4饉 )21。

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

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、
・ 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.

:

:

1

=

￨

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。
1・
中
1
03:903。 703.8⑮ 3:5③316()3.8③ 22.4

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
'
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1

13/ア クション

5.900円 tBlj)/メ ディアリング
'90◆ 12。 14/パ ズル ,ア クション

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
: 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、
ーズ
セレクト、①、①の順に押す
=ポ
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
1
回しか使うことができない。
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
̀

=

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。

岬

⑮l■ 9
03:Ю a⑮=2,702.8Q.2a‖
:・
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
きる。
MDモ ー ド ハイスコアのベス トフに入 ￨
トと①を押 し続ける6今 度は別の準類
ったら、名前を登録の時にMDと 入力 ￨
の26枚 の写真を見る:こ とができる。i
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
聖戦士伝承 雀卓の騎士
電源を入れる。これを何回も繰 り返す
80500円 偶1)ノ ′日本物産/SCD/194.
と、4分 割モー ドになる。そ して、4
・麻雀
8。 1/ア ダル ト
分割になるだけでなくt自 黒画面で4
このグームは、フアンタジー世界を舞
分割モー ドになることもある。
台にしたア ドベンチャーに、麻雀の要素
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。 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
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
対局に勝利することでス トーリーが進
できる。
む。
でポーズ
曲が消える ボーナスステ
呻
=ジ
をかけてしばらく待ち、音楽が終わつ
03.803.103.293.703。 803。 4③ 20。 9
てからポーズを解除すると、ボーナス
囲
ステージの音楽がなくなつている。
モー ド設定 モー ドセレクト画面でti③

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
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

1

i Od303.303。 303.403.602.6019.4

スペ,ス イコヽ
￨の 日

グーズ饉活

:

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。

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

1中

1

〔)3.403.2()3。

5縫)3.7()3.7乏)3.5()21.0

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

/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
2.2健勤
2̲6曜 )3:4(D2.80D2.8饉 D17.4
()3.6縫 ∋

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

勝負師

￨

/SCD/.95̀:
8,500円
'卜偶り)/日 本物産′

6,700円 偶J)/NECア ベニュー/Hu/・

・

9′

4。

28′ /ア ダル ト0バ チスロ

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。 ・.
:ヽ

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

188.12.9/シ ューテイング

セクシー系アイ ドルの実写取り込みを
四
使つたバチスロ。ゲームモ■ ドはセクシ
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 ̀
t,の ハ リアーを操作 して敵を倒す 3Dシ ュ ‐ ーな美女たちとコインを賭けて争う「ス
ニ
ニテイング。業務用のボスキャラやボ‐
苺
ト■リ モァ ドJと ノ
チスロ、.9り ■ル ￨.
ビトの村の道具屋に行き、:さ らにヒ=
:=ナ スステージを忠実に再現しているもグ を自由にブレイすることができる、
=ル ボ
「̲ト レ
=シ ョンを買うちすると「もう持
̀ri ラフイックはなかなかきれいだがヾ:動 き
Tニ ングモ■ ドJに 分かれているも'1 1
てない体」と言わねて:そ れ以上品物

I

PCエ ンジン初の4Mソ フ ト。主人公

1

:

:

=

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 ルクソル7つ 増えてい
11尋

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
1
麻し続けねば速く流れる。

モンビッ ト
ドソン/cD/'91.8じ

聖翻

6.800円 偶り
)/八

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。 6④ 3.9② 3。 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
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
6。

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。 603.503.5③ 21.5

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 ポムズを
:こ

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。

ッ トHな 麻雀シリーズ第3弾 。今回のゲ
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、 ームは、勝ち抜き野球拳モー ドと麻雀モ
右、左、右、左、右、左、右、左、①、 ー ドの 2つ で構成されている。麻雀部分
①、①、①、①、①の順に押して左、 ￨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。
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
曲
ウンドに進める。こねを何度も繰り返
03。 703.203。 103.3③ 3.503.5③ 20:1
せば、簡単にエンディングを見ること
回
オー トモー ド モTド 選択画面で野球拳
ができる。
: 以外のモー ドを選び、セレク トを押 し
マルチタップを接続し
て、
を操作
―
ながら①を押す:す るとtコ ンピュー
ゲニム中に味方機が現ねたら、プレイ
タが自動的に麻雀をする。
したいパッドのセレクトとランを同時
ビジュアルが見られる ます勝ち抜き野
に押す。すると味方機をそのパッドで
球拳で 16人 全員に勝つ。次にフリー
操作できる。
Wシ ール ドだけ残る スコアアタックモ
対戦で「続きなら」を選び、 16人 に2
ニ ドで、自機が3つ の水の精霊球を持
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
つているときにボスを倒さずにタイム
ー対戦で差 し馬にした相手に勝つ。こ
アップになると、Wシ ール ドだけが画
れでゲームクリアになるので、方向キ
面内に残る。
ーで女の子を選び、①を押すとビジユ
分割モー ド ゲーム中にポーズをかけて、
アルが出る。さらに①か①でビジユア
下、下、下、セレクト、セレクト、セ
ルが替わる。
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 ￨ゼ ビウス フア甲 ドラウ ト
伝
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

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
モ
レのフアー ドラウ ト
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。 7③ 3.903.3⑬ 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
さねている.
ロ
・

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/
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
.91.3。

̲

エ
動
千
イ
ま
5じ:ζこ
1可
房
繁
選
蒻
嵐
セタシ アイドル鷹雀 野球
圏
￨
6(D3。 6()3.9()2117
拳の議
03。 7C13。 6C診 3.4健

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

D3。

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

四
おもしろパスワー ド バスワー ド入力画
ーム
面で以下の言葉を入力すると

=ゲ

ぜろよんち〜せんごくま
「はやそう
を楽に進めることができる。
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、
『いいおんな
最初からGT‐ Rに 乗ねる。
ヽ
くるまにのせてみたいけどかねがなし
￨・

からな11● できない」と入力すると、
「ヘ
最初から160o万 円持つている。

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
「も
すると、ニ トロジエットが使える。
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。
スワー ドで変な車に乗る まずモー ド
′
ヽ
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
「今車が品切れ中林んだよ」
うとすると、
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。

パスワ=ド

乗ねる車
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
トヨタスポーツ

づぜRZ9

黒いバグマシーン

ももほほほ

透明バグマシーン

MARCi

SOFJJ

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 3,4③ 3。 o③3。 703。 6③ 21」 2
回

=￨ :

i

同じ人物3人 と戦う ノ,マ ルモ■ ドで

575

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
'対
ればご
戦相手を3人 とも同一人物
にできる。

:す

ニングデモを飛ばしてゲ‐ムを始めら
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・
れる.
::11
そして、そのキャラを冒険に出 し、わ
薔告画面 旧システムカー ドでこのゲニ
ざと死なせて しまい、再び「時間を進 ‐ ムを起動すると、カー ドが違うと生徒
: める」を使つて、キ ャラの死後 20〜 : 達から注意されてしまう.
29年 を経過させてセープする:こ のと i事
きキャラの復活に必要な2100oLD以
シヨン
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、
3。 800円 偶り
)/リ バーヒルソフ ト/・
:死 んでいるキャラを生き返 らせてもら
SCD/斜 。12。 23/シ ミュレーション
う。復活の成功率は 10%し かないの
前作同様、女子高の教師となり、生徒
で失敗 したら、さっきセ■プしたデー
を教育する育成シミユレ,シ ョン。平日

業Eネ オ

:

̀ジ

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
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。
:れ た

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。
:

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
が特徴
分の育てたキャラでシナリ
1オ の数だけ違
̀自 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
:ム

‐

1覆

慶

ヨ

選

00.￨∝
::幽

目

.ね

a2037銀

̀

:つ

4。 1022.7

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

576

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
トー リー進行にか
̀ス
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

ソTサ リアン
7。

タを□― ドして、何回もやり直そう。
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。
:復

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
:

エネレァ
i

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

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、
b」 を選ぶという
「キャンセリ
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
ミッションは戦略的な要素
̀各
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。 4③ 3.3C)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
r i
パワーアップす る。i

1

そるびあん〜たいたん
呻
: :
麺
)3。 904。 303。 9(D4.3罐 D4.203。 4《 )24。 0
・

1

囲

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=
「MAS:YA」 の文字が現れた
卜して、
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。

こく普通の横スクロールのアクション
1業 務用であつた ブラックドラ
ゲーム。
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.
1『

る。ただ し、 リセ ッ トすると普通の画
面に戻 つて しまう。

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
:ス イカをくれる。
つてくねずに、
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:::

。

‐:
￨
:
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/
: :
1。 27/ア クション

'89。

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

申

03● 03603.5・703.503.603.Ю 21Ю

"おまけモ

田

04.303。 6Ci3。 4曜 D3.7()3.803.2(D22.0

￨

呻

剛
f
03。 403.30a303:癒 3:7② 3。 2③ 20.4

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::

大旋風カスタム

/鋤/

6J【 )0円 傷J〉/NECア ベニュ■

。

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
えた風変わりなアクショングーム。
ロ
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
:下
画面で、 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
3面

NAttURL

4面

PROBE
MACHINE
AROUND
STAR123
MASTER
COMPUTER
COMMAND
PLAYER

5面
6面
7面
8面
9面
10面
11面
12面
13面
14面
15面

PROTEC丁

SHATttER

Bues
COMPLETE
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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。 8⑭ 20。 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。

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
「02」 、
を使い、
「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

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

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

囲

コマンドで逮捕 タィトル画面で有、oも
設定が変えられる 自軍や敵軍の設定を
左、①、上、セレクト、下、セレクト、
変えることができるウルテクだ。やり
の順に押 してスター トするcそ して、
方は、まず将軍を決める。将軍ことの
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
・
1
逮捕している。
ー
隠 しステ 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

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

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

し島

ねにちせた いせつみみふん いいこさつ ゆまりんの

わはろまよふみ つそはゆも こえひふめ

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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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
囲
無限コンティニュー タイトル画面で① 02。 803。 203。 0燿)3.4()3。 3C)3.O③ 18.6
ボタンを押 しながらランボタンを押す
囲
1

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
園
側の足利尊氏のどちらかの将軍を選択。
()3。 603.503。 403。 7(D3。 903Q9《 )21。 9
交渉や合戦で敵陣営の領主を自らの朝廷
田
に従わせ、南朝と北朝に分裂した朝廷の
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、 、合―を目指す。
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。

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
始まつ
=ム が
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。

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。 8② ao③ 21.5

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。

だうんたう〜ただいまゆ
1面
2面
3 面
4面
5面
6面
最終面

OEF07LFOFB

OEF05LF07B
OEFOKLFOVB
OEFOHLF05B
OEF09LFOHB
OEFOCLFOPB
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/

ニ
3。 29/シ ュ 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。 .
.91。

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、
贋に
①も①、①、①、①、セレク トの‖
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 3.5④ 3.1020。 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
・
′
ヽ
ことができる。

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

579

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

ら上がっている。

ダブルダンジ
5,500円 偶1)/日=ン
本コンピュータシス

03。 503。 603。 303.703.803◆ O③ 20.8

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。
:ラ
ノーミスで2じ Pカ プセル獲得
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。
̲

塑

:

1受 )2.9運

)18.9

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

580

ダブルリング

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。

ア.200円 偶1)/タ イ ト■/Hu/。 92。 7.
疇
24/シ ューティング
03。 403。 403.403.503。 603。 5③ 20。 8
アーケー ドからの移植作:難 易度の高
囲
さと、自機と敵の攻撃の派手さが、まさ
宝箱が復活する 宝箱を開けたらパスワ
に達人向けのゲーム。武器の種類は3つ
=ド を取り、リセットする。そのあと
しかないが、パワーアップすると、どれ
パスワー ドを入力 してゲームを再開す
′
も強力なものになる。達人ボムを使うこ
ると、消えてしまつた宝箱が復活 して
とで危機を緊急回避できる。
いる

田

り、キャラの色を変えたりできるモー
ドになる。

̀
敵キ ャラが現れたら、
敵 をすり抜ける
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
̲与 えたダメージ量が少なかつ
たあと、
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
/SCD/・
7,800円 偶り
)/ナ グザット
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

)/ナ グザット/Hu/° 90。
6.300円 偶り

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。
9。

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、
:

たんじよう〜だんじょん
10の 順に曲を聴いてからゲー
3、
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
9、

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。 7③ 24.3

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
レを見ることができる。
メ

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

四
".7
1‑キ ャラ バスワードで「DEBD
スー′

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
tス ワー ドを入力すると、同じ
れらのノ
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 ・
」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。
1・

入口

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
ソン/CD/。 93.3.
6.800円 01)/八 ド
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
200円 偶1)/ビ クター音楽産業/
SCD/.92.9。 18/RPC

8。

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
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
14面 、バラムースの塔
13面 、ロー ドロー ド
12面 、地下道ミス トス
11面 、ラ トニア
10面 、レアポー ト
9面 、ラ リニ メイスの 出 口近 く
8面 、カメンヽ
メ城
7面 、ス トーンフイール ド
6面 tシ エリーの塔の近 く
5面 、ウォーターキ ャッスル
4面 、地下道ノスタリレジア
3面 、バラン城の近く
2面 、ミーパの村
1面 、ボスのブラックスタール

左から3番 目の植え込み
左から4番 目の植え込み
左から5番 目の植え込み
左から6番 目の植え込み
左から7番 目の植え込み
左から8番 目の植え込み
右から 1番 目の植え込み
右から2番 目の植え込み
右から3番 目の植え込み

右から4番 目の植え込み
右から5番 目の植え込み
右から6番 目の植え込み
右から7番 目の植え込み

右から幡 目の植え込み

581

ちきちきぼ〜ちょうじく
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。

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

田

ーキやタイヤ、エンジンを替えることで

03.503。 603。 200● 03。 803。 9③ 21。 5

時間が短縮される.

囲

田

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。

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

l
プションを操作できる。
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.

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。

四

5。

′
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
6。

i

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

チキチキボーイズ
4。

2P側のパッドの①を押していねばォ

03。 500.303.403。 104。 103.7⑬ 21。 1

800円 (別 )/NECア ベニ ュァ/

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
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

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

1

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.
ベンチヤ
1。 26/ア ド
=
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
2()19。 3

四

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。

ちびまる子ちゃん タイズで 超兄賢
ニ
E― ヒャラ
フ
・200円 偶1)/日 本コンピュ タシス
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

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

()3。 9(D2。 8(D3。 003。 0(D3。

田
:
まつするな警告 旧システムカードでこ

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

:

04。 604。 503。 703。 4① 3◆ 9② 4。 4③ 24.5

0()3.3(D19.5

:

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

.

()3。 403.2・03.1運 )3.2()3.4貶 )3。

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

04.404.303.803.804。 203.8024.3

い 。

()2。 8(D2.8(静

超時空要塞マクロス 永遠の
ラヴソング
ョン

回
17‑メ ーターがフルに まず、lP V,
′

ScD/'94。 7.15/ア クション :

田

03。 503。 503。 303。 303̀の 3。 2020.2

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

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。 3③ 22.6

８

５

つ

︐

ちようぜつたでこぼこで

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。
オプシヨン画面で①、
無敵&―

ると、爆田博士以外のボスキヤラと戦
える。
を始めたら、
デモ画面でブレイ ゲ
=ム
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
「あういた一 と言つたと
やられて、
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。
!」

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

呻

てきばきワーキンラブ

:

:

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。

ニヨヨ
:

04。 503。 703.7③ 3.804.004。 lG23.8

四

'雷

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
6,800円 偶1)/ナ グザット/Hu/'93。
0相 撲
「その他省」に通勤するプレイヤーが、
2。 19/ス ポーツ
自分で育てた部下を任務に派遣し、その
自分の力士を稽古で育てて、本場所を
目的を達成させるゲーム。部下をどう訓
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
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
作成したりt稽 古がミニゲーム風だつた
たそれに対するリアクションも豊富に用
りと楽しめるが、本場所での豪快かつ派
意されている。ちなみに、原作、キヤラ
手な大技も見物である。
デザインなどは人気浸国家の竹本泉によ
るもの。
60郷
&。

つつばり大幅撲 平成版

告が出る。

1ロ ][ヨ

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:
5。

‐
‐
②あ
③ ¨‐
〇 :=③ …。
○ ¨‐
○…‐
○ …‐

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

ディープブルー海底神話

:

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、
ーはな
lUPを 取ると無限コンディニユ
・

￨
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

廂懸
由 8Q"
魔 。 ③
四

呻

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

‐
。。 ‐―‐
④‑1
0‑‐ ②―
O― ‐
C・ 「Ci― 〇

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

・

2.602。 7(D3。 2()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
583

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/'89̀

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。
10。

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
―が打てる。
ナマイ トアッノ〔
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
つでも
押す。すると、必殺バンチをしヽ
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

584

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

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

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
ンジン用
'Cエ
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。 9① 3。 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
らに、ランを押 したあとも
̀さ
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´ ′

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
数を変えれば、
最大9ま で増やすことができる。
'卜
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
スタッフローJレ タイ トリ
レ画面のメニユ
モニ ドになる。この状態でゲァムをス
ーで、
「最初から」にカーソルを合わせ、
ター トすれば、縦長国向で遊べる。
右を押 しながらランを押す。このとき、 ステージセレクト マルチタップを付け
、右を押 し続けたまま しばらく待つと、
て、タイ トル画面のときに4Pパ ッド
スタッフロールを見ることができる。
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
デス・ ブリンガー
ば成功だ。そしてゲームをスター トす
7。 200円 偶J)/日 本テレネット
/CD/
ると、1ス テマジセレクトの項目が現れ
。
90。 4:27/RPC
る。ここでステージ数を選んでスター
フィール ド、街、ダンジョンなどすべ
トすれば好きなステージから始めるこ
=と ができる。
てが3D表 示のRPC。 り〔
ソコンからの移
1
植作。戦闘は2Dの トップピュー画面に
ビジユアルテス トモー ド マリ
レチタツプ
切 り替わつて行う。主人公のほかに8人
を付けて、タイ トル画面のときに5p
の登場人物のなかから最大4人 のパーテ
パッドで、上:① 、右、①t下 、①、
イで行動する。
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
中
03.403。 603.303◆ 4()3.403。 3③ 20。 3
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
四
透明人間が現れる 街の人がいる場所は
57300点 ちょうどになつていないと
決まつているが、夜になつて人がいな
選択できない。
くなつてから同じ場所に行き、①を押
ガッチンコを連発する まず、2p側 でス
すと誰もいない場所から返事が返つて
ター トする。そして、画面の一番上で
くる:￨
ガッチンコ攻撃をすると、ガッチンコ
´が連発になる。
・ ‐
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
世界の
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」
悪夢
lを 選んでいると、表示される値段が安
7.400円 (別 )/ToSeS./Hu/。 9・0.2.

DEA●

MOoN月

.

でびるくら〜てれびすぼ
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
:各 所に効果的
ィックは群を抜いている。
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。

3.203.2()3。 5()3◆ 1(D19.3
103。 4〔訟

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

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
1
減つていく。
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
アップランクを示す数字が表示さ穐る。
は5機 合体の状態になつている。ただ
隕石で lUP 2面 に登場する隕石を破壊 ‐
し、この技は各面 1:回 ずつしか使えな
すると、 lUPす る。この隕石はリング
の武器だと壊しやすい.

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.l④ 4。 103

3G23。 3

囲
「The
サウンドテスト ゲ■ムを始め、
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。

。

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。
￨

:

・´持ち玉を無限にする パスワード画面で、 田
・
「JDKMEJMFOH」 と入力する。する α .403。 703。 2⑬ 3お ①

3。

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
マルチタップ対応で、最大5人 まで同時
ブレイができる。
1.

岬
03。 1031603.404003。

Ю

3。

6③ 21。 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
ドをつなぎ、
同時に操作 1つ だけパ ッ‐
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

したあとセレク トとランを押し続ける

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。
くなる
戦闘中にジライアの「ぬ
敵が強
すむ」が失敗すると、敵の攻撃力が上
がる。
ダイジエス ト タイ トル画面で
名シ
=ン
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RPC̀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。 704.604.5③ 4.804.6=327.9

1‑

3博 士の注意 起動時に、ランを 1回 押

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 ヽドソン/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
ーをもらつたら、ネス湖に
からガ
=タ
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。
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
ると、それまでは 1日 10 ,
1両
だづた ̀す
レー トが11日 100両 に変わ
̀

i

:

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
する 空申回廊を歩
ロ
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
レを合わせてか
て、その空欄にカーソリ
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。 8⑤ 3。 6④ 3。 803.7⑬ 2219

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

天使の選

択
=堕
7.800円 (別 )/日 本 テ レネ ッ ト/
SCD/'93.3.26/RPG̀=

: 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

:

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

「

囲

『Ⅱ』ではダーク教という
作と異なる。
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。

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.Ю 3b03.804.σ 03.8③ 238
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
フォルが3つ 並んだ場合

四

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。

=

酬

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

:ラ クにコンティニュー

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
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。
6。

田
03.002.902。 703.303。 1()3.7018。 6

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
さねている。
る音声が追カロ

田
04。 603.803.903。 7⑬4.203.9④

:田

24。 1

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。

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

本 一
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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

取られて詩織が下着姿になる。

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
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。

6。

4。

中
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、

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

900円 偶1)/ナ グザツ ト/Hu/。 91。
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。

04.804.304。 304。 2③ 4.6② 4。 4③26.5

'く らい待つてから騎馬戦を始めて、わ

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

ー ナルシ
都市転送計画
=タ
ティ

80800円 偶1)/コ ナミ/SCD/° 94.5。

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

警告画面を見る Qと ①を押しながらゲ

=

中
:
2̀802。 8G)2.903el()17.5:
應
)3。 202。 7嵯∋
囲
スワー ドの入力口口で、
初めから最強 ッ く
「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

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

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

トップを,ね らえ :GunB
uster VOL.2:̀
フ.200円 (別 )/リ バニ ヒルソフ ト/

:

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
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。・
l・

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 )

￨

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、左、右、①、①の順
①、下、①
‐
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。
:

雷
姜
言
ヨヨ
薔

11善 1ロ

()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
590

呻

04。 104。 103。 903.9③ 4。 103.6③ 23。 7
6()3.4()3。 l③ 21。 4

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
回ヽ2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

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。

ンスレイt―

a800円 偶J)/八
10。

25/RPCi:

伝説

ドソン/SCD/'91。
・
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。

ている。
呻

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

ロ

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

()3。 903。

中

四

囲
ドラえもんがいつばい パスコードの入

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。

度に仕上がつている。

(D4.303.403.603。

4.800円 偶り
)/八 ドソン/SCD/'92.
5。

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。

4C13.5嵯 D3。 4(D3。 4()3:4(D21。 0

:

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

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
うになつている。
出る。このモニ ドは、スーパーカー ド
サウン ドテス ト タイ トル画面で上:上 、
より古いシステムカー ドでグームを起
下、下、左、右、左、右、①、①の順
動 し、ランを押 しても見ることができ
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
る。
宝箱の中身が成長する このゲニムでは
できるも
第 1章 をクリアすると、ルディアの城
ドラゴンスピリット
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
5.500円 偶1)/ナ ムコ/HU/'88.12.
i「
時点で開けると「 鉄のヤリ」や くさ
26/シ ューティング
りかたびらJが 手に入るが、第 2章 を
ナムコの業務用大作シューテイングの
クリアした時点で開けると 日まがねの
移植作。武器は『ゼビウス』同様、対地、
・
剣」や 自まがねのよろい」に成長 して
対空にそれぞね分かねていて、パワーア
いる。このように章を進ませてから宝
ップすると首が増えていく。シユニテイ
｀
箱を開けると、より成長 したアイテム
ングが苦手でも、そこそこ楽しめる難易

:

i

:

:

:

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
ドソン/・ SCD/。 92.
)/ノ ヽ

12.23/RPC

、基本システム
続編となるこの『Π』
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、
A MOMEN丁 000」 の表示が出
「JUS丁 、
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。
:

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

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

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。 9tЭ 4.103。 5023。 5

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。 703:703.7③ 4.1()4。

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

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。

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

の薬」が入つている,=箱

に「生き返り

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。
591

どらこんぼ〜どんどこど
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

:

囲

3.403。 503。 3③ 20.5

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.

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
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
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。
t

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
ビーナ

上 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

592

右とラ ンを押す

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。 403.503.5④ 3.6034③ 20。 8

ドルアーガの増
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
く。
手 してt塔 の中を進んでしヽ
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
「つづきからスター
トをする.そ して、

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 :
900円 Gり )/デ ータイース ト/Hu/
5。

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

トリッキー

6.800円 偶J)/ナ ムコ/Hu/。 92.61

11.11/格 闘アクシヨン

04。 203.603.403.303。 7② 3。 9③ 22。

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。

・。
90.3.30/そ の他 。ブロック崩し :￨

()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

￨:

■

②―‐
③二‐
②―‐
O― ‐
0‑‐ 0‑‐ ○―‐
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

ないとらい〜にしむらき
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
「2PLAYERS」 でゲ
を接続しておき、
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、
1‑撃 で破壊
真横から体当たりすると、
:で きる。

NAXAT OpEN

なリオリジナルチームを作成できる。ペ
ロ
可能。
ナン トモー ドは最大6人 まで参カ
中
()3。 403.103。

OGD3.4(D3◆ 3()3.1lD19。 2

醜

スワー ド ペナントモー ドを
ヽ
おもしろ′
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

6.300円 偶り
)/ナ グザット/Hu/689。
。ゴルフ
5。 30/ス ポーツ
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。

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

Q.203。 103:103.3③ 3。 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。

/Hu/'90。
800円 偶」
)/ナ グザット′

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
10。

中

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
1面

2面

3面

上

右上

右

̀

4面
杯

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、:① ti①t 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。

5面

6面

7面

8面

下

左下

左

左上
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にゅ―とび〜にんじゃり
表A(パ スワー ド上段入替え位置)

O
φ
登
鰹ぽЬ
lO 碍
登
慧
慧

呻
03。 303.503.303。 5③ 3.603。 4③ 20。 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。 9③ 22.3

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。 3③ 22.2

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

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。

酬
コンテイニユー9回

7()3.5(D21。 9

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)
ゴール ド
①
ゴ→レド ライス tルク陶駒げム
②
③

ゴール ド、セレクトアイテム

④

セレク トアイテム
セレク トアイテム
セレク トアイテム、剣、盾
ホール ドアイテム

⑤
⑥
⑦
③
③
⑩

剣、鳳

鎧tホ =ル ドアイテム

盾 ホ→瞬ザイ元&ク リス旬レ
ホール ドアイテム
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。
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
1

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

ー数増カ
「HUD
ロ 電源を入ね、
"ブレイヤ
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

2
3
4
5
6
7
8
9

面

パ

ス

ワ ー

ド

裏
一

全
表

裏

面

裏

SHEKEL

LEKEHS

13

LEKEHS

KUDRAM

RUP:AH

HAIPER

HAIPER

DOLLAR
PESETA

RALLOD
ATESEP

ALEBRA
ORSUHK
HAFFAS

FORINT

TNIROF

ESCUD0
ACORO丁

ODUCSE
TOROGA

D:NARS

SRANID

SAttANG

GNATAS
SRELAH

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

面

10

HALERS
PA:SAS

SAS:AP

12

GROSZY

YZSORG

術が99に なつている。

RALLOD
AttESEP

TNIROF

SRAN!D

ADAMRA
TLAZOM

GNATAS
SRELAH

RERHUF

SAS:AP

EORNOM

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。 603̀9CD3.903.lC)21.1

ネクタリス

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

:

50800円 偶J)/八 ドソン/Hu/89.2.

19/シ ミュレーション

ト

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
わつ
になる。8種 類の新型ユニッ トがカロ
た。前作をブレイできるモ‐ ドもある。

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

呻

03.403.803.904。 O③ 4。 1()3。 3③ 22.5

03。 803。 603.6GD3。 9③ 4.103。 7⑬ 22。 6

1日￨口 ￨1董 ]

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

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t̀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

:・

:CIDEM
SEttROC

ODUCSE
丁OROGA

SRE:H丁

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
1面

ノ〔
スワー ド

ステージ

REVOLT

2面
3面
4面
5面
6面
7面
8面

:cARUS

9面
10面
11面
12面
13面
14面
15面
16面

CYRAN0
RAMSEY
NEWTON
SENECA
SABINE

ARATUS

パスワニ ド

GALO:S

DARW:N
PASCAL
HALLEY

BORMAN
APPOL0
KA:SER

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/

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。
391。

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
こうじ
ひろし

4
2
2

たかし
すすむ
あつし

2
4
4

み つひ ろ

4

まさ

4

しんいち

4

げんえい

2

高校名
七福学園高校
死愚魔高校

マタギ高校
吉本工業高校
江戸華高校
■本釣水産高校

バスワ=ド

3894
4319

誨

死愚魔高校
マタギ高校
吉本工業高校
江戸華高校
一本釣水産高校

堀々学園高校

0141

種子島宇宙高校

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.

恐山商業高校
山本興業高校
服部学園高校
四満忠実業高校

パスワー ド

5656
5814
3939
2414
0784
6210

熱血高校 ドッジボ=ル部門
瑚
:
800円 偶u)/ナ グザット/Hu/.90.
3.30/ス ポーツ 0ド ッジボール
5。

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。 403.703.8① 3.903.6③ 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
0サ ッカー
4。 3/ス ポーツ
と、タイムが減らない。
CD版 で発売されたゲームのHuカ ー ド 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、
版。6人 制のサッカーといつたゲームシ
左、①、①、ランの順に入力する。す
ステムそのものは同じだが、海外遠征が
ると、体力が減らなくなる。
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
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、
大で4人 同時プレイまで可能。
■、17回 で2分 、18回 で 1分 30秒 、 19
田
回で 1分 、20回 で30秒 に、ゲーム時
04.003.203.303.203.403。 O③ 20.0
'
間を設定できる。
囲
2周 日以降が遊べる タイ トル画面でセ
サウン ドプレイヤT ゲーム中に、セレ
レク ト、左、①を 10回 、右、セレク
ク ト、ラン、①を同時に押す。すると
トを押す。そして「①を押した回数+1」
サウン ドプレイヤ=の 画面になる。1こ
で、普通にスター トすると、2周 目以
こ で 調 整 で き る 項 目 は 、 BGM、
EFEC丁 、丁EMPO、 STEREOの 49し
降が選べるようになる。
ADPCMは 、項目として出てはいるが 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
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
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。
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
堀々学園高校

1005
7931

服部学園高校
四満忠実業高校
フランス代表

6512

ブラジル代表

8918

アルゼンチン代表

3161

イタ リア代表

山本興行高校

6464

ドイツ代表

596

高校名

7676
4649
3614
7280
4154

ゴールに向かつてパスをしよう
ま
̀う 得
くゴールにボールが入れば、相手の
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

山商業高校

:恐

パスワ=ド

七福学園高校

パスワ=ド

0920
0335
5321
6216
5872
3479
9283
5050

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
ると、
「 どの大名でプレイを
̀す
: 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
J?0°

&遷首ニ'T°

7?2.?4.2921,

デモンス トレ 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

・
‐

モァ ドもある。

田

/F■
‐

03.503.303。 303。 1(D3.303。 8③ 20.2

パ ニングエンジェル
6.700円 偶り
)/ナ グザット/Hu/.90。

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。

12.フ /シ ューティング

1。

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。
503。 403.603。 4C)3.5(D21。 3

′trオ レン トソルジャー
エス/
6.400円 偶1)/ア イ0ジ ー。
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。 6③ 20。 7

i

囲

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/
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
191。 4。

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
T時 のビジュアルが見らねる。
=バ

―ウォーズ
ハイ′嘔
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
するシミュレーション。ゲームは トー
カ
ロ
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」

:

中

3/ア クション

03。 503。 403。 003。 4③ 3。 703。 1(920。

0

間舅平が主人公の横スクロールアクシ
・ 四
ョン。ステージのところどころにはミニ
テス トリ
レーム タイ トル画面で、セレク
ゲームが用意され、吉本新喜劇おなじみ
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
のギャグの連発だ。

￨

田

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

()3.703.O02,9CD3.202。 7()3.1018。 7

田
()3。 803。

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。

び、①でスタートだ。

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。

′
tXテ ッド
￨

ア.800円

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
:

)/NECア ベニ ュー/

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
レシーンで展開する。
はビジュアメ

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。
.

(別

SCD/'94。 10.21/ア クション

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

800円 偶J)/NECホ ームエレク トロ
、
ア
・
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。

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。

中
04.203.203。 203.6③ 3。 803.9③ 22。 0:

04。 003。 403.203.403。

バスティール

バズニック

6.500円 偶り
)/ヒ ユーマン/CD/'90。
12。

20/シ ミュレーション

7.200円 偶1)/ナ グザット/SCD/
92。 12。 18/ア ドベンチ十二

。

田
303.3⑬ 20。 5

50900円 偶1)/タ イ トー/Hu/'90.6.

29/パ ズル

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
楽 しむ
=を
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。

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。

中

田
二
‐
0■ ‐
O■ ‐
0,.‐ ③‐
②¨‐
○…‐
③…‐
囲
平キ不パート百 ̲パ 不7‑ド で「NXB丁

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

￨

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
『スペースインベー
セレク トを押すと、
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。

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

田

岬

03。 603。 503。 403.5① 3.203。 2③ 20。 4

()3。 603。

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。 103.003.8① 3。 804。 O④ 22.7

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

/

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。
.
7。

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
わつた。
1
ロ

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
「YURI.」 のい
「OSUG:.」 、
「KiSSiE」 、
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/'91.5̀

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
800円 偶り
)/ハ ドソン/Hu/。 93.2.=
10/ア クション

5。

￨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。

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。 6③ 20。 8

囲

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
「FF9」 または「FFR」 と入力する
で、
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
面

2
3
4
5
6
7
8
9
10

バスワー ド

9WGXEHPE99
FNYMG2U2E8
3KL4FUP」 32
3DGXUHHEQ9
FKYN9EFJEL
VXEHttV99V2
9MK9S3HU」 P

LYCXEUQURJ
VTS7L8LU83
RY8R5F」 U23

RX4U48」 RLR

スワー ド バスワー
ステージセレク ト′ヾ
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 でプレイでき
る。
'レ

はにい いんざ すかい
5.200円 Gl)/フ エイス/Hu/'89。

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

面

パスワー ド

27

Z683S」 9F9F

28
29

6NL6PRFQLH
XYSG9VQ8EQ
38ИEFHGR2
VL6SQ29QAV

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

9ACXVHPPQR
REHXUH3ERR
VYSG9ELP8G
3NR6ARP29F
U5PWQ2JVVH
9SGYP2HU9U
UXEC9U3」 H3

V3SW2」 JFFE

12
13
14

LY8BVU2H23

15

LYNXEPRUR3

40

ESWDQJFVPH

16
17
18
19
20
21

EDQ2YFEUA3
57XUEAAJG2
TWWGRA8P89

41
42
43

22

4XV4VER329

9S2YH2FA」 H
3NL6P9EQQA
FCYS2283EF
ESQJlⅣ QUFPU
UZES」 Q338F
UTS7RVQUVR
U6PUW39FVU
R6N3NQGE2H
FDQ7RVVEHC

23
24
25
26

9NBEHJ83JU

U6S」 QRGVEA

ZT8XVE」 PJJ

黎

BZ5S」 L9LFU

45
46
47
48

BBE8BU3」 EC

49

T7YHLPP」8L

6CLENQEQLH
YWWGttUVH83

3.

1/シ ューティング

50 :
51

i3CR6P9ERRF
: FC9SC28LHA

22。

0

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

1面

611434
292155
382027
372578
521223
362267

612489
292494
381724
371844
521746
361533

2面

3面
4面
5面
6面

i

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、
、右、左tO、 ①t左 、左、①、
①
̀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。
れてはいけぬみこどの
「これだけはしヽ
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 ・
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
1

呻
()3.503.103.OG)3。

203.203.l⑬ 1930

シンド●￨ふ :￨

'tラ
25/ア グル ト0麻 雀

7.000円 偶り
)/日 本物産/CD/91。
10。

囲

八=ド モー ド

611966
292568
381742
371761
522177
362074

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
わつている。
ロ
素がカ
中

04.504.003.903。 7③ 4。 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
:画
を真つ暗にする。 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
1
更さねる。

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

()3。

f

.

103.2運 動2.303。 003.3()3.2③

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。
ヽ
l】

li:lli言 :]
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i:言
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()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
:

19。 1

:

る。
しヽ

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。

バラノイア

6.600円 偶1)/タ イ トー/Hu/.89。
0レ ース
11。 29/ス ポーツ
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。

呻
04。 604.103。

田

03.Ю 3.103.103.503.503.2③ 19:7

1四

名前が変わる タイ トル画面で左を押 し
ン
ながら①、①、①、①、①、①
=ラ
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、

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
・減速
のままではすぐに転倒するので、
しなけねばならなしヽ
,

'

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。 :

′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
呻
ュ=テ ィング。360度 に攻撃できるシ
03。 403.3緩 )3。 0運 D3。 4()3.2()3。 3()19.5
ステムが新鮮だ。武器は4種 類あり、そ
サゥンドテスト タイトル回自で①、①、 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。
ランボタンを押しながら、セレクトボ
タンを押す。
田
3。 3選 )2。 9罐 )3。 6(D3。 9(921.2
裏面:こ 行く タイトル画面で上、①、①、 ()3.903。 7∈ ∋
ランを押しながらセレク トを押すと、 四
難易度の高い雲回に行くことができる。 コンティニユーコマン ド ゲームオーバ
.:

四

′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。
(D2。

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

田
602.7()2.3()2。 6G)2。 6受 )2。 6()15.3

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=
レドやオプションが付く。ただし、こ
リ
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。

ロ タイトル画面で①
①、セレクトを押し続ける。すると、 コンティニュ=増カ

1「

■

404.2③ 4。 4② 4。 O⑬ 24.8

囲

隠しゲームが出てくる。

20。 1

/Hu/。 90。
5。 800円 偶1)/ナ グザット

=ム
ーズを

78バ スワー ド バスワー ド入力画面で

中
03。 403.103。 l③3.4③ 3.603.5①

。システムは Fグ ラディウス』シ:リ
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。 :

パリバリ伝説

他の機種でも人気のシユーテイングゲ

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/'91.6̀

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。
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、
1

: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。

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。 6()2。 4()15。 7
()2.5燿 )2。 7(∋ 2。 8(D2。 8撻 費

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。
ステージ
第4戦
第 6戦
第 8戦
第 12戦
第 14戦
第 16戦
第 20戦
最終戦

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。

パ ワー ス ポニ ツ

6.500円 偶り
)/八 ドツン/Hu/'92.

l・

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

,

パワ摯 ドリフト
6,900円 偶1)/ア スミック/Hu/'90.
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。
4。

03.603.3̀Э 33203.303.603。 4020。 4

田

醒

囲

1

トレーニングモー
隠れ種目「 ???J
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、

lP vs COM
パスワー ド
vs イングラン ド たかはじめいじんつう
vs
フランス
西 ドイツ
はとそんそふとたたた
コロンビア VS i スペイン
ばわあいれぶんそふと
レグアイ vs
ウリ
イタリア
につぼんなんばあわん
アルゼンチン vs
コロンビア
たかはじめいじんぼけ
:は とそんそふとえらい
ソビエ ト ,vs
スペイン
アルゼンチン vs イングラン ド ぱわあばわあさつかあ
・
日本
vs
ウルグアイ
ばうわいねぶんしたしヽ
ブラジル

1 :L i:

03.402。 9纏)3.2運動3。 5(D3。 5()3.2(919.7=

ニ
10。 10/ス ポ 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。
:

:

が流れt試 合結果がわかる。
田

を示す旗が現ねる。

呻
03。 303。 003.303。 l③ 3。 603。 5020。 7

()3。 403:3C)3:603:6罐 )3。 7く)3。 4()21。 0

パワーダイト

1試 合終わるたびにスポーツ三二=ス

パワーゴルフ2ゴ ルフアー

中

:

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
:ド ライバ
しながらランボタンを押 しご
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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AOE5
AOE4
AOE3
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70F3

4AF2
4BF2
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47F2

2AF2
2BF2
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対応する文字 と数字
FO‐ 6、 7、 8、
0、 1、 2、
A、 B、 C、 Dυ ‐

B、 C、 D、 E、

ADE5
ADE4
ADE3 ・
ADE2

0135
0134
0133
0132F

DE2B
DE2B

0131

ADEl

FF2B

FE2B

AOEl

0130

ADEO

iEF28

EE2B

AOEO

̀ф

0539 EDEυ
0630 DDE9
073υ
003υ
023υ

i

F2F

фE2F

EOEυ

71'7◇

ф E2C

DOEυ
COEυ

417◇
517◇
217◇

CDEυ
BDEυ

фF2C
фF2D
●F2A

●E2A

BOEυ

19DEυ

фF28

針

28

90Eυ

●E20

0・

17

￨ ￨ビ ッチャーはカープしか投げてこない。
しかなくなる。
ッチモー ド、エディットモー ド。盛りだ
´ 走塁中に止まれる 走者が 1、 2異 間に
シュー ト特副モー ド ホームランモー ド
くさんな内容になつている。
で、プレイヤー数と投球回数を設定す
いるときに、右上と①と①を押してい
呻
￨
■
2.3塁
る.と き左を押 しながら①を押す。する
また、
間、
21。
2
ると(走
者が止まる。
6()3.5(勢
()3。 903.403.603.3〔 )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。

囲

3、

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Oυ ф◇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

パワ甲リーグ
i5。

好評だ つた前作のデータを変更 して、
ロしたのがこのゲーム
新たなモー ドを追カ
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。 904.103,6③ 22=8

酬

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
‐ 1
ン トができる。
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 の回の攻撃が終わ
̀そ
選択する画面で①こ
Otrビ ッチャーを

:

①を同時に押す。すると、いきなリピ
チャーが投球し、ボールがマウンド
:る
でくすぶり続けるので、リセッ トす

=

800円 偶1)/八 ドソン/HO/.8918。

8/ス ポーツ 。野球

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

:ッ

:

'

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「■

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￨
ユービーズ」が、ランボタンと①ボタ
・
ているビッチヤーをまた登録できるよ
ンを押しながら①ボタンを押すと「軍
うになる。これを繰り返 して作つたチ
団チーム」が出てくる.
ヽ ームで試合をすれば、いくらでも連投
同じチームで対戦 lP側 がチームを選ん
1
:で きる。
: 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
パワーリ■グ皿
きる。このウルテクは、VS、 オープン、
5゛
800円 Gり )/ノ ヽドソン/HJ/'90.8,
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

:̀

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。 0034③ 22.3
1
‑1‐

F'T喜

‐

:言 ::ダ Tttgζ :鼻 t暮
書

● がら①ボタンを押すと「ヒユービ■剰
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KJGコ ハ ヒホム
:

L2ノ

LD5マ メクモ6

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、

3E□ Hホ Nホ 1

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
夕
酬
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
プレイヤー数と投球回数を設定すると
のニューゲームを選び、適当にチーム
き右を押しながら①を押す。すると、
を選ぶ。試合数も適当に決めてリセッ
ビッチャーはカープしか投げてこない。
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
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
いチームを選んで、試合数を決めずに
るとき左を押しながら①を押す
る ｀ リセッ トする。さらにもう一度ペナン
̀す
と、ビッチャーはシュー トしか投げて
トモー ドを選ぶと、日本 シ リーズのス
こない。
ケジュニルが出る。ただし対戦相手は、
:
同チニム対戦 チーム選択画面で1 lP側
必ずGJANSに なる
:が 先にチームを選ぶ。そして、2● 側が
̀
で対戦 各モァ
ドのチニムセ
同じチ
:

:

=ム

1テ F」 ノヽ
ロ
Jノ ヽ
1チ ツヒヒヒツB
1チ イクHネ 3M
1チ コスHケ 32

01イ M□ EJG
01コ 八日EN2

11コ フHセ C6
11ス クMHメ 3

091夕 HDNK
0ル 1ア HD3ム

1ム スマロHMミ

0ル 5DM97C

レ5F□ 」M八
ムル5F□ 」Mネ
1メ

レ5DM97A
ミリ

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
・前作までのフつのモニ ドにオニ トモ
ぐ。
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
ノ〔
スワー ド

対戦チーム

CvsC

Dカ カカキ キキキキキ キキキ
Cシ シアア アアウウウ ウウウ
8ス ススヌ ヌヌヌヌヌ ヌヌツ

D vs D
s ve s
G vS G

オオオオオ オオオオオ オオオ
メママママ ママスママ マママ
Kメ クケケ ククククク ククク
2サ サヌヌ ヌヌヌヌヌ ヌヌヌ

WvsW
TVST
L vs L
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
カエアアエ エエエエエ エエエ

HvsH

O vs O
扱いやすくなつている。

イララララ ラララララ ラオオ
面でセレク トを押 しながらランを押す

i

中

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
①
者は右上と1と 2、 3塁 走者は左上と=
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

03.603.2C13.503。 9③ 3.9④ 3.l⑬ 21.1

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
∵ズ」が、ランを押
押すと「ヒユ
=ビ
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
以上のときは、走者 1、 2塁 の2塁 走者
上と①を押せばいい。普通なら勝手に
は左上と① と①、走者 2、 3塁 か、満
進塁してしまうランナーを、ボタンを
3塁 走者は左下と① と①を押す。
塁の
おける。
だけ止め
押し続けている間
て
ただし、打者走者、または2人 以上の
同じチームで対戦 チームセレクトの1と
ヽ
r
走者を同時にはとめられない。
きに、lP側 がチームを選んだあとで、
アナウンサーが寝る 試合終了後のスポ
ーソルを
と、
動かす
がらカ
①を押しな
̀

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。

■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。

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
に加えてエデイットモデ
オープンモ
=ド
1
もある。
ド
呻
03.303。

lCi3。 403.803.802.9G20。

PC臥
50800円 鰐1)/八 ドソン/HI/.89「
12。 15/ア クシヨン

93
パワ リニグ・

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

田

04。 303.703海 03。 9③4。 O④ 3.9③ 23。 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
1
原人の絵描き歌が始まる。
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。 6⑬ 3.904。 O② 3.8⑬23.3

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

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。

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。

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。 5③ 3.903.803.9③ 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

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

人

/Hu/'92.
6.500円 偶1)/ハ ドソン
'C電
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。

び―ぼ―る〜びじらんて

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

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

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。

03。 503。 303.403.6Э 3.603.3020。 7

囲

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。 6⑥ 21。 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

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。
:

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。

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
レをコレクションして
女たちのビジュアメ
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
「ちび
押す。ここで声がしたら成功で、
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。

5

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。

()3.603.4縫 92.7縫D3.2爆)3.5()2。 9(D19。 3

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、

業少女戦士セーラ中ム■ン
800円 側 )/バ ンプレス ト/sCD/
8。

。

:

1,

『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。

()2。 802。 9(∋2.5曜 )2.6選 )2.4貶)2.4(D15。

94.8。

5/ア ドベンチャー

5,200円 偶り
/=イ コム/甲 u/・ 09.0.:
自機はP。 47と いう実在した戦闘機

中
04.303。 703。 203。 603.4② 3:2①21.3

47

20/シ ューテイング

Oo:lection

14/ア クション

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。

P・

美少女戦士セーラームーン

中

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。

面セレク ト 「PUSH RUN BU￢ Ю N」
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

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。

中

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

tひ

そうきへ〜ひゅ―まん

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
ニメ
のが目的。ア
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
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。
1

:

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
クツを買わずにゲームを
:ま だしが好き
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。
3C)3。

503.5(919。 9

ビックリマン大事界
4.980円 偶1)/ノ ヽドソン/CD/'88.

秘

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。

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。

田

説タリスの冒険 ￨
=伝
6.800円 偶1)/パ ツク・ イン・ビデ

中
()3。 302.803.3健

"

秘 密 の花 園

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

:

()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()3.4③ 23.2

田

岬
()3.303.003.203。

o… ̲o̲=三 o二 ̲o.‐ ‐Q¨ ‐②¨‐③―‐

を選択。パー トナー :ご より展開が変わる。

田

∋3。 3()3.1く )3.1()19。 0

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

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。
￨
スコー ドでいろいろ遊ぼう サッカー
′
ヽ
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 、

びるだ一らんふぁいてぃ

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
=右
上、右下、左下、右上、右上、左下、
、
‐
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

lP VS COM(FRG VS ARC)

右下、左、右、右下、右下、右、右上、
右下、上、左下、左、下、右、右、左
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。 8③ 23.1

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。

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。
12。

中

04.404:604。 000.4③ 4.3の3.8③ 24。 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
‐ブァイング
タイムオーバ̲に なると、
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

J3tお

いなる〜ふあいや一

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
レイヤー、VS、 エデイツ
グーム
̀1ブ トの4種 類のモー ドを楽
ト、トーナメン
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

に身を包んで戦う。敵となるの 天才科
学者アレフ :ロ イマン率いる秘密組織
￨さ

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

.

:

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。 6⑬ 3.O③ 3,803.O①

21。

3

タイ トル画面でノー
1右 、
マルモー ドを選び、左 、左、①、
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、
̲上 、下の順に押す,す る
①、上、下、
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、

610

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

3.3健 )3。 6罐D3:7()3.6()21。 7
803.8獲 ∋

11'lllllllill.

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

mステージセレク ト

1

(D3。

6.780円 偶1)/日 本テレネッ ト/CD/
'90.3.23/ア クシヨン

5/シ ューティング

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、
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

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

熟 熟

()3。 4Ct3。 0〔 3.6嵯 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。 303.203.3④ 3.503.2③

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 6③ 4.304。 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。

J3tあ

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

冴刃

組んだとき
ノミックを取つたとき

バ ックを取 つたとき

パワーボム
コプラツイスト
ヘッドバッド
スリーパーホール ド
コブラクロー
逆さ押さえ込み
ノ
ミ
レドライバー
イメ
コブラツイスト

力丸

組んだとき
バックを取つたとき

卍固め

マサ

組んだとき
パックを取つたとき

マサ

・
組んだとき
バックを取つたとき

下+① 十①
右+① +①
左十①+①
上+e+①
下+① +①
右+① +①
上十① +①
左+① +①
右十①十①
下+① +①
上+① +①
左十①+①
下+① +①
右+①+①
上+① +①
左+① +①
上十①+C
左十①+G
右+① +C
下+① +G
上+① +①
左十①十①
右+① +①
下+① 十①
右+① +①
下十①+①
左十①+①
上+① +①
下十①+①
右+① +①
左+① +①
上+① +①

トミー
サングー

パイレーツ2号
バイソン
ブル

組んだとき
バ ックを取つたとき
組んだとき

アームホイップ

ノt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
ダブルアームスープレックス
逆さ押さえ込み
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

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

組んだとき

リフ トスラム
バック ドロップ

組んだとき

パ ックを取 つたとき
組んだとき

パワーボム

ノtッ クを取 つたとき

卍固め

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

アレン

組んだとき
ノtジ クを取つたとき

タイガー

組んだとき
′(ッ クを取つたとき

ナイ ト

組んだとき
バックを取つたとき

コブラクロー
コプラツイスト
ジャーマンスープレックス
サーフボ=ド
ダブルアームスープレックス
スリーパーホール ド
ボディスラム
バックドロップ

コン ドル

アイアン

卍固め

組んだとき
バ ックを取 つたとき

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
1レ
ないが、 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

いや一

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。

611
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冴刃

隠し技名
パワーボム
ヘ ツドバッド

力丸

逆水平チ ョップ

トミー

空手チ ヨップ

サンダー

卍固め

選手名
武蔵

ミスターK

リフトスラム

鵡
新也

フロン トスープレックス
パワーボム

将勝

ブレァンノヽ
スター

コマン ド

下+① +①

右+① +①
右+① +①
左+① +①
左+① +①
右十①+①
下十①+①
上十①十①
下十①+①

カジワラ

ジャーマンスープレックス

カイザー

掌底

ユ ニ コー ン

フロン トスープレックス
パワースラム

ブラスター
モーガン
バイソン
セイバ=

左+① +①
上十①+①
右ギ①十①
上+① +①
下+① +①
左+① +①
上十①+①

カナデイアンバックブリ=カ ー

パワニスラム
パワーボム

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
'FHUMI
定戦のパスワー ド入力画面で、
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、 ンピュ
:コ
同±で行わ
.

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 、

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、
右4回 の順に押す。すると、コンティ ￨ ヒッ トマン ◆セイバーの誰かのとき、
｀
ニューが3回 増える。ただし、同じレ
ゲームを始めて2分 以内に対戦相手を
｀
ー
スラ に続けて使うことはできなし。
流血させる。そ して自キヤラを場外へ
いきなリエンデイング タイ トル画面で
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
①、①を押しながら左 1回 、上3回 t
ラに襲いかかつてくる。
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 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
グが始まる。
ル画面で右下、
ルの体勢を解く。
サウンドセレクト タイト
セレクトを同時に押す。するとセレク
リング下に降りる ロープ際で、ロープ
トを押すたびにバックの曲が変わつて : の方向に方向キーを入れながら①と①
いく。
を同時に押すと、リング下に降りるこ
1

:

=夕

れ、試合終了後に真のエンデインィが

:
とができる。
見られる。
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 :ス リニでスター ト サウンドセレクトの
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 、
でレスラーを選ぶ。マッチフォームセ
ウル技を使い、7〜 11番 目の曲を聴き、
レクト画面で、右、①、セレクトを押
デモを待つ。そのあとデモが始まると
①を同時に押すと、隠し技を使うこと
しながら①を押すとウォッチモー ドが
ゴングの代わりにレフェリーの「スリ
ができる。それぞれの コマ ン ドは、
ニリ という声が聞ける。
: 613〜 614ペ ージの表を参照。
始まる
̀t― を選ぶ エリミ
=: ネーション
先にメン′
第 1戦 が最終戦 世界一決定戦のパスワ
:―
マッチのレスラー選択画面で、セレタ
ドで「川 だけを入力する。16個 以
‐
トを押しながら下 1回 .上5回、左2回、 L● gend B● 重
下なら何個でもいい。するどtビ クト
´
フ
900円 偶J)/ヒ ユーマン/Hu/'921
右 1回 の順に押す。すると、5人のメ
リー・武蔵VS仁
猛の世界二決定
・
1 11.13/ス ポーツ 。プロレス :・
=田
ンパーを先に選ぶことができる。
1戦が、
2P対
戦第
戦で始まる。ここで
回じレスラーを選ぶ エキサイ トシリ=
武蔵が勝つとエンディングが始￨ま る。
前作か らの技も選手も大幅に追加さ
1仁
ズのレスラー選択画面で、レスラーを
れ、総勢28人 のレスラーがいるほかに、
王田が勝つた場合は、同 じ試合が再
'̀選 んだあとにセレクトを押しながらカ オ リジナルのレスラーを作成することが
び始まる。 1
・ ｀
: ニソルを動かすと、
できる、レスラーエディッ トシステムが
同じレスラーを選
タイツの色を変える レスラーセレク ト
ぶことができる。また、エリミネーシ
加わつた。4人 までバックアップメモリ
画面で、使いたいレスラーにカーソル
ヨンマッチでは、①を押しながらカー
に保存可能。
を合わせて、①を押 したらすぐ下、ラ
・ン、①
・ ソルを動かせば、同じレスラTを 選ぶ
中
i―
‐を押レ続けるo次 の回面に切り
::こ とができる。
04.003。 203.804。 001.4乏 )3.702o。 0
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
コマ送リモー ド 試合中にセレクトを押
ー
&女
:ツ
してポーズをかける。ここで①を運打
しレスラ
パスワ
レフェリー
の色がいつもと違う色になつている。
隠
性
守 ド入力のとき「FPR03 SENSEl」
すると、レスラーがコマ送りで動く。
￨フ
アンタジ==ゾ ■ン
8oMが 消える '試 合中にポーズをか￨ナ
と入力すると、ザ・ エ リミネー ター.
て、①を押す。そしてポーズを解除す
力皇斬、RJ・ フェイズ、カルロス ̀ク
4900円 偶1)/NECア ベニュー/Hu/
388。
ると、BCMが 消えてしまう。もう一度
ラウザーの4人 の隠しレスラーを使う
10:14/シ ユーティング :
・:同 じコ ンドを入力すると(BGMが 復
ことができるようになる。同じように、
セガの業務用からの移植作。主人公の
了
: 活する。
パスワー ド入力時に「FPR03 WO
オパオパは、地面を歩くこともできる。
̲

フアイヤ■プロレスリング

=

￨

回

612

、

:

r3rLr-lu€:fr,8:ta
選手名

正面か ら組んで
武蔵

大和

力丸

カイザー
隠

ビリー
滉野

し

伊達

技
￨

冴刃

表
バンサー

Cr

:

コプラツイス ト

正面か ら組んで

バックをとつて
正面から組んで

バックをとつて
バックをとつて
正面から組んで

ノヽックをとつて
正面から組んで
バックをとつて
正面か ら組んで

バックをとつて

飛垣

真田

山本

トミー
多神

下+① +①

フェースバスター

左 ■① +①

ボディブロ=

右十①+①
下ギ①+①
上十①十①
右+① 十①

T面 から組んで
バックをとつて

逆さ押さえ込み

正面か ら組んで

頭突き

バックをとつて

ドラゴンスープレックスホール ド

正面から組んで

マシンガンキック
ジヤ‐マンスープレックスホール ド 下十①十C
左+① +①
タイガードライバー
上十①十①
タイガニスープレックスホール ド
ーンバスター
下+① キ①
八イスピー ドブレ

バックをとつて
ノミックをとつて
正面から組んで

左十①+G
右十①+①
右+① +①

ドラゴンスニプレックスホール ド
マシンガンキツク
フェ■スバスター

左+① 十①

裏投げ
タイガースープレックスホール ド

左+① +①
上+① +①

バックをとつて

コプラクロー
:ス リ‐バ
=ホ ール ド

正面から組んで

逆水平チ ヨップ

バックをとつて

サーフボー ドス トレッチ

バックをとつて
正面か ら組んで

バックをとつて
正面から組んで

ノミ
ックをとつて
正面 から組んで

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

中

´

四

上+① +①

左+① +①
上+① +①
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

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。

ロールしたら①か①を押す。すると、

7。

703.6① 3。 803。 6③ 22。 5

下十①十①
上+① +①

左+① ■①

フィーン ドハンタデ

クリアできない。
04。 503.403。

一本足頭突き

片羽固め
ソく
イル ドライバー

正面か ら組んで
梶原

r+o+o

左+① +①
°
上+① +①
八イスピー ドバツク ドロップ
ジャーマンスープレックスホール ド 右+① +①
左+① +Ci
アームブリーカー
上十①+①
卍固め
左+① +C
地獄突き
ニ
ール
ド 上十① 十C
ジヤ マンスープレックスホ
右キ①十①
掌打
下十①+①
片羽固め

パックをとつて

T面 から組んで
旗本

コマンド

隠し技名
パワーボム

状態

スクロニルが止ま り、ゆつくり絵を楽
しむことができる。
￨

イスボ■ル ●

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
中
￨
04。 10a9o3.5③ 3.3Q3.803.7③ 22.3
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 11,111'I:11:
持つて、8面 のポツポーズまで進む。 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■
次に、1列 目全部と2列 目の上下を 1匹
レ
ずつ倒して逃げ続ける6し ばらくする l しながら①を押すblす ると、タイトリ
｀
ーソ
、左右に動かせるカ
国回の左上に
ーズが
弾を打ち出
と一番大きなボッポ
ルが出現する。カーソルの位置は、左
すので、このとき一番大きなポッポー
から順にステージ1〜 5と なつていて、
ズにヘビーボムを当てると、一番大き
好きなステ=ジ を選ぶことができる。
なポッポーズだけが消える。
オープニングをとばす 起動画面でラン
ボスの腕が伸びる 4面 か8面 でクラブ
:を
t ンガーが出現したら、腕が動き始める
押して￨そ のままランを押したまま
1 ときにランを連打すると、クラブンガ
にしておくとも:オ ‐プニングをとばし
■ 111
てt:い きなリタイトル画面になるLi ヽ
￨::■ の腕が伸びる。
‐

:

:

ア.200円 (別 )/リ バーヒルソフ ト/
'ェ
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。 9③ 20.6

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
・
ランスが主人公Ъ
美少女戦士コルク 。

・
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

613

ふお二めニ
選手名

ガCI:
醸

J-t)スティメ
レ
バイソン
隠
ブル

￨

し

サンダー
技

モーガン
タイガー

表

隠し技名

コマン ド

正面から組んで
バックをとって

アームブリーカー

正面か ら組んで

DD丁

上+① +①
左+① 十①
右+① 十①

バックをとつて
正面か ら組んで

コブラツイス ト
アルゼンチンノtッ クブリーカー

バックをとつて

スリーパーホール ド

正面から組んで

水車落とし

バックをとつて
正面から組んで

逆さ押さえ込み
ショー トレンジラリアー ト

バックをとつて

スリーパーホール ド

後頭部頭突き

DDT
スリーパーホール ド

正面から組んで

ノ1イ メ
レドライノt―

バックをとうて

ジヤーマンスープレックスホール ド
ジャンピングパワーボム

ノヽックをとって
正面から組んで

パックをとって

バツクをとって
正面から組んで

バックをとつて

エリミネーター

正面から組んで

バックをとって
正面から組んで

力皇斬

バツクをとつて
正面か ら組んで

フェイズ

バックをとつて

クラウザー

正面から組んで
バックをとって

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

モー ドの2種 類があるぞ。 '

ルが入つている。

03。 703.31ei3.803.504。

田

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

()4.403.303.203。

四

:
ニ

8(D3.5乏 )3.7(D21.9

デバッグモ 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

614

下+① +①

下十①+①
サーフボァ ドス トレッチ
右+① +①
フロン トジャーマンスープレックスホール ド 下+① +①
サーフボー ドス トレッチ
左十①+①
ツームス トンパイメ
レドライパー
下+① +①
ア トミック ドロップ
右十①+①
シュミット式バックプリーカニ
上+① +①
サーフボー ドス トレッチ
右十①+①
ハイスピー ドブレーンバスター
下+① +①
ドラゴンスープレックスホール ド
左+① 十①
ハイスピー ドバック ドロップ
上+① +①
パックドロップホァル ド
左+① +①
八イスピー ドブレーンバスタニ
左+① +①
拷問コブラツイス ト
上+① +①
袈裟斬チョップ
上十①+①
ジヤーマンスープレックスホイ ップ
右+① +①
回 り込みスリーパー
右+① +①
フェースバスター
下+① 十①

正面か ら組んで

アバックをとつて

仁王田

下+① +①
左+① +①
上+① +①
右+① +①
右+① +①
下+① 十①
左+① +①
上+① +①
右+① +①

パッタをとつて

正面か ら組んで

セイバー

下+① +①

正面から組んで

正面か ら組んで

武者
②

状態

呻

103.8③ 22。 2

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

0
上

右上

=

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
:し
ュニ トをさせて、ゴールを決める◆

2

3

4

5

6

フ

右

右下

下

左下

左

左上

ふぉ

=め

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。

ンサッカー オ
フォニ
ーグ
ン Jリ"ョ
・
ノ

6.500円 偶」
)/ヒ ユーマン/Hu′・ 94。
0サ ッカー
1。 15/ス ポーツ

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
'

〜11し ず

"

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
:

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 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
1
換えることができる。
・
:

回

03。 903.904。 O⑤ 3。 6⑬ 4。 003.7023。

1

四
レ画面で
ミックスプレイモー ド タイ トリ
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

フォニメ…ションサツカー
95 dellaセ リエA
8oO円 偶1)/ヒ 三―マン/SCD/
9。

。

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

3.3(D3。 6(D2.フ (D19.5
()3.203.503.1廼 砂

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

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、
がらチ=ム を決定するoす ると,上 を
下とセレタ トを押す。iす ると、コマン
押した場合は全日本代表のジイポーネ、
ド入力画面になる。ここで、上、上、
右だと開発者のヒユーマン、左だと名
下、下、左、右、左、右、①、①、①、
エンデイング
選手ぞろいのマスターズという隠 しチ
に押す。すると、
①の順
ームで遊べるぎ
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。‐ 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
同チーム対戦2 プレシーズンマッチを￨
ら、セレクトを押しながらランを押す。
選び、チーム選択画面で lP側 が先に
そして、エキジビシヨンモー ドかセリ
チームを選ぶ。そ して、2P側 は lP側
工Aモ ードのどちらかを選んでゲーム
が選んだチームのすぐ下にカーソルを
̲

=

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

.615

ふじこえふ〜ぶらいやみ
囲

｀
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、
ぶよぶよ
「A・ NIMAT10N」 の項目で「ARRANG
:ElJが選択できるようになる。また、
50600円 (別 )/NECア ベ ニュニ/
SCD/。 94。 4。 22/パ ズル・アクショ
1度 「E測 TJし てから同じコマンドを
ン
くり返すと、今度は「ARRANGE2」
画面の上から落ちてくるぶよを、縦、
̲が 選択できるようになるも :
横に同色どうし4匹 くつつけて、画面か
全キャラ使用コマンド マルチタップを
ら消すゲーム。消 したぶよは相手側に、
接続し、 lP、 2Pt 4Pに パッドを接
お じゃまぶよと して送 り付 け られる。 ‐ 続しておくら次に、モー ド選択画面で
PCエ ンジン版は、豪華声優陣を起用 し
「ふたりでぶよ81よ 」にカーソルを合わ
て、しゃべ りまくる。
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
田
‐
α 1604。 004。 404.104。 403.5③ 25.2
人のキャラが使えるようになる。
暉

ステージセレクト タイ トル画面で下、 ￨()36002。 902。 903.2()2。 8()2.9017.7
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

CD

i

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、 酬
左t左 、①、セレク ト、①、上、①の
デモアレンジバージョン‐タイ トル画面
1・ 順に押 してゲームを始める。すると、
でご①を 10回 、①を 10回 、セレク ト
1マ ジックが全部そろつている。 ̲i
の順に押す。すると、オプション国回
:サ ウン ドモニタニ タイ トル画面で①、
にデモメッセージの項目が追加さ検る
右、①、右、①、下、右、右の順に押
ので、こねをアレンジにする。すると、
してゲームを始める.す るとサウン ド
各ステージの開始前に流れるデモで、
モニターの国白に切り替わる。
キャラのセリフが変わる。
ライフ&マ ジックメータ,が フル タイ
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
トル回口で上、セレク ト、①、上、下
「ふたりでぶよぶよ」を選択する。する
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
と、画面にアルルの日記が表示され、
タTが フルの状態になつている。
アルルがこの日記を読みあげる。
その場からコンテイニユー タイ トル画
ぶよが2回 落ちる ゲームを起動させた
‐
面で①、下、上、下、①、上、①、セ
直後に表示されるアベニューのロゴが
レク トの順に押す。そ してゲームを始 ・
消えて、画面がまつ黒になつたらラン
めると、ゲームオーバーになつた地点
を押す。するとタイ トル画面で通常 1
からコンティニューができるようにな
回しか落ちないぶよがt2回 落ちてく
: る。
る。
5人 用の襄ゲ,ム コンテイニューを使
おまけ ゲームをクリアすると、オプシ
い果た したら、ゲームオーバーの文字
ョン画面にサウン ドモー ドとデモアレ
が出るまで①、①を押 し続ける。する
ンジモー ドが追加される。
と、マルチタップを使つて 5人 で遊ベ
ぶよぶよ
(2)
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
7.800円 偶1)/NECイ ンターチャネ
を足場にして大ジャンプし、家の煙突
ル/SCD/'96.3.29/パ ズル
から中に入る。するとアリスの顔や手
人気の落ちものゲームの第 2弾 。対戦
がススだらけにな り、ライフとマジッ
キ ャラが大幅に増えて32キ ャラになつ
:ク が回復している。
たぎまた、相手から送られたお じやまぶ
コンテ ィニュー 10回 タイ トル画面で
よを、自分の送 つたおじゃま13i■ で相殺
左:下 、下、セレク ト、右、下、右の
できたりと、基本システムもパワニアッ
順に押 してゲームを始める。すると、 プしている。
コンティニュァが 10に 増えている。
中
:
1

:

t

̲

CD通

:

1

の21■ モ
不
=雄
ン めざせ:ホ テル王

.藤 子
・ F・

04.Ю

3。

703。 604。 O③ 4.2()3.2022。 9
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四

日uRAlハ 玉の勇士伝説
7.200円 。
ーヒルソフト/
(別 )/リ バ
‐i
CD/91。 6/RPC
8。

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

オ
" ,ト コマン
1 : 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。

書階のポスと必ず戦える 「ひとりでぶ
中
よぶよ」を始めて 、次の 階の NEXT
04。 504。 103。 803.703。 903.:9③ 23.9
ニクス/Hu/'94112116/そ の他 。
EXPも クリアしてしまうくらいの、多 ￨ 囲
‐
ボー ドゲーム
量 の EXPを 獲得 しよ う。す る と、 隠 しショップ公開 右ページ上の表に記
: 惜 しまれつつ他界 した故・藤子 ・F・
RESTの 表示が 100万 近くになつてし
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
不二雄の近未来コミックスをベースにし
まい、通常のプレイではNEXTに 到達
たボ■ ドゲ=ム .単 にサイコロを振 つて
することができなくなるので、次の階
強力な武器や便利なアイテムが売られ
‐
ボ■ド上を回るだけではなく、アクシヨ
に進めなくなる。しかしその階のポズ
ている。
ン要素の強いイベントを盛り込み、プレ
とは必ず戦える。
:
警告置回■l日 システムカー ドを使つてゲ
イヤーに飽きさせないような作りとなつ 「 ARRANGEJを 出す マルチタップを ■ ニムを起動すると、ハヤテとリリアン
「
・
ている。
接続 し、 lPと 5Pに パッドを接続して ・ が出ている警告画面が表示さ組るょ ヽ

1 6̀800円 tBll)/NECホ ■ムエレク トロ

￨

:

￨

:

616

: :i

:

:

̀

ぶらいベー〜ぶりんすお
章

店の種類

建物

馴

:

武器屋

第 2章

イルイネの町

第 2章

ルールの村

第3草
第3章

ガンマの町

大図書館の左下の建物
村内の左下の建物
町内の右下の建物 ￨

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

・ 間レ
・ アイ

=卜

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
ュ」:で 、1連 講された
月刊「 アニメ
=ジ
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
ジユアメ
レを見るこ
̀1ビ
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

800円 (別 )/マ イクロネット/
SCD/℃ 3。 23/ア クション
6。

7。

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

道具屋

ヨロイ屋

:

̀

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。 O⑬ 4。 203。 9024。 5

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
・アクション画面と移動場
徴。ゲームは、
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。

1‐

呻

03.703.503.103.3③ 3.403:7020.7

囲

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
キ ャラ名 、

バング 。八イボット
テイリア・口Tゼ ウト
ニ・ソヽ
ルフオ三ド
オ
0ド tエ ラン
'Iト
八―マン
レ八ル ト
ラブリ
スピノザ・サンダーヘ ッド
カルナーサ 。ル・ボン

シャドウ・フアング ,ホ ロウ
シーナ 。ノtン バイ ド

グラニ■ル

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
画面
シーンが楽しめるデバッグモ
=ド
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。・
̀

:"ヤ
プリンス
・ オブ●
〜
ト/
6.800円 偶1)/リ バーヒルソフ

11。 8/ア クション
アメリカでヒットしたパソコングーム

SCD/'91。

パスワ〒 ド

6713K8RXPKl・ HJM3.

6813K8RXPK

H」 L31

:6913K8RXPK

H」 K3

6A13K8RXPK 「 UJ3:
6B13K8RXPK H」 H3
6C13K8RXPK HJG2
6D13K8RXPK HJF2
6E13K8RXPK HJE2
6F13K8RXPK HJD2
・
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

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
田
テムカードかDUOで 、起動画面でラン
9.3031703。 7③ 3。 7③ 4。 004。 3023。 7
を押したらすぐ、①と①を押し続ける。
四
扉を開けて即クリア まず自キャラを扉
すると、バージョンが違うと警告され
の前に立たせ、サブメニュニ画面を出
る。
￨
すもそして「CAME=END」 を選び①
1年 目から色気Up娘 の生年月日を4月
を2回 押す.す るとスイッチを押さな ・
から5月 中旬に設定する。1年 目の3月
くても扉が開き、次のフロアに進むこ
31日 に会話の「やさしく話す」を行い、
とができる。
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
プリンセス・ ミネルJ電
を50以上にする。4月 30日 には会話
ア.800円 (別 )/リ バーヒルソフ ト/
の「やさしく話すJを 行つて、疲労を
SCD/'94.3025/RPC
回復させる。5月 にはアルバイトの
パ ソコン版を大 幅に リメイクして移
賦 器屋」を3回連続で行い、経験値を
植。わがままな性格の主人公ミネルバ姫
17以 上にする。5月 31日 に会話の
と、美女ばかりの親衛隊が活躍する。9
「やさしく話す」で疲労の回復をする。
人のキヤラを3つ にわけるパーティの入
6月 にはアルバイ トの「医者」を3回
れ換えや装備の着せ替えなどのユニーク
連続で行つて、知力を49に する。6月
‐
なシステムが特徴b
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
岬
04.703。 703。 703.5③ 3.804。 O③ 23。 4
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、
囲
モラルは0になるが色気は92以 上とな
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。 して「FinJ
そ
る。あと￨ま 月末のモラルを 1以 上にす
と表示された ら、そのまま約 10分 待
ること:
:

:

￨

:

プリンセスメーカー2

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
9,800円 偶1)/NECホ ニムエレク トロ
た直後の、リバーヒルソフ トのロゴマ
ニクス/SCD/・ 95。 6.16/シ ミュレ
ークの表示中に,左 、右、左t右 、①、
ーシヨン
パソコンから移植さねた、シリーズ第
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
2弾 。天か ら授かつた女の子を、 10歳
ルセレク ト回回が出現する。
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
8,800円 偶J)/NECホ ームエレク トロ
大幅に強化されている。なお、女の子の
ニクス/SCD/395。 1。 3/シ ミュレー
声は人気声優の久川綾が演じているo

プリンセスメーカ̲1

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

618

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

スワー ドで「エビロ
いきなり最終戦 ノく
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
89。
)/ナ グザット/Huノ・

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。
8。

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 「

ふれいし

=〜

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
(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。

6.980円

中
2。 702.9受 )2。 9()18。 7
値
)3。 703。 5(∋ 3。 0礎 〕

囲

縦画面モー ド ゲーム中にポーズをかけ
する
ている状態で、セレク トを押す。・
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
900円 偶り)/ナ ムコ/Hu/'88.8.
11/ス ポーツ 0テ ニス

4・

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。 O③ 23.2
・

=

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
「炎のラケット」が
ところを調べると、
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
「鹿のふん」が見つかる。
ろを調べると、
アリマケから右に4、 下に 10進 んだと
「犬のふん」が見つかる。
ころでは、
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。 6③ 3。 903、 2③ 22。 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、
る とⅡの表示
方向キーの左を押 してもヽ
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
" .・

.

ぶろやきゆ

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。 01Э 4.104。 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
3回

黒チ=ム

4回
15回

オール ドリァムス

メジャ=り ■ガァズ

オール ドスタ丁ズ
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―ム同士で対戦することができる.
面がテス トモ‐ ドに切り替わるも
植。家から遠く離れた田舎で迷子になつ
セスナを落とす 試合開始前に ド
ーが連縛できる 通常は、 た赤ん坊のジョーがママのもとへ帰るの
を
先発ビッチャ
=ム
開める。そ して、異常に高いフライを
先発 したビッチャニは次の試合で投げ
がゲームの目的だ。出現するアイテムもご
:オ
打つ。するといつもな らホームランを
ることができないが、■度 リセットし
ガラガラや哺乳ビン、 ムツなどそれら
打 つたときに出てくるセスナが、墜落
てパスワー ドを入れて再開すねば次の
ししヽ
ものばかり。
して野手にぶつかる。セスナにぶつか
試合も投げられる。
田
つた野手は、必ずボァルを落とす。
02。 901aoo2.9⑤ 2.9③ 2。 803.3③ l■ 9
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
無敵の赤ちゃん誕生 パスワ■・
ドを
:ド
を入力すると、プロスタ■ズとチ ャ
SUPERBA3と 入力するcこ のとき
ンバラヒー□―ズという2チ ニムと対
lWRONOtttと 表示されるが気にせず、
1
戦できる.
PLAYを 選ぶ。ゲームをスタートして、
̀ジ
7.200円 偶り)/マ イクロワニル ド/ ｀ プレイ中にセレクトを押すと、ジョー
同チーム対戦バスワニ ド バスワー ド入
ペ
:i SCD/92.8。 28/ア クション
力画面で、右 ージ上の表のパス
くんが一定時間無敵になる。そのうえ、
ドを入力すると、通常はできない同チ
アメリカのパソコン、アミガからの移
'7
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
表A
rチ ニ
なつている。無敵の効果が切ねてしま
ム
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勝利数
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敵チーム

プロスターズ
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Gチ ーム
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cチ 三ム
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4FFl
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Nチ ーム
Lチ =ム

8Wチ ■ム
BUチ =ム
Fチーム
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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.
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。

=12.22/シ

1・
園

03.603。 503。 203.403。 403。 4④ 20.4

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
'難
クトボタンを押すと、
易度や残機が
変えられるオブションモードに。:

・
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

:自

へるふあい〜ぼなんざぶ
対戦カニ ド

パスワー ド
・

G vs G

77Eア

｀

対戦カー ド
C vs C

パスワー ド

D vs D

BBC8
7732
BBB5
222A

8886
8874
5539
444D
9930
BBCO

WvsW
N Vs N
Bw vs Bw
F vs F
H vs H

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

ばつぶるメイル

FFFE

T vs T

Lvs L
Buヤ SBu

O vs O

BBEl

M vs M

777A

7.200円 偶り
)/NECホ ニムエレク トロ
ニクス/SCD/'94。 8。 12/RPC。 ア

1「
クション
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。

‐

呻

中
04。 2036803.703。

囲

ぼづぶhま じつく

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
「な
るとサウンドテス トになる。また、
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。

60800円 偶り
)/NECア バニュ
:'91.4。

12/シ ューテイング

=/CD/

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

冒険男爵 ドン サン〓ハー ト
編
92。

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。

:

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

6.800円 偶1)/ア イマックス/Hu/

6.200円 偶1)/サ ン電子/Hu/・ 89.

SCD/。 9287.24/ア クション

t
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弁

6.980円 (別 )/日 本 テ レネ ッ ト/

.

。

ほ

04。 104.103。 703.803。 803。 8③ 23。 2

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:

703e803.5③ 2217:

1046003。 803:704。 203.7③ 23.5
α 。

。

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
‐

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
:

03。 103.103.203。 402。 803。 0()18.5

￨て

̀つ

ヽ
し
てt何 度で●コンテイニユ■
621

ほのおのと〜ぼんば― ま
できる。

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。

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。
口
:

1

03.703。 203。 403.Ю 3。 4② 3.3① 20。

4‐

四
最強バスワー ド バスワー ド画面で、
「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。
,
1

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。

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
ホラース トーリー
いで、ゲームプレイデモを見る。その
フ.200円 (別 )/NECア ベニ ュー/
あとでタイ トル画面が現れたときに、
・
SCD/。 93.2.26/ア クション
下、セ レク ト、①、①を同時に押す。
業務用からの移植。時代や国が入り乱
そして選択項目が現ねたときにランを
れるパラレルワール ドを舞台に、妖怪や
押すと、オープニングデモが始まるの
お化けなどの魔物と戦う。2段 階のジャ
で、ここでさらにランを押す。すると
ンプが特徴。高いところから頭を踏むと
ステージo「 アイテムセレク ト画面が現
強い敵も一撃で倒せる。2人 同時プレイ
れ、好きなステージやアイテムを選ぶ
も可Q
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
闘
02.7021902.802。 903。 0()2.7⑬ 17.0
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
フ.600円 (別 )/日 本テレネ ット
ワー ドがクリアさ組るので、あらかじ
‐
SCD/'93.2.26/そ の他・ボニ ドゲ
め取つておいたパスワー ドを入力し直
ーム
すとサウンドテス トになる:
ボ,ド ゲームとア ドベンチャ,が ドッ
各種バスワニ ド バスワー ド入力画面で、
キングした内容のゲニム。サイコロを振
下の表のとおり入力すると、それぞね
つてボー ド上を移動しながら、事件を解
の状態になる。
決していく.止 まつたマスによつては、 隠 しビジュアル マルチタップを接続せ
イベン トや事件に関する情報を聞ける。
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
呻

:

ポリス
・ コネタション

/

()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。

ボピュラス ザ ,ブロミスト
闘
ランド
: 04。
303.404.204。 lG醸
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
1相 手を滅ぼすことが目的
族を繁栄させ、
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

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

・93
ボンバーマン
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
3面 ボス戦から
4面 ボス戦から
5面 ボス戦から

UBCZTPVL

UWKKOVSL:
MKZNMNVU
MXECVNTV
MBHALVL
̀6面 ボス戦から
7面 ボス戦から
ROFBOQEU
8面 ボス戦から
UAAF「 HNP
最初から大力 Lv8 UKBLMNKP̲
最初から最強状態 MOAAVMSU

ぼんば―ま〜ま― じ:ゃ ん
パスワード

ステージ

キヤラ名

コマン ド
左、下、左下+上 段攻撃
下、右下、右、右上十上段攻撃
下、左下、左 十中段攻撃

8

FJLFBHKB

陣

8
C‐ 81

FJLFAttB
:KLFEFNB

禅

Dc8

」KLFAHMB

8
8
G‐ 8

KKLFAHNB

A‐
B‐

E‐

テイテイ

MKLFAHOB
NKLFAHPB

F‐

194
バーマン

ボン

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。
―マンがまわる バ トルモー ドで
ボン′ヽ
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

2

3
4
ボス

'

2

4501
8111
7421

右、右下、下、左下、左、右+中 段攻撃
右、左、右、下+中 段攻撃
下、左下、左+中 段攻撃(武 器必要):

マ八ンパ
ゴル ドー

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。

1

左、下、左下+上 段攻撃
左にタメ、右十下段攻撃

ホイ

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

2200
6800
5120

左、下、左下 +上 段攻撃

レ
レイチェリ
アヴア

3

4502
8112̲
7422

なし

1051

1052

7420

3351

3352

ケイオス
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。

い マンばにつくボンバ
ボソヽ
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。 5③ 22。

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。

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:Э 19.8

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。 7Э 3.403。 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

中

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。

マーシヤルチヤンピオン

04。 003.503.303。 8③ 4el(D3。 9①22。 5

03。 503.233.903。 703.403.4021.2

岬

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

4

5

FINAL

6803
0513
9723
3353
5653

8114
2814
1134
5654
7954

0515

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。
「ピン」という音がする。
成功すると、
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。
ニ
全員見られる モ 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、

ま二じゃん
下、右、C、 C、 下、上、下、ラン、
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。
ヾ
スワー ド 全国モー ドでパスワー
変な′
・
ドを「とうまそう しろうまあじや
、全国をま1ぎ
んがくえん」と入れると、
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
ーが 1回 増える。
ティ
̀
=ュ
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。
C、

￨

:

.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

下、右、G、 ①、下、上、下、ラン、
、ラン、①、左、右、右、
①、①
…
…
まあじやん がく蔵
ろう/
うま そうし
̀上
上、上 上、下、①、左、下、①、ラ
開 しVビ もあてんおおく くだいもな
ン、右、下、左、右、①、ランと押す。
ぬQこ ろ みせてくだざい すこしても
すると、すべての画面を見ることがで
¨
きる.
呻
コンティニュニ増加 コンティニュー画 ,()3.103。 002.803.2CD3。 0()3。 0《D18。 0
面で 1分 間以上何もしないで待つたあ
m =｀
いろいろモー ド ・麟 から」を選び、?
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
??????'と ノミスワードを入力し、
・Jと いうメッセ
一が3回 増える。さらに、コンテ 1 1を 押す。「FNttER・・
=五
ージが出るが、ここで2を 押す。する
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
とタイトル画面に戻るのでヽ日本じめか
ンティニューが10回 増える。ただし、
ら」を選んで 1を 3回 押す。このあと、
2番 目のコマン ドは、 1番 目のコマン
次のコマンドを入力するとざいろいろ
ドを入力してから入力しなければなら
なことができる。タイトル画面で2を
ない。合計でコンティニューが13回
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
増える。
キャラを見られる モー ド選択画面で①、
押したままランを押すとヽオニラスま
、
①ご①ご①、右、左、右、左と入力す
でワープする。アニメシーンのとき2
る。すると、①を押すたびに全国モー
を押すと、アニメシーンをとばせる。
ドのキヤラを見ることができるように
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
なる。 i
ゞ
スワTド 右上の表のパスワー ド
面白′
で2を 押すと、戦わずに勝つことがで
を入力すると、色々変わうた状態で始
きる。
1
めらねる。
'
̀
鷹雀刺害列伝鷹雀ウォーズ
サウンドテス ト モー ド選択画面でC、
5:400円 偶J)/日 本物産/Hu/490,2.
①、左、左、右、C、 ①、右と入力す
1/ア ダル ト・麻雀
ると、画面が切り替わつてサウンドテ
こ
ストができる。
2人 麻雀タイプ。4人 の麻雀刺客を倒
催促される テンパイしていない状態で、 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、
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 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
う音がして「りニチまだ!?」 と催促さ
ねる。
る。
1

=

'。

中

鷹雀クリニックスペシャル

03。 903。 003.203:l① 3。 4② 3.4③ 20。 0

7.800円 (別 )/ナ グザット/SCD/

lllil:llllllll:li:!:ll

24/ア ダル ト・麻雀

名なしてバグる RPCモ ー ドを選び、ネ
ショー トシナリオを次々に解決してしヽ
ーム登録画面ですぐに「おわり」を選
く、ア ドベンチャー要素の強いゲニム。
ぶ。ゲームが始まつたら、①を押して
女のコばかりの病院が舞台だけあり、ビ
ウインドウを表示きせて・
「ぎじゅうJ
ジュアルはたづぶり用意さねている。し
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
かし、極めて露出度の高いビジュアル1ま
ない。
グづた国口を歩けるようになる。 1
'93.9。

,

申
()3。 903。

102.903。 4()3.2C)3。

:

囲

1()19.5、

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。

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

ペ

麻雀悟空ス シャル
面セレクト モニ ドの選択画面で、学園
・
セス・ タエス
￨ モードを選択して左、右、①、①、
6.300円 Gり )/サ ン電子/Hu/。 90:8,
左、
、80800円 鰐り
10/ア ダル ト 0麻 雀
右、①、①の順にコマンドを入力する。
)/ナ グザ ッ ト/SCD/
.953.11/ア
̀麻 雀悟空は、本格的な4人 麻雀として ・
成功すると、
「ピン」という音がするの
ダル ト 0麻 雀
で①を押す回数で面数を選び、学園モ
各機種で発売された有名なゲームざPCi I RPCの ようなス トーリニ性を持 つた
.共
・
=ド を始めるとt行 きたい面に行けるざ Iン ジン版には、悟空が三蔵法師と に ゲ■ム。女戦 士ルテ ィアが、伝説の 剣‐
,1全 員見られる モー ド選択画面で左t左 、 天竺へ旅するというス トーリー性が導入
rマ ージヤンソニ ドJを 探す旅に出るス
右も右、①、①t ①、①と押し、さら
さねている。旅の途中で敵と遭遇すると、 =卜 ■リーモー ドとtiス トニリーモ■ ドで
:右 t① 、上、考
1麻雀で対決することになる。 ‐ 1 =:: 倒した敵と自由に対局できるパトルモ■
に①、ヽ
左、
上
t i① t
:

￨:

: ̀

:

―

hHE

:

:

1

=左

6ノ

=

ま―じゃん〜まかいはつ
ドがある。
Ⅲ 調
麺
)3。 703。 103。 0礎 D3:3(D3:3受

)3.1(D19。

4

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

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
酬
:
女の子たちのグラフィック モー ド選択
ケが流れる。
画面で下を 10回 押すとt画 面の上に
配牌を変えられる ナグザ ットのロゴが
「
「テス ト」と表示さねる。この状態でど
表示されているあいだに、上、上、上、
:
ー
のモ ドでもいいからゲームを始める
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 : と、女の子たちのグラフイックを見る
:に 行き、リーゼに「ありがとうござい : ことができる。ここではl① で次の画
。ましたあ !Jと 言わねるまでセレク ト
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
を連打するおすると、麻雀対局のとき
ソルを合わせてから方 : 10回 押し、ゲームをスター トすると、
:と 、配牌に力
難易度の低いイージーモニ ドになる。
せば、配牌を変えら
下を押
向キーの上
「
°
デバッグモー ド モニ ド選択画面で左を
れるようになる。
エステ ィローダ…登場 ス トーリーモー 1 10回 押し、ゲームをスター トすると、
1ド で、5人 のプリンセスを倒すまえに、 1 デバ ッグモー ドになり、待ち牌当てク
ライテムショツプの娘リーゼと麻雀対 =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
局をして勝つ、アイテムショップでま
けると国士無双のツミコミができるよ
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

うになる。 .
別のグラフィックを見る ビジユアルテ

すると、最後にエステイローダーとい

ス トとイージーモー ドの両方のコマン
ドを入力してから始めると、ビジ三ア
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。

つ、という3つ の条件をクリアする。
︐
ヽ

う隠しキヤラが登場して、対局できる。 1
'
鷹雀覇王伝カイザーズタエ :
…tt
ス ト:
7,200円 Gl)/UPL/Hu/・ 92.2.28/

麻雀レモンエンジ土,レ

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。

/SCD/

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
「END」 の項目を選んで決
押さずに、
定すること。

マインスウイーバ■
ビデ
6.200円 栃J)/パ ツク・イン◆
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

:

ヽ

中

03。 303。 603.203。

:

・・

・ 2016
03◆ 303。 403。 203.6③ 3.803.4③

SHADA I

1 8.800円 偶1)/ナ グザット
アダル ト 0麻 雀
魔界ハ犬伝
レト・麻雀
デフォルメされたキヤラが登場するゲ i t94.2.25/ア ダブ
5:500円 偶1)/デ ータイース ト/Hu/
以前放映されていた深夜ワクの5分 間
ーム。ブレイヤーが若き英雄となつて、
・
89。 4。 1/RPC。 アクション
ニメ
ル
ゲーム化。
モンエンジェ
1
ア
「レ
Jの
していく国取り
いながら国を征服
敵と戦
ブレイヤーは、 トモ、エリカ、ミキのな ′ 里見八犬伝をモチーフに作らねた和風
モー ドは、シミュレ=シ ヨン仕立ての作
｀アクションRPCo PCエ ンジンの機能を
かから1人 を選び麻雀で対戦。プレイヤ
りになつている。もちろん普通に麻雀を
三
生か した美 しいグラフイックが見物だ。
ーが勝つと、ス ト リーが展開していく
するノーマルモニ ドも備えている。
主人公は八犬士の 1人 で強大な敵を倒す
ようになつている。
ために、仲FE5を 探す旅に出る。
(D3。 703.O03.2GD3.0(D3.2()2.9C)19。 0
田
̀￨

田

:

3。 2(D3。 0運D3。 103。 4貶 )2。 8《 )19.5
(D4.2嵯 ∋

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
1 1
るだけ。
■‐
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

1

マイトアンドマジツタ

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

()3。 5(勤 3。 303。

i

:

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。

29/RPC

:

■
、 ・
ラ
パソコン版の3作 目からの移植
ニド
̀グ
フィ:ッ タのクオリディが大幅にグレ
10。

:

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。 :=

625

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

04。 003。 403。 003。 203。 003。 9① 20.5

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。 2⑬ 26。 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

()3.903.7(D3。 4鯉 )3.5()3。 7()3.2饉 )21。 3

四

091:3。

呻

￨

:ゲ

:

コンテ ィ三二…増加
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
する。
ロ
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。

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。 3③ 3.6② 3。 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/

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

626

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
ると、ガッタイガ
̀す
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

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
ムエレクトロ
5。 800円 GJ)/NECホ ー
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
レをLEVELに 戻して
13に し、カーソリ

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
「SE VO日 UME」 では、自機が
る。
「VS CAME」 に登場する6体 から選ん
「SttACE SELECT」 では、
で使える。
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
選択画面に戻してゲームを
してモ
=ド
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
「 lP VS COM」 か「 lP VS
選び、
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
「EXTRA VSMODE」 の欄
技を使い、
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、2γ 4P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。

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
「ぶきそぬねだあむば
態で始めるには、
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
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

田

7。

03.60年 903。 703,303.60■ o③22。 0

1

囲

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

・
② ¨=③ ¨
o‐ ④ ■‐
o¨ ̲e̲̲o… ‐
I‐

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。

:

:̀

:

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

中
(D3。

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

703。 203。 103。 403.8C)4。 0()21。 1

回

ヾ
スワー ド バスワー ドを「た
おもしろ′
、
「しばきあ
たかうのだけはゆるして」
、
「いかりがた ぶ
げたろかおめえは」
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
スが全部255、 技をす
ると、ステ

=タ

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。 7④ 23。 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。

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。
￨

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

呻
:
03.903。 303.203。 2③ 3。 303.6③ 20。 4
囲

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

―

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 :04。 103。 303.403。 703。 203.l③ 20。 8.
を選ぶ。すると、ステージセレクド画
m・
・
面が現れる。最初は、
「SttACEl」 と :隠 し難易度設定 ・コンティニユT画 面で
ニ
マンホ ル
表示されているので、左右で好きなス
①を押しながらセレクトを押すと、カ
・テージの数字をセットして、①かラン
6.500円 GJ)/サ ン電子/CD/391:3.=
ーソルの色が変わり、以前とは違つた
・
22/ア ドベンチャー
でスタニ トする。また、この技を使う : 難易度でブレイできる。また、同じコ
このグームは、マンホールの地下に広
ことにより、プレイヤー数も自動的に
マンドを入力するたびに、色が変わる
がる不思議な世界を探検するもの。ス ト
:増 える。
ので、難易度を選択しようち難易度と
i . :
ーリーやゲームオーバー、ゲームクリア
書告目回 旧システムカー ドを使つてグ
カーソルの色の対応はt青 がイージー、
ームを起動すると、警告画面が表示さ
といつた概念がなく、画面の好きなとこ
― ド、自がス
黄色がノーマル、緑がノ
ヽ
・
11・ ―パニ八― ド
ろをクリックするだけで、何かが起こる
れる。
。イニジーは穴などに落
ようになっている。
: 下してもミスしてもキャラクタ9残 り
ミズパタ六日険
: ・人数が減らない。八― ド、スーパー八
中
7。 400円 傷り
03.803。 803.303.9③ 3:404.3③ 22:4
)/タ イ トー/Hu/・ 92。 1, : ― 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。
17/ア
クション
囲
キャラ紹介デモ タイ トル画面でしばら
コンフィグモー ド :ア クシヨングニム内
自キ ャラはヒポポとい う名前のカバ
く待つと、登場人物を紹介するデモが ・ だ。ゲ
は全フラウン ド。各ラウン ド
で、ポーズをかけて①を押すとコンフ
=ム
始まる。 1 :
の最後にはボスが登場する。敵をまとめ : イグモー ドになる。このモー ドでは、
: :
て倒すことで、ボ‐ナスやパワーア ップ
会話時の音声出力のON/OFFの ほか、
°
が出現するようになつている。また、各
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
面には仕掛けやワープ通路がある。
:麒

̀

6。

700円 偶1)/ア イレム/Hu/・ 89.

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。・
12。

.

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 タイトル回自でヽパツド
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

628

￨ヨ

医

目

￨

・

闘

MI.HE日 の大冒険 ■

´

調

饗様が要えられる,

「

()4:303。 4(∋ 3。 3嘔 D3。 7(D3.5()3。 7()21。 9

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
みつばち学目
に、下で紹介する各キャラのコマンド
｀
50800円 偶り
)/八 ドソン/CD/̀90。 9。
をコンティニュー画面まで入力し続け
14/ア ドベンチャ=
る。あとは 1〜 6の 好きなステージを
14歳 から20歳 までの美少女たちが明 ̲選 ぶと、キヤラが替わる。ジムシーで
日のアイドルを目指してアイドル養成学
ブレイする場合は、左上、セレクト、
・
校で学んでいるという設定のもとに作ら .ラ ン、①を押し続ける。おじいでプレ
ねたソフト。フレイヤ‐:よ 、この学園の̀'
イする場合は、右上、セレクト、ラン、
教師になり、 1年 間を美少女たちと一緒 ‐ ①を押し続ければいい。
に過こしていくのだ。
: 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。
03。 503:303.103.303。 O② 3。 7④ 19。 0
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
コンピュータが懇る 春組で、更衣室の
あり、方向キーで選んで①で実行すれ
:
前まで行く。そこで何度も「見る」の
ば自由に見ることができる。 t
コマン ドを使うと、コンピュータに
オ守プエングを飛ばす メTカ ーのロゴ
「しつこい」と怒られる。また冬組で、
マークが出ている画面で、①、①を押
クリスマス・イプの朝、あげてもいな
し続けていると、オープニングが省略
いプレゼントのことで、生徒たちの感
さねて、すぐにコンティニュー画面に
謝の言葉に「当然の事さJを 選ぶとt
なり:速 やかにゲームをスタートでき
神の声に fう そをつくな」と怒られる。
る6
:

田

」

｀

四

:

'

,

む―んらい〜めぞんいつ

む
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

・
め

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

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。

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。 6③ 22.6
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
レサイズのビ
ムを起動すると、画面フリ
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、
く過程
ヴアリスの戦士として成長 してじヽ
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

迷富のエルフイーネ
/CD′・′

6,780円 傷J)/日 本テレネット〆
・
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 3.5③ 20。 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。 4③ 3。 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。 6① 17.7

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

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
800円 偶り
)/NECホ ームエレク トロ
ニクス/SCD/。 93。 22/シ ューテ
6。

1。

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

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。

‐

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
ツク 0イ ン・ ビデ

80900円 偶り)/パ
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

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
コース
表 コース

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
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
―ツ以外にも二
てパワーアップする。ノヾ
レアイテ
トロやボンバーなどのスペシャリ
ムもある。5人 同時ブレイがウリだし
5。

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
「MUSiCJか
きの名前入力のときに、
「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

や り方

RUNボ タンを押す

説

明

ゲームの基本を覚えるコース

世界のコース ①ボタンとパッドの上か下を押し
世界の有名なコースに似たコ‐ス
(前 半)
ながらRUNボ タンを押す
世界のコース ①ボタンとパッドの上か下を押し
世界の有名なコースに似たコース
(後 半)
ながらRUNボ タンを押す
とんでもない ①ボタンとセレクトボタンを押し
あらゆる所にワナがあるコース
コース
ながらRUNボ タンを押す
ブナンコース

①ボタンと①ボタンを押しながら
RUNボ 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
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。
7。

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

タイプ

説

A
B

マシンの形が四角になる

C
D

コマン ド

明

右とセレク トを押しながらゲームスター ト

左とセレクトを押しながらゲームスター ト
マシンの車輪が3つ になる
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
上とセレク トを押しながらゲームスター ト
バギー風のマシンになる

全部違う 5台 とも違うタイプになる
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
「こちみたし
力画面で「らきあまくさ」
よ」
「 じうよしたすまJ
「きゆかたいと」
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

セレクトを押しながらゲームスター ト

むぐずぼ うぐねら びぼばろ ぺぐ
、むずかしモー ドでは
ろぐ ぼぺほび」
「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
、ゲログロモー ドでは「しペ
ぼぺほぶ」
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

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。

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
「たいよう」と入力する
ド入力口口で、
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。 7⑬ 24.9

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
F̲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
説外伝 第 1集
にしてくねるモー ドと、今まで入ねな
6.500円 偶1)/八 ドソン/Hu/'92.
かつた場所にも入ねて、敵も出てこな
12。 4/RPC
いモー ドの2つ がある。
このゲームは桃太郎シリーズで活躍 し
看板屋で遊ぼう 看板屋の文字入力画面
てきた、夜叉姫、浦島、貧乏神の 3人 の
で、エ ッチな文字を入ねると看板の文
エビソー ド集にな つている。ゲームボー
字が伏せて出る。また、何も入れずに
イ版からの移植なのだが、ビジュアルか
終わりにすると、看板に「ひやかしな
らダンジョンマップ、背景、術がパワー
ら、でていけ〜」と出る。
アップしている。
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
岬
()3。 903。 503。 503。 8(D3。 6()3。 3(D21。 7
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
囲
し」 と入れると、サウン ドテス トがで
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
きる。
の術を覚える。この術を使うと女風呂
宝のつづらが復活する 洞くつに行 つて
に入ねる。
宝のつづらを取 り、セープしてゲーム
スタッフロール &お まけ 3本 のシナリ
をやめる。そ して再ゲームにして、も
オをすべてクリアしたら、シナリオ選
う一度洞くつに行くと、宝のつづらが
レを合わせる。
択画面で桃太郎にカーソリ
復活している。
すると、ウイン ドウの表示に、スタッ
ぶんぶくちゃがま 希望の部の右上にあ
フが見 られるスタッフロールと、サウ
る毒の沼に行く。そこでふゆうの術を
ン ドセレク トなどができるおまけが追
使つて、沼をくまなく調べると「ぶん
加されている。おまけの方を選ぶと
ぶくちゃがま」が見つかる。これは2
「ももたろうきょうしつ」と表示され、
万両で売ることができる。
ゲーム中の音楽などが聴ける「おんが
ビジュアル、サウン ドテス ト ノ(ッ クア
くしつ」と、ボス以外のいぢいろな敵
ップで記録 していないところで何度も
キャラのグラフィックを見ることがで .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。
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。
最強で最初から パスワー ド入力画面で
おにぎりでお金儲け 『夜叉姫伝説』で、
「ふとらぐも ぬさぺ じら ひそにさぼ
夜叉姫のりょうりの術を使つて、おに
ぜべ じりゆ べ ぐやのせ うびがめは
ぎりを作る。それを店に売ると、 1個
けびめよの よひたお」と入力すると、

632

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、
わつたフアイティングポ
乱数の要素がカ
ロ
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

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。

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。

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

202.903.402:802.9(ジ

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
『〜2Jで は富士子さんになつた。
たが、
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。

呻
04。 303.503。

102:703.303.5⑬ 20。 4

四

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

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
「唯、マリニの検死報告 要約」を
回、
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:
6θ

5礎)21。 3

ゆ

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。
るようにしてしヽ

19.1

900円 偶り
)/ソ フイツクス/CD/
1/ア ドベンチャー

.92.10。

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。

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

633

.

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/SCD̀/

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

囲

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
「SPEED‐ UP」 と入力 してか
画面で、
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
3.3燿D3.6選)3。 5C)3.2()20、 9
〔
)3。 803。 6逓 ∋

ら
ライザンlトロ
91。6.フ /シ ューティング

妖怪道中記
900円 Gり )/ナ ムコ/Hu/.88.2.
5/ア クション

4・

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
3()3.3(D21。 0

NAMCO
NAMCOT

KAZUHIK0
NEC

PC・ ENGINE

756‐ 2311

YAMASH:TA
KAWADA
AKIRA
KOMA:
634

6502
6809
68000

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と 入力する。①〜⑤
1、
1、 3、
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

6.800円 偶1)/デ ータウエス ト/OD/

。

(D4。 1燿 )3。 703.4燿 D3e203。

:

5つ の特殊機能 どの機能もサウン ドテ

:

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。

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。

闘

田

03.403.903.4103.703.903.8022.2

03.503.4C13。 14)3.403.403.6020.5

ライザンJt― E

雷電

(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。

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

田

6.800円

03。 804。 003.603.804。

003.7③ 22.8

麺
)3。 4燿)3。 4()3e3(D3.8(D4。 303.3(D21。 5

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
レカンが出現しない。
メ
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
「LAStt ARM
ボタンを押 し続けると、
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。

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
1‑度 セレク トを放
ウルテクのあとで、
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/

ラビオレプススペシャル

'93.3。

6,800円 栃J)/ビ デオシステム/Hu/

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。
'90。

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。 4理 )3。 7受 )3。 8()21.7
()3.303。 8(∋ 3。 8運 動

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
.

‑.

=

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囲

1極

∋4。 004.403.9025。 2

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
る。次にゲームスター トのメニューで
てビジュアルセ レク ト画面が現れる。
「最初から」:に カーソルを合わせセレク
こねで、エンディングやキ ャラ紹介、
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。
旧システムカー ドで起動 したときの画
19面 のナレーション 旧システムカー ド
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
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
面で、アイテムにカーソルを合わせ、
:う ばなしにすると、ナームがしゃべ つ
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
たあとに 19面 のナレニションが入る。
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
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
ッサーを含む、もともと持つていたア
コミック、アニメで人気のキャラらん
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、 まを主人公にした横スクロール型のアク
シ ョップにカニ ソルを合わせ、① を
ション。ステージやアイテムを使うこと
100回 押す。すると「買うJと「売る」 によつて男の乱馬と女らんまが入ね替わ
のコマン ドが表示さねる。隈 う」を選 ・ る。2人 対戦が可能な熱闘モー ドも用意
択すると、ラングリッサ=や アサル ト 'さ ねている。
スーツなどが買える、隠ねショップに
呻
入ることができる。
04。 203。 803。 403。 203。 5()3。 4C)21.5
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
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
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。
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
シナリオセレク ト ロー ドメニュー画面
①、
セレク トを押 しながら、①を押す.す
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
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
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
始まる。
おまけモー ド ゲームをクリアしてエン
ャラのレベルや所持 しているアイテム
デイングを見る。最後に「劇終Jと 出
は、ロー ドメニユーで選んだデータの
たら、①を押す。すると、NCSか らの
ものになる.こ れでシナ リオ 1か ら、
メッセージが始まる。実はここで上の
レベルアップしたキ ャラでブレイでき
ウルテクのコマン ドも教えてくれる。
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。
そして、全部終わつたら、今度はセレ
1ッ クアップに保存 メ
メモリセープを′
ク トを押しながらランを押す。すると、
モリセープ実行後、リセットして再起
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
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
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
順に押 し続けて:セ レク トを離すoす
して聞いてみよう。No lを 聞くと中国
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、
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
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.
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。
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
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」
て、各キャラをクラスチェンジさせて
これをパ ッ ド1つだけつないでブレイ
おき、さらに成長させると、隠 しクラ
スにチェンジする
しよう。すると、ボス対戦モー ドのよ
キャラ紹介のおまけ キャラ紹介のビジ
うにな つて、好きなボスキャラと戦え
ュアルが始まつたら、左上とセレク ト
るようになる。
:ド
を押し続ける。するとレディン、クリ
挙が見えない パッ の連射を① は切り、
ス、テイラーのときに登場人物以外の
①では最大にして両ボタンを押しつづ
‐
クレジットが入る。
けると、見えない拳で攻撃ができる。
アサル トス=ツ を入手する シナリオ 18
主題歌を聴く CDの 43曲 目を普通に再
で、ランスをマップ右上の隅に移動さ
生すると、主題歌を聴ける。
せる。すると、自動的に強力な鎧、ア
らんま
日、元組無
サル トスーツを入手できる.
差別格闘流 :
裏ス トー リー ます、エンディング終了
7.200円 偶1)/日 本 コンピュータシス
後、リセッ トをして再びゲームを始め

らんま1/2

・

1口 ,IEEI菫

ヨ

1/2打

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アニチメイジ
クリス
プリンセス
八イ・□― ド
ナーム
レンジャニ
0プ
ジェシカ 八イ リース ト セージ
:

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
ルにすると、選ん
て楽しめる。ノ
=マ
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

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、

9、

0、
D、

6、

B、

5、

8、

C、

A、 0、
E、

D、
F、

8

パー ト3t右 京

ア、8 パニ ト4、 良牙
414 パニ ト5、 校長

9、

7 パー ト5、 九能(対 男らんま)

A
3

パー ト5、 九能

らんま)

パー ト6、 ムース
"女

7 パートア、八宝斉

9
5

パー ト8、 良牙

校長:刻払 ム,ス
ー
ア、C̀ パ ト8、 八宝斉簡 男らんま)
6、

5t410

Jt― 卜8、

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。
スワー ド入力画面
ビジュアルテス ト ノく
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
「BBB」
を見らねるようになる。また、
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
603。 603。 403。 803.503.5③ 22。 4
α 。
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。

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。

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「
・LK」 と入力す
SDJか 「 C ASjか 「・
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
0

繭
5,400円 偶り
)/フ エイス/Hu/.90̀

両対応グライアス・ プラス
800円 偶り/NECア ベニュー/Hu/
9。

。

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

簡 鮮
6.900円 偶り
)/八 ドソン/AC/.94。

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。

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◆ 2③ 22。 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
園
る。そ して再びゲームを起動させて、 ()3。 4e・ 4。 203.103。 l③ 3。 5C)4。 3(D21。 4
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 、
7。 600円 傷り
ランとセレク トを押 し続けてゲームを
)/NECア ベニュー/CD/
.93.6。
30/ア クション
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
虹を架ける魔法を使い、攻撃や移動を
きる。
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
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
る。 エ ンデ ィングテ ーマ は TVア ニメ
憶喪失になり、バ ンハイムからメモリ 「 クリィミーマミ」で主人公の声を演 じ
ンZの ことを聞くところまでゲームを
た太田貴子さんが歌つている。
中
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
03.903。 603。 403.6∈ )3。 3C)3。 5()21。 1
回連続で雑談すると、ネブールヘの直
回
お得なコマン ド集 タイ トル画面で下の
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
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
だ。
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.

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

レインボーアイランド

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

レーシング魂
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

7。

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

3.1()3。 1()3,3619。 8
(D3.8(妻 3。 4(勤 3。 1礎 費

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/

ワール ド1
ワール ド2
ワール ド3
ワール ド4
ワール ド5

ワール ド6
ワール ド7

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。
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ワール ド8
ワール ド9
ワール ド10

:

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

コマン ド ①、左、右、①、①、セレクト、①、①
果 移動速度が速くなる
コマン ド 右、①、セレクト、①、①、左、①、右
果 虹を2つ 撃つことができる
効

効

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

コマン ド ①、①、①、①、①、①、右、セレクト
果 ジャンプボタンを連打して、空を飛ぶことができる
効
コマン ド 左、①、左、セレクト、左、①、左、セレクト
果 ヒン トAを 見ることができる
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
コマン ド 左、①tセ レクト、①、右、左、①、左
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
効

効

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

コマン ド 右、右、右、右
効

果

レク ト、①、セレク ト、①

̀セ
ヒントcを 見ることができる

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
:Юを接続 してゲームを始める.EXHIB:T
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

レニープラスタ■

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。

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。

中
()3。 7燿 )3.803.4運 D3。

5()3.6受 D3.3()21.3

呻

囲

03.603.503.503。 603.4② 3.3③ 20。 9

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。

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。

レディフアントム
6,980円

レミングス

/

(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

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
レで死んでしまうので、迅速な判断が要
リ
求さねるゲームだ。

04.304。 003.403.903.803。 6③ 23.0

中

囲

04。

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
「最
順に押す。するとゲームが始まり、
「敵のデー
初から特殊兵器が使える」、
タが見られるJ、 「ゲームモー ドが変更
「最
できる」の3つ のモー ドが遊べる。
は、本来
初から特殊兵器が使える
Jで
‐
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
「敵のデータが見 られる」では、
なる。
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。

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

639

ろ―どすと〜ろむろむす
的。謎を解かないとループして、クリア
くつつけてしまう.そ して、2回 続け
登場 しない。
できないステージもある。
て防御させよう。するとなぜか、2回
ロー ドス臓戦記
目の防御のときにウッドが姿を現して、
中
7.800円 偶り
(D3。 303。 102。 903.103。 103。 0018。 5
)/八 ドソン/SCD/° 94.
敵に攻撃をする。このときの攻撃が必
12:‐ 16/RPG
ず会心の一撃になる。
田
面セレク ト ゲームを始めたら、記者会
現在の RPCの 原型にあたる、テープ
ディー ドが必ず会心の一撃を出す 戦闘
見のシーンで左、下、右、上、①、①、
ル トー クとい うジヤンルに端を発する
中ディー ドに補助系魔法のブリンクを
・
ランボタンの1贋 に押す。すると、5つ
使わせて(敵にびつたりとくつつく位 「 ロー ドス島戦記」 シリーズの第 2弾 。
のステージからセレク トできる。
置にディー ドをワープさせる。すると、 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。 ざけんなよ タイ トル画面で①を連射 し
ディー ドが敵の目の前にワープすると
・
ながらランを押 して、そのまま連射を
同時に、その敵に対して攻撃をすると、 園
3.5③3.8①
203̀803.6③
3.5③ 22.5
一
続けた状態で記者会見を受けようふイ
04。
必ず会心の 撃が出る。
ンタビューの終わりでお姉さんのいつ
おまけ戦闘モー ド ゲームをクリアして、 E西 口 麗 ロ ノ
エンディング終了後の、■nと 表示され
ものメッセージが、
「ざけんなよ!」 に
タダでLP&MP回 復 戦闘などでLPが
なる。
減 つてきた ら、プリース トの「キ ユ
た画面で、右を押 しながら①を押す。
・
アイテム無限使用法 使用回数制限のあ
ア ◆ウーンズ」などの魔法で、そのキ
すると、ターパのマ ップ画面になる。
るアイテムは、使つたアイテムがアイ
ャラのLPを 回復させる。そのあとでキ
そして、広場へ行 つてキヤンプを張る
テム欄から消える前にランで他の武器
、
ャンプを張ねば、僧侶のMPを 回復さ
と、通常のキャンプの項目にはない、
に切り替えると、な≦ならない。
せることができる。こ机を繰り返せば、
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
宿屋などでお金を使わずにLPと MPを
タジアム
ス戦闘、 15種 類の地上戦闘、 14種 類
回復させるこ夕ができる。ただし、ダ
6.200円 偶り
ンジ ョン内ではキ ヤンプを張 つても
の迷富戦闘、7種 類の福袋戦闘をずる
)/日 本コンピュニタシス
テム/CD/.89,12.22/ス ポーツ・
MPが 少 ししか回復 しない。そこで、
ことができる。 1
野球
タダでLP&MP回 復 LPが 減 つてきた
場所を変えながらキャンプを張つて、
セン トハルリーグとバンタグラフリー
らエ トの魔法で治療を行う。LPを 回復
少しずつMPを 回復させねばいい。
グ合わせて 12球 団の中から選ぶことが
させたらキ ャンプを張る。するとMP
｀
日― ドスピリッツ
できる。また、自分でもチームを作るこ
が回復する。これを繰り返せば、お金
ア・200円 (別 )/パ ック・イン 3ビ デ
とができ、試合終了後には与えられるポ
をまつたく使わずに、LPと MPを 回復
イン トを振り分けて、強化 したい選手を
オ/CD/'91.3.22/ス ポーツ・レー
することができる。キ ャンプでの MP
ス
育てることができる。
の回復は、ダンジョン内では、 1回の
地球全体をまたにかけて繰 り広げる、 岬
キヤンプでは少 ししか回復 しないが、
、
全 17ス テージのオンロー ドレ,ス 。車
○ ―‐
② ―‐
○ …‐
③ …‐
フィール ド上では、 1回 キヤンプを張
○ ¨‐
○ ¨=Ct¨ ‐
ヽ
は4種 類の中から選び、操作はアクセル
ねばMPが 全回復する。ダンジヨン内
田
隠れ球場 オープン戦の球場セレク トの
の場合、場所を変えてキヤンプを張 り、 とブレーキ、ギア設定は最高で5段 階ま
画面で、2Pの 方向キァの左上と①ボ
である。苦手だという人にはオー トマチ
続けて回復させよう。このとき、移動
タンを押 しながら lPの ①ボタンを押
ックもあり安心だ。
距離が長いほどMPの 回復する量は大
す。すると、レ トロ球場でプレイでき
きい。
呻
る。また、2Pの 方向キーの右下とG
たくさん装備できる まず、カーラと初
(D3.203。 302。 8嵯 )3.3(D3.3C)3。 1(D19。 0
・
ボタンを押すと、未来球場でプレイで
めて出会い、武器を奪われたところの
―
日
ランナ￢失われた送目
ド
きる。
セープデータと、強くしたいパーティ
5。 800円 (別 )/パ ック ・ イ ン ・ ビデ
選手データを見られる プレイ中にタイ
のセープデータを用意 し、武器を奪わ
ムをかけてから右上とセレク トを押 し
オ/Hu/・ 90,7.27/パ ズル ・アクシ
れたほうのデータでゲームを始める。
ヨン
てみよう。言葉が止まれば成功だ。①
次に、キャンプを張つて強 くしたいパ
で先攻側、①で後攻側の全選手のデー
ーテイのデータを□― ドするしそして、
各面のあちこちにある金塊を、すべて
タが見られるc
キャラの能力を途中で 1度も見ないで、 集めるというのがゲームのルール.邪 魔
遇激なキャビ子 デッドボールを受ける
街の店 に行 く。ここで装備を選ぶと、 な敵キ ヤラは穴を掘 つて埋めて しまお
と、一瞬画面が暗くなるはずだ。この
う。敵は しばらくすると復活するので、
なぜか何も装備 していないので、武器
ときに、上と①、①、セレク トを押そ
すばやく行動 しなければならない。
や防具を装備すると装備マークは表示
う。タイミングが合えば、とんでもな
されないが、持つているだけ装備する
呻
い姿のキャピ子が見らねる。
ことができる。店を出ると、すべて装
02.902。 602.603.0()2.9()2.3(316。 3
バスワー ド朗読モー ド まず、遠征モデ
備しているのが確認できる。
囲
ドを選ぼう。パスワー ド表示回口にな
最終面バスワー ド バスワー ド入力画面
隠し部屋 帰らずの森にあるダークエル
づたら(セ レクトを押す6す ると、キ
て,「 5720‐ 0873‐ 1181‐ 1934」 と
フの屋敷の 1階の左側に通 り抜けられ
ヤピ子がパスワー ドを 1文 字ずつ読ん
入力すると、最終面をプレイできる。
る壁がある。ここを通 り抜けて外に出
でくれる。
ると隠し階段の奥で宝箱を入手できる。
ロックオン
自分だけDHに DH制 なしにしてゲーム
隠 し演出 女ダークエルフと話すときな
1を 始め、打者がビッチャーのときに代
6。 700円 偶り
どt特 定の相手と話すとき、パーテイ
)/ビ ッグクラブ/Hu/
。
89。 8。 22/シ ューティング
打を出 し、次の回にビッチャー交代を
の先頭のキャラにようてセリフが変わ
キャンセルする。すると自分だけDH
謎解きの要素もあるシューテイングゲ
る。また、カーラが馬車を襲うビジュ
ーム。ステージは全部で4つ 。クリアし
になる
:
アルシーンでバーンかスレインが死ん
「
ながらフィサの財宝を見つけだすのが日
COMの 投手の立つ
投手の位置を変える
でいると、そのキャラはビジユアルに

E

ROMROMス

.

わ―るどさ〜わるきゅ―
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
まで調節できる。

ヽ

わ

t,

■

′
5乏 )3。

纂
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
°
7ぼ
‐
臨
・

・
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

職

:′

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
IЭ 3.303.002.903。 103.002。 9③ 18.3
ワ

ニ ル ドヒ

=口

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

キ

■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

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

時

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。

O L

:

中
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

.

̀￨プ

雪

計

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

6・

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。 103.8⑬ 24.0

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

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

()3.703。 1(D3。 103.4C)3.4貶 )3.3G)19。 9

だ

′〔
スワー ド

アイ 悶レ みみはきえあけえさたたそみお

5,800円 偶1)/ビ デオシステム/Hu/

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
η

中
04.303。 603.703.703,803.3022.4

.89.6。

5.800円 偶り
)/ナ ムコ/Hu/391.10。

高

倒した相手

わ い わ しlH雀

ワール ドサーキット

(D3.303。 003。 3(D3.2(D3。

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。

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。
‐

641

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
200円 偶J)/ナ ム コ/Hu/・ 89.4。
21/ア クシヨン

5。

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

642

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

・ ヨ

ー

