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CD● Hのグ…ハソフトてヨ。

(普通のCDプレイヤーでは使用しないでくだ

さい。)

①MECA― CDと メガドライフが正しく接続

されていますか?
OMttGA― CDとメガドライブそれぞれの

ACアダプタが差し込んでありますか?
◎メガドライブ本体からゲームカートリッジ

が抜いてありますか?

①～⑤を確認し

たら、メガドラ

イブ本体のパワ

ースイッチを

ONに してくだ

さい。右の画面

が表示されます。

冽 Eロト CDデ ィスクは、
せん よう

①ョントロ万ルパッドのスタートボタンを
押すと、石

の画面に変

わります。

O方向ボタンでカーソル (ヽ )を動かして

「OPttN」 を選び、Cボタンを押します。

③MEGA― CDのトレイが開きます。同時に

画面の表示が「OPEN」 から「CLOS巨」

に変わります。

④トレイのくぼみに合わせて、レーベル面(ゲ

ームタイトルなどが印刷されている面)が
上になるように、MttGA― CDディスクを

セツトしてください。

Oカーソルを動かして「CLOS匿 Jを選び、

Cボタンを押すと、トレイが閉まり、「CD―

日OM」の表示が出ます。

0カーソルを「CD一 日OM」 に合わせると、

ゲーム画面に変わります。

☆MttGA― CD本体の取扱説明書もあわせてこ覧ください。

★このディスクを無断で複製することおよび賃貸業に使用することを禁じます。



時空をこえて  希詢竿峰崩享/希・輸出由持捨土/該 出来昔杏字

蒔曇の覆芳 晃をぬけて
最動の嵩嶋り 嵐をうけ逃き蓮る
時間のすきま かい<ぐるように

肇か 呼んでる 言がする

揚ついて この授 勧れこんでも
」ヽさな ふるえるこの手をのばし

星を拾いあつめて

蒼い聞 世界甲 てらしつづけよう

時のチ‖ 帯を由し
まつすぐな その世 蒔をつらぬく
得つていて 待つていて
撼ずここへ戻つて<る
きつと また めぐりあえる

山奉古合子プロフィール

本名 :山本百合子(やまもとゆりこ)2月 43日生まれ。1976年 、テイチフレコードより歌手とし

てデビュー。その後、T↓アニメのFハロー1サンティベル』のサンデイヘルや『レティ ジョ
ージィ』のジョージィ、「聖闘士星矢』の農鈴、『北料の拳』のユリア、ビテオフニメでは『戦え |

イクサー 4』 のイクサー1等々…様々な役をこなし、それと同時に数々の歌芦を聴かせて<れた。

歌芋・声優としてだけでな<、 T↓蕃組の司会やレポーター等もこなしてしまう役女のイ能に

は、圧倒されるばかりである。

7年箭、ァーヶ一ドマシンで絶大な人気を誇つたLDゲームの『タイム・ギャルJだが、発売
几であるタイトーのイメージキャラクターでもあつた量人恭 レイカを負じ、当蒔のゲームセ
ンターに薪嵐を茨き込んだのは、もちろん彼女 山本占合までぁる。キュートで乗りのいい呈
人公 レイカの声に、魅了されたフアンは数多<いたでぁろう。MEGA― CD版の『タイム・

ギヤル』では、新たに祥詢ilF苗 したMEё A― CDオ リジナル・オープニングテーマソングを

当然の女□<、 彼女に歌つてもらつた。



1ロ グーム内害

1.1自 碕
このグームは呈人公のレイカを操作するアクションアドベンチヤーゲームです。レイカは
ビジュアル的に在差‖サられたさまざまなトラッフを切り抜けながら、急見ルータを画すた
めに蒔曇を旅します。ルータの在自けるトラッフは鼻努極まるものもありますが、爵縫な
駒齢とすばゃぃ操作でかわして<ださぃ。ゲームは各年代がステージとなつており、登16

ステージで構成されています。

1.2スタートメニュー
スタートメニュー画面       コンフィグメニュー画面

1.3画面説明

◎スクリーンレイアウト

④ビジュ777ル画面

②スコア

③年代
④タイムポール

レイカの活腱をアニメーシヨンで翼じめます。
トラップに対するレイカのリアクシヨンによつてカロ曇されます。
ステージの年代を表崇します。
レイカの羨撃、回避、タイムストッフなどを操作指宗じ示す。
蓮れるとアウトです。

◎バスワード!?

タイムギャルではステージクリアすると8支学のパスワードが表祟されます。このパス
ワードをビジュ777ルモードで入力するとクリアしたステージのビジュアルを占出に見る
ことができます。バスワード入力後、ビジュフリしかやられパターンのどちらを見るか選

領して下さい。
ただし、EASYモードでクリアしてもパスワードは由ないのでNORMA Lガ HARD
でクリアして下さい。

◎スタートメニュー

ションメニユー



1.4操作説明

メガドライフにコントロールバンヽドを接続して下さい。

①号尚ポタン…………………慈凱 箇違
レイカの動きを操作します。タイムホーソЫこよる方向指示が表示さllて ぃるときに押し

て、敵の攻撃などを回避して下さい。

また、タイムストップ時の行動をこのパタンで選択し示す。

②A B Cポ タン(共通)… …ショット&タイムストップ

ビジュアル画面の四辺にあるタイムポールが全て光つたとき、すなつちレイカの胸の(プ

イムポールが光つたときと武器を使用するときに使います。またレイカの操縦0る lll闘

機の増準が光つたときにも産用します。
ホた、タイムストップ時のl■動をこのパタンで決定します。

タイムストップとは

レイカの胸にあるタイムホールガ光つたときにショットホタンを押すと少しの商だけ時
台の流れを止めることができます。
このliま ってぃるB等簡を末J用してできる肩動が竺D表示さ711き ‐

f。 その■からすばやく
的縫な半J ITて 行動を選択し、レイカをビンチから救つてください。

なにも行動をとらないとミスになってしまうので注意して下さい。
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2.キャラクター紹介

υレイカ (18)

タイムマシンの開発者であるカーモン

「

'「

の愛娘。少女時代から父が研究中の

フイムマシンでタイム トラベルの経験

4:積み量lJ、 「タイムギヤル」のニックネ
/、 で呼ばれている。

`箇

その継験を計linさ れ、悪覺ルータ
小追つて時空の彼万へ飛び立つこと|こ な

)7_。

そして、役女が着用してぃるのが続筒
ilの超小型タイムスーツである。これは

1プ イム ストッパーの機能も篇えている

''め
、短い皓告ではぁるが自分以外の蒔

間の流れを停止させることができる。 ●ルーダ (40)

31世紀最大の悪党である。当時、世界に4

台しかなかつた,イムマシンの乗つ取りを予

告、そして予告通り強奪し時空の彼万へと逃

げてしきつた。

レイカは役を追いかけて日も空を旅している
のだ。

タイムマシンを乗っ取つた役は魅壺を由右:

に操り、様でなトラップでレイカを待ち受け

ている。屋壺を差乱させないよう槙菫|こ 矢讃
してい<のだ。

レ」日責釜聾斃ヂる



3.レイカちゃんの
タイムトラベルガイド

紀先箭の世界へとタイムトラベルした私。
ここでは熱線を吐<恐竜や雪際を暴れるマンモス、

トリケラトプスのジャンボーと追いかけつこをしたりするの。

相手は動物だけじゃな<て網やオノを使う農必人、

闘農場では勤蘭士とも戦つたりしてもう大養|

中世～現代 (ADi～ )

絶先箭の茨は甲せ。
奴隷の監視役に最でしばかれたり、トロッコで
狭い坑道を標足したりするの。
それだけじゃないわ。ゾンピがでたり、海賊に
襲われたり。あげ<のはて|こ はゼロ戦まで飛ん
できちゃつて…。もう勘鉾してょぁ―‖
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WOLF TEAM LINE
MECA― CD専用ソフト好評発売串
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ソル・フイース アイル ロード

アーネスト・エバンス

藉曇al起絶フェィェリア

敬ゝ
::言:『

『
::::::ll::;::|

キズつけないで
ディスクにキズをつけないでください。特

にケースから出し入れするときは、注意し

てください。

らんぼう  あつか

舌L暴に扱わないで
ディスクを曲げたり、センター子しを大きく

しないでください。

も じ    力
'

文字を書いてはダメ
レーベル面に文字を書いたり、シールなど

を貼らないでください。信号読み取り面 (レ

ーベル面の反対側の光つた面)にキズをつ

ける恐れがあります。

は使わないでください。

1ま かんばしょ  ちゅうtヽ

保管場所に注意して

zじ手:昼浮9漢薯こ[01ヒ房テ
・曽湿

ゲームで遊ぶときは
健康のため、ゲームで遊ぶときは 1時間こ

鬼写じ[習書?省馨看太マ轟iξ事量k透
してください。

マ澤磐響獲協●出貿


