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Ⅲ)ゲームを始める前に
●甲ントロ

=ル
パッドのスター、ボタンを

押すと、右

の画面に変

わります。

0方向ボタンでカーソル (ヽ )を 動かして

「OPttN」 を選び、Cボタンを押し壺7。

OMEGA―CDのトレイか開きます。同時に

画面の表宗/DN「 oPttNJか ら「CLOS巨」

に変わります。

●トレイのくぼみに合ゃ|て、レーベリッ戸(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、M El(3∧ CDデ ィスクを

セットしてください。

6カ ーソルを動かして |し )1 0SEJを選び、

Cボタンを押すと、トレイか閉まり、「CD―

日OMlの表′卜か|||を1け て,  .
IF〕 カーソル41じ [)ROMIに 合わせ、Cボ

タンイ,‖ J~と 、グーム画面に変わ ります。

順)セ ット時の注意
OMEGA― CDと メガドライフか正しく接続

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?
0メガトライフ本体からゲームカートリッジ

が抜いてありますか?

対

(1)～ 0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。

|~~~

「
‐

ゲームセレクト………………………………………………………・ 4

ゴールデンアックス…………………………………………………・ 5

ストリート・オブ・レイジ(「ベア・ナックル」∪S版 )・ ……………・。17

コラムス………………………………………………………………。27

ザ・リベンジ。オブ・シノビ(「ザ・スーパー忍」US版 )¨………。39

☆MttGA― CD朱株の取抜説萌讐もあオ

iュ
く11｀

1lilキ‖しることを禁じます。☆このデイスクを無断で複製することと



クト
では 4つのゲームが楽しめます。次の画面の

一ソルを動かして遊ぶゲームを選び、スター

さい。

、それぞれのゲームの説明をこ覧ください。

きは、リセットボタンを押してもう一度最初

ださい。
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鶉

剣の名手にして、バーバリアンーの魔法の使い

手である。愛用のロングソードは、幼いときに

死んだ父が唯―残してくれたもので、その威力

は計り知れない。だが、彼にとつて最大の武器は、

その正義感とデス=アダーヘの復讐心である。

⑪l芦:

「のゲームは 1人用です。メガドライプのコントロール端子 1にコントロールパツ

スタートボタン

Cボタン

Bボタン

Aボタン

そ う

糧晨■シヤ,栞濃
鍛鍵li,な品|||
林輩●学kξlll

いため、飛飛び蹴りで広範囲に攻撃ができる。

また、愛用のショ=ト ソードは、母親

フアイヤーウツド女王より、護身用と用としても

また、愛用のショ=ト ソードは、母親である

らつたもので、その剣裁きには定評がある。

約150歳 だが、400年 近く生きるドワーフに

とつて150歳など若いうちである。ドワーフと

しては飛び抜けて大柄で、この見た目のたく

ましさと、しっかりした性格から仲間の信望

も厚かつた。いま使つている斧は弟の形見で

ある。
       8

スタートボタン・ゲームスタート/
モードや項目を決定する

方向ボタン 。モードや項目を選ぶ

A～ Cボタン。モードや項目を決定する

方向ボタン・プレイヤーの移動

Aボタン・魔法を使う (〔
「

14ページ)

Bボタン・攻撃

髯1頴:

*敵との距離により “切る" “突く"

“投げる" “蹴る"などの攻撃ができる。

Cボタン・ジャンプ

☆ボタンを組み合わせて使うと、さらに強力な攻撃ができます。 (‐ 10ページ)

★ゲーム中のボタン操作は、オプション画面 (‐ 12ページ)で変更できます。



方向ボタンを同じ方向(右ま

たは左)に 素早く 2回押す。

中 →中

走りながらCボタンを押

す。

■,中十◎

走りながらBボタンを押

すと、体当たり(テ ィリス

だけは飛び蹴り)を する。

|― ドセレクト画面に変わります。方向ボタン△▽

て`こ―ドを選び、スタート (ま たはA～C)ボタン

「
決定してください。

ARCADE(アーケードモード)

ゲームセンターの「ゴールデンアックス」

BEGINNER(ビギナーモード)

をもとにしたモードです。 (嗜 13ページ)

ソフーケードモードよリステージ数を減らし、やさしくしたものです。(r13ペ ージ)

丁HE DUEL(対戦モード)

プス=ア ダー軍を相手に勝ち抜き戦を行うモードです。 (嗜 15ページ)

OPTIONS(オプションズ)

イプション画面に変わり、ゲームの設定を変更できます。 (嗜 12ページ)

「||ボ タンロレでプレイヤーを選び、スタートボタン(ま

プはA～ C)ボタンで決定してください。

く
モ
ー
ド
セ
レ
ク
ト
画
面

Cボタンでジヤンプ中

にBボタンを押す。

◎→○

BボタンとCボタン

を同時に押す。

○十◎

八イジャンプ中にBボタンを押し続け

る。敵に与えるダメージが最も大きい。

かいてん ぎ

回転切り

/1イジャンプ″り

遊ぶモードを決めると 変わります。

中 →中 +③ 中 →■卜 +◎ →○



ン△▽で項目を選び、

さい。

司レで変更してくだ

LIFE METER(体 力)

プレイヤーの体力を変更できます。

CONTROL(コントロール)

A～Cボタンの操作を変更できます。

MAGIC・ …………………………魔法

ATTACK… ……………………・攻撃

」UMP………………………。ジャンプ

SOUND TEST(サ ゥンドテスト)

ゲーム中のBGMや効果音を聞けます。

スタート (ま たはA～C)ボタンを押す

と次の画面に変わり、曲名が表示されま

す。方向ボタン△▽で曲名を選び、スタ

ート (ま たはA～C)ボタンを押してく

ださい。巨XI丁を選ぶと、もとの画面にも

どります。

EXIT(イ グジィット)

スタート (ま たはA～C)ボタンを押すと、

①現在のステージ

敵を全滅させると、次のステージヘ進めます。

Oプレイヤーの体力

敵の攻撃を受けると、減っていきます。

③残リプレイヤー数

体力が0になると、 1人減ります。

④マジックウインドウ

シーフが持つている壺を取ると表示されます。

壺の数に応じたレベルの魔法を使えます。

1与いシーフは壺を、緑のシーフ

は肉を持っています。シーフを

攻撃すると、壺や肉を落としま

す。壺を集めると魔法が使え、

肉を取ると体力が 1マス分回復

します。モードセレクト画面にもどります。



る

云集25班露:L、 そのとき持つている壼の数

に応じた魔法を使います。壺が多いほどレベルが

高くなり、魔法の威力が増します。

0プレイヤーによつて使える魔法の種類が違います。

アックス (爆裂の魔法)

ティリスに比べ、壺の数が少なくても魔法を使える。

心 珈 よ蒔首がかかるよ 叢も議男轟 疑を僕飢
ギ
望段2縫痒彗ξ護2れぃ、歩紹で叢嵩レ班窪協

′ス=アダー量を箱手に勝ち抜き動を得います。牒員
ノ)｀ 終了すると成績が表示されます。

☆(こ のモードでは、魔法は使えません。

1フ レイマーの杯刀

敵の政撃を受けると減っていきます。 □になるとゲームオーバーです。

2需」限B寺 間

0になる前に敵を倒せば、スコアが高くなります。

3聯

冤螢菫すると減っていきます。敵を倒すと、次の試合に進めます。

15

☆アーケードモードの
|

二][腎 寮 :ti
なくなります。ビギナ

|

一モードのときは壺が
|

12イ励或ります。    |

―になり、次の画面に変わります。

↑
::ilを::]][[:][[;::i5撃

リプレイヤー数がDになると、ゲームオーバ プレイヤーの体力



敵兵たちが飼い慣らし、乗り物として使えるよ

うにしたもの。乗つている敵を倒せば、プレイヤ

ー自身が乗れます。モンスターに乗つているとき

にBボタンを押すと、尻尾などで攻撃します。

凶暴で鳴らしたレッドドラゴンは、

成長すると10m以上になるといわ

五ゼ:、 3が1ビスはまだ2m箭な ∫
しかない。ファイア

ーボールを吐いてく

る。

地底に生息しているド

ラゴンを子供のうちか

ら育てあげた。フアイアー

ブレスを吐いて攻撃してく

るが、ドラゴンとしてはま

だ若いため、威力は弱い。

もともとは地下洞窟な

どに生息していた。猛

禽類のような鋭いくち

ばしと、毒のついた尾

を振り回してくる。 |



そ|●う |ま ■t,

操1確1商:書轟

1人でプレイするときは、メガドライ

ブのコントロール端子 1に接続したコン

トロールバッドを使用してください。

セ レ

スター トボタントゲームスタート/モー

ドや項目を決定する

方向ボタン>モードや項目を選ぶ

A～ Cボタントモードや項目を決定する

☆くわしい攻撃方法やスペシヤルアタックについては'ξ 23ページ

☆A～Gボタンの操作はオプシヨン画面 (・
F20ページ)で変更できます。

スター トボ

方向ボタン

ボタン

ボタン

ボタン

2人でプレイするときは、プレイヤー

1のパツド (lPパッド)を端子 1に 、

プレイヤー 2のパツド (2Pパツド)を

端子 2に接続してください。

― ム

スター トボタン>ポーズ (一時停止)

方向ボタントプレイヤーの移動/ジ ヤ

ンプ距離の調節

Aボ タンレスペシヤルアタック

Bボ タント攻撃/アイテムや武器を拾う

Cボ タンレジヤンプ

|ま||ヽし

撫 ‐1詢腱賄1働1南

ノイトル画面のときに lPパツドのスタートボタンを押すと、ゲームセレクト画面

1/り ます。

■ゲームセレクト画面

ノさい。

鹸贅ちレイ佃ントロリツドを詭鶴い
ないと、選べません)

オプション画面 (t「 20ペ ージ)に変わり、レベルなどの

設定ができます。

)ボタンを押すと、ゲームが始まります。
WI囃世瞼分一―

隋

■プレイヤーセレク
するプレイヤーを方向ボタン¬卜で選びます。スタートボタンまたはA



ション画面

lPパ ッドで、ゲームの設定を変更できます。

労局ボタン△▽で墳首を建び、司>で菱量してく
ださい。

S(〕

fittllL魃 喜2冨けます。方向ボタンく卜で選び、A～Cボタンを押し

てください。

LEVEL(レベル)

ゲームの難易度を 4段階に変更できます。

||らがる敵を倒しながら、全 8ラ ウンドを戦い進みます。各ラウンドはいくつかの

| リラフに分かれており、敵を制限時間内に倒さないと、次のエリアに進めません。ラ
■′ドクリアするとボーナス点が加算されます。

プレイヤー 2のデータ

プレイヤー 1のデータ

|く コア

イ ′イフメーター

'1/イヤーの体力。敵からダメージを受けると減り、 日になるとプレイヤー数が l

ム減ります。

lク リヽプレイヤー数

1'rテ ムを取るかスコア現、万点
魚 IPp。

以後10万点ことに lupし ます。

1く ペシャルアタックを使 える回数

]バ リタイム

||‖ 時゙間。 0になるとプレイヤー数が 1人減ります。

屋9y)‐ Rヽ響よLO匿駅¬0彎曇TttFl
CONttROL(コ ントロール)

A～Cボタンの操作を変更できます。

SPECIAL A丁丁ACK― スペシヤルアタック

AttTACK 攻撃

ジャンプ」UMP
EXl丁 (イ グジイツト)

Aま たはCボタンを押すとゲームセレクト画面にもどります。

☆スタートボタンを押すと、いつでもゲームセレクト画面にもどります。



1鰈畿 圏
ていれば、プレイヤー2の選手参

加ができます。2Pパツドのスタートボタンを押してください。操作

できるプレイヤーは自動的に決まります。

■羞米最墨
武器を持つているとき

にBボタンを押す

武器の種類は

,『 26ページ

BボタンとCボタンを

「 ]日寺に手甲ζナ

ADAM>ロ ーリング・

ソバット

AXEL >裏挙

BLAZE>後ろ回し蹴り

||口 ,づいてBボタン

■ (j

′ヽ )AMレ ジャブ

′ヽメIL >正拳

|:AZE>水 平打ち

C絣
ど冒早から再プレイします。表宗さ

れた数字の回数だけコンティニューでき

ます。

ゲームオーバーになつたときスコアが10位以内だと、右の表宗が

出て、ネームエントリーができます。          ´

方向ボタン司卜で文字を選び、AまたはCボタンで決定します。

Bボタンを押すとキヤンセルできます。ネームエントリーしないと

きはスタートボタンを押してください。

2人同時プレイのとき

NEW GAME
最初からゲームをやり直します。

GAME OVER
コンティニューせずに、あとの戦いはもう

1人のプレイヤーにまかせます。

■糧絵釜をロロきこめ〃
JI I り1づいてBボタン連打

Aい AMレ ジャブ 2連発→アッパーー)後ろ回し蹴り

ハ・H_ >正拳 2連発→ボディー→中段蹴り

|I AZE>泉華身ち2撞完→箭曲り→曲り素ばし箇験

■ ジヤ〕 キック 後ろの敵を攻撃〃

|:ト ノンでジャンプ→

|||′ノン

アヽ
'/ヽ

M>飛 び蹴り

′ヽ1日  >飛びひざ蹴

1:/ヽ/E>飛 び後ろ

回し蹴り

窪憑:フ鮮栞禦婚脈土滉翌1総3聾鼎
かを



敵の正面に近づくと、相手をつかむこと

ができます。

ADAM>ひ ざ蹴り2連発→ひじ打ち

AXEL >ひざ蹴り 2連発→頭突き

BLAZ巨 >ひざ蹴り2連発→

曲り素ばし箇装

の逆 (プ レイヤーが向い

ている方向の逆)と Bボ

タンを同時に押す

ADAM>背 負い投げ

AXEL >背負い投げ

BLAZE>と もえ投げ

敵の後ろに近づくと、相手をはがいじめ

できます。

バックドロップ

敵をはがいじめにしてB
ボタン

タイミングがよければ他の

敵にもダメージを与えます。

タン

はがいじめしている敵を、

首投げで投げ飛ばします。

′|｀ いじめされていると

|(〕 ボタン

111卜がいじめされた状態

|1方から近づく別の敵

・ /― ジを与えます。

投げられたときに方向ボ

タン△とCボタンを同時

に1甲 す

着地に成功すればダメージ

を受けません。

■ 面

浣

． ¨．′ヽノ‐ゴィ中間を敵四 す。

でCボタンを

押す

つかんだ仲間

の肩を使って

ジャンプし、

鰺→
自分が体当たりします。

つかんだり、
`ま

かいじめに

した敵の肩を使ってジヤン

プし、反対側に回 り込みま

す。

目
圏
四
□
日

ゲーム中にAボタンを押すと、パトカーが現れ、援護射撃をしてくれます。

プレイヤー 1と プレイヤー 2では武器が違いますが、いずれも画面内すべ

ての敵にダメ=ジを与えます。

くプレイヤー 1

ナパーム砲

くプレイヤー 2

ガトリング

ロケット砲



瘍
株男を歩し箇覆

  麒漑晰‡
株男を莞墨に出

行は蟷蟷核 蒙♀ズζII―
薮

呟躊躙
5000点プラス

   は跛絋
1000点プラス

  は 3曾姦ぶ牛吾亀覚Z

鉄パイプ 。金属バット

振り回して敵を殴りつ

け、大きなダメージを

与える。

コシ ョウ瓶

割ると中からコショウ

が出て近くにいる敵は

むせて、しばらくの間

動けなくなる。

電話ボックスやドラム缶などの障害物

を破壊すると、アイテムや武器が出てく

ることがあります。アイテムや武器の上

爾 要
=~~~~

でBボタンを押すと、拾えます。武器を

持つているときに別の武器を拾うと、持

ち替えます。

ビール瓶

1発目は敵を殴り、 2
発目からはナイフのよ

うに刺す。

ナイフ

敵が近くにいるときは

刺し、遠くにいるとき

は投げつける。



1人でプレイするときは、メガドライ

プのコントロール端子 1に接続したコン

トロールパッドを使用してください。

2人でプレイするときは、プレイヤー

1のパツド (lPパッド)を端子 1に、

プレイヤー2のパツド (2Pパツド)を

端子2に接続してください。

・ ゲーム中の操作
■   |ヽ業驚ぶ議籍,漂IW名爾,贅ぶ罵Z`譲

'な

鸞諄機醸湧_ぶS致(諺なぶまで〔鰐考機ヽ承(響考機ヽ;承(豊増ミ霊後畿),(鸞′懸i薫朝
′υ―トボタンーーポーズ (静止画面)になる。もう一度押すと、ゲーム再開。

′サ|「 Jボタンーー宝石を動かす。

左に動かすく >右に動かす

真下に速く落とす

■セ レク ト画 首 て の 藻 鼻 (原則として IPパ ッドで操作 します)

スタートボタンーーゲームスタートなど。

方向ボタンーーモードや項目を選ぶ。

Aボタン・Cボタンーー選んだモードや項目を決定する。

Bボタンーーキャンセル。セレクト画面にもどる。

●宝石の並べ替えについて

A～Cボタンを 1回押すことに、宝石が l個ずつ移動します。

ボ
タ
ン
を
押
す

ボ
タ
ン
を
押
す

０

ゲーム中のボタン操作は、オプション画面 (r31ペ ージ)

29

で変更できます。

スタートボタン

Aボタン



ゲームがスタートすると 3個ひと組

の宝石が落ちてきます。落ちてくる間に、

量着を注若に多かしたり、並べ蓄えて、

うまく積み重ねてください。

同じ色の宝石がタテ、ヨコ、ナナメに

3伯以上並ぶと、その量着が消え、スコ
アが入ります。スコアが入るにつれてレ

ベルも上がり、宝石の落ちてくるスピー

ドが速くなります。宝石が上まで積み上

がったら、ゲームオーバーです。

◇モードを選ぶ'

タイトル画面のときにスタートボタンを押す

と、モードセレクト画面に変わります。方向ボ

タン△▽でモードを選び、スタートボタンか、

Aま たはCボタンを押してください。

ARCADE(アーケード)

ゲームセンターの「コラムス」と同じモードです。 (力 32ページ)

MENU(メニュー)

オリジナルゲームとフラツシユコラムスが楽しめます。 |,34ペ ージ)

OPT10NS(オプションズ)

ボタン操作などの設定を変更できます。 (=31ペ ージ)

く
O〉θPTrONSォプションズ

方向ボタン△▽で変更したい設定を選んでください。

DIFFiCULTY (ARCADE)(デ ィフィカルティ)

方向ボタン司>で、アーケードモードの難易度を 4段

階に変更できます。

HARD←→ NORMAL←→EASY ←→ EASiEST

(むずかしい) (普通) (やさしい)(とてもやさしい) オプション画面

CONTROL(コントロール)

方向ボタンで、ボタン操作を変更できます。それぞれのコントロールパッドで操作

してください。

DROP:真 下に速く落とす NON匿
SOUND TEST(サ ウンドテスト)

AまたはCボタンを押すと、次の画面に変わります。→で曲名を

選んでAまたはCボタンを押すと、ゲームサウンドが聞けます。

S匡 を選んだときは、方向ボタンでNoを選びます。巨XI丁を選び

AまたはCボタンを押すと、オプション画面にもどります。

COLOR TEST(カラーテスト)

AまたはCボタンを押すと、 7色のカラーバーを表示。テレビの色調整などにこ利

用ください。A～Cボタンを押すとオプション画面にもどります。

EXIT(イ グジィット)

AまたはCボタンを押すとタイトル画面にもどり、変更した設定でゲームを始める

ことができます。

く
モ
ー
ド
セ
レ
ク
ト
画
面



◇ハ月θハDEアーケード
セレクト画面でARCAD巨 を選

ぶと、次の画面に変わります。 2人

でプレイするときは、 2Pパッドの

スタートボタンを押してください。

■レベル を選 ぶ
■ tttt4ζ lぶ・・・・ヽ感t意 ぶヽζヽ聯1菫簑゙套・Iヽふ・■lヽ系

“

疹浚,を 漱ヽヽか,裁ミな磁iZミ驀マ4ぶ|ぶ ttヽ熊

“

ヽ

"ヽ

ウヽフミ黎ゼt組
TIM巨が0になる前に、方向ボタンで  卜します。)レベルは次の3段階。むずか

レベルを選び、スタートボタンを押して  しいレベルからスタートするほど、スコ

ください。(TIMEが 0になると、そのと  アも高くなります。

き選んであるレベルで、自動的にスター

EASY
レベル0か らスタート。レベル2ま ではヒントがあります。

4ヽEDIU卜И

レベル5か らスタート。スタート時に20,000点が加算されます。

HARD
レベル10か らスタート。スタート時に50,000点が加算されます。

田画面の見方
囀 減静1慾狩禽禽翁無 S拳攀 ,ネ鉾輩(泰漱謀漁蘇 豪ゞ:羹

①

左側がプレイヤー 1、

右側がプレイヤー 2のデータです。

①次に落ちてくる宝石が表示されます。

OSCOR巨 :現在のスコア

③L巨∨巨L:現在のレベル

④tlttW巨 LSi今までに消した宝石の数

珈薗浴了夫逆義〃
魔宝石が現れたら、ラッキーチャンス。着

地したところと同色の宝石はすべて消えま

す。

★魔宝石が現れるのはアーケードモードの

ときだけです。
赤い宝石が全部

消えた /



く
0〉几イ圧7Vこノメニュー
セレクト画面でMttNU

を選ぶと、メニューセレク

ト画面に変わります。方向

ボタンで遊び方を選び、ス

タートボタンを押してくだ

さい。

―

ORIGINAL GAME

1人で遊びます。

●2PLAYERS(2ブ レイヤーズ)

2人で遊びます。先にゲー

ムオーバーになったときは、

スタートボタンを押すと、

再びプレイできます。

躙篠無銅ぶ?:恭頷ぶ鼎ぶ鏡ヽ考察参滞藝蕪儘ぶり滅をお1銅 驚ヽ懸憲奮ヽ蒻筵進ぶ鑢ヽ驚寒覇ミ蒻鱗響

'蒸

1黍は 野ヽ滋ゲt鱗 1響,驚組

遊び方を選ぶと、設定セレクト画面に変わ

ちてくる宝石をそれぞれの

コントロールバッドで操作|

します。

回設定を選ぶ

ります。方向ボタンでカーソルを動かして、

設定を選んでください。スタートボタンを押

すと、ゲームが始まります。

CLASS(ク ラス)

ゲームの難易度を 3段階に変更できます。

NO∨ IC巨 :初心者 (宝石が 4色 )

AMA丁巨∪R:アマチュア (宝石が 5色 )

PRO:プ ロ (宝石が 6色 )

1プレイヤー,ダブルスの設定セレクト画面

t_巨VEL(レ ベル)

数字が多いほど、宝石の落ちてくるスピードが速くなります。

TIME ttRIAL(タ イムトライアル)

YESを選ぶと、制限時間 3分のタイムトライアルができます。残り時間が 0になる

とゲームオーバーです。

E3GM
ゲーム中のBGMを 選ぶことができます。

2プレイヤーズの設定セレクト画面

メニューセレクト画面

(ダ ブルス)

赤いカーソルは、 2Pパツドで動かしてください。



FLASH
点滅している宝石を、できるだけ早く

消すことが目的です。的確な “読み"が

要求され、戦略性のある遊び方といえる

COLUMNS
でしよう。画面には経過時間が表示され

ます。

口設定を選ぶ
麟 鞠戴覇鷲覇 装職載輩鸞摯鑽爵婁難摘難蒙戦i躊醸鑢難購華醸髄鶴豪鐵鷺菫菫襲畿額議購轟撥錢薫組

遊び方を選ぶと、設定セレクト画面に変わ

ります。方向ボタンでカーソルを動かして、

設定を選んでください。

選び終わつたら、スタートボタンを押して、

ゲームを始めてください。

CLASS(ク ラス)

ゲームの難易度を 3段階に変更できます。

NO∨ IC巨 :初心者 (宝石が 4色 )

AMA丁巨UR:アマチュア (宝石が 5色 )

PRO:プロ (宝石が 6色 )

1プL/7ヤー,ダブルスの設定セレクト画面

HEIGHT(ハ イト)

スタート時に積んである宝石の高さを変更できます。

BGM
ゲーム中のBGMを 選ぶことができます。

2プ レイヤーズの設定セレクト画面

赤いカーソルは、 2Pパッドで動かしてください。

2人で遊ぶときに選びます。先にゲームオーバーになっ

たときは、スタートボタンを押すと再びプレイできます。

なお、設定セレクト画面でMAttCHを 選ぶと、マッチゲ

ームができます。

●00UBLES(ダ ブルス)

||

2人で遊ぶときに選びます。交互に落ちてくる宝石をそ

れぞれのコントロールパッドで操作します。 MATCH(マ ッチ)                 爾

YttSを選ぶとマッチゲームができます。勝敗が決定した

●

なります。

でゲームオーバーと



◇/1イスコアが出ると
八イスコアが出ると次の画面に変わります。

丁IMEが 0になる前に、3文字以内でネーム

エントリーしてください。

■ネ ーム エ ン トリーの方法
D義豪経舞な壕:薇:111:,:素織tt驚議:|:itil=|:茂t競111:1111彙競 1111線畿等1:繊111■篠華111111:ヤ慧継三象:■

方向ボタン△▽で文字を選び、AまたはCボタンを押してください。

■Bボタンを押すと、選んだ文字をキャンセルできます。

■ダブルスのときは、プレイヤー 1、 プレイヤー 2の順にエントリーしてください。

■ハ イス コアポ ー ド
B薔準驚意1麟歯準i豪曇接継奪凛驚な難織|::舞事壼:な:11:構驚豪様鋳,■●●

アーケードモードのときにネームエントリーすると、

次のハイスコア画面に名前が表示されます。この八イス

コア画面は、ゲームオーバー後と、デモのときにIEMれ ます。

なお、タイトル画面以外のデモのときに lPパッドの

A,B,Cボ タンを同時に押すと、ハイスコア画面に変

わります。

=|:ttな
や意穣が澪:,構:=雛期■



激 しい不 安 にか られ 、 え き ょ

里 に も ど る ムサ シ … だ が 時 す

で に理 し!彼 が 立 ち4っ た と き、

里 はす で に壊 凍 状 た だ った。

茫 然 とす る ムサ シ を、 深 手 を

負 っ た 長 老 が 行 って しヽ た。 長 岩

は死 の 本 の 中 で、 ムサ シが 将 来

を約 束 した員 の 娘 、 ナ オ コが 逹

れ去 られ た こ と を÷ げ る。 「 ナ

オ コ を助 け よ… 。」そ う言 しヽ残 し

て長 を は こ と切 れ た。

一̈̈̈̈
轟̈‥

・̈̈・・̈・・・』

「議の壇しヽは萌らかに占券だ。 これ以上の嚢駐は出すまい!」

軽たな異岩を謁に、ムサシは “ヽネ
ごoz■ぜD" への損暮を

善う。そして彼は、ナオコを助けるべく箪す、款地へ乗り4ん
で しヽ っ た … … 。

| ||:lヽ11:::||∫

珈



このゲームは 1人用です。メガドライブのコントロール端子 1にコントロールパッ

ドを接続してください。

スタートボタン

タン

Bボタン

Aボタン

スタートボタン :ゲームスタート/ゲー  Cボ タン :ジ ャンプ

ム中はウィンドウを開く  方向ボタン下を押し

Aボタン :忍術を使う          ながらCボタンを押

Bボタン :攻撃             すと下に飛び降りる。

★敵との距離や姿勢によって攻撃方法が

変わります。

方向ボタン :プレイヤーの移動

ウィンドウ画面で忍術を選ぶ

(忍術セレクト→p.45)

■プレイヤーの移動 ・̈方向ボタンで操作します。

左右への移動 :左右ボタン

しやがむ :下ボタン

■プレイ

THE REVENGE OF SHlNOBI

しやかんで移動 :右斜め下または左斜め

下ボタン

八双手裏剣

ハ双飛びの最中にB
ボタンを押すと、 8
本の手裏剣を同時に

撃つ。

八双飛び

ジャンプしたとき、

その最高地点でもう

一度Cボタンを押す

と、さらに高くジャ

ンプする。

十字受け

パワーアップアィテムをとって、左右

に彦劃すると、撃業動を竿學に組み、
敵からの手裏剣や銃弾をはねかえす。

(ア イテム→D.48)



議鋼褻蕪鑢轟議鶯‖響響鰻I覇機紗

START:
ゲームが始まります。

OPT!ONSi
オプション画面に変わります。

撃:轟講隷難繭覇奎饗鸞欝繋雛財錮|1鷲簑襲覇澱癬鯛サ蜃艤)議麟鸞曇粽 驚懲1饗撃勲轟濯難濠鶴蒻議騨饗騨蟻繍1欝 丁HE REVENGE OF SHINOBI

■ゲーム画面

■ライフメーター

0になるとプレイヤーは倒れ、残リプレイヤー数が 1つ

減る。

2鏡在島ってぃる撃菫勤の顔。
口忍術の種類。Aボタンを押すと、赤いカーソルで囲まれ

ている忍術を使う。

□残リプレイヤー数。 0のときに倒れるとゲームオーバー。

(→ p.47)

■オプション画面

ゲームの設定などを変えられます。方向ボタン上下で項目を選び左右で変更してく

ださい。

SOUND丁 巨S丁 :ゲーム中のBGMや 効果音を聞く。(方向ボタン左右で選び、ス

タートボタンまたはA～Cボタンを押してください。)

I LEVEL:ゲ ームの難易度を巨ASY～HARDttS丁ま

での 4段階に設定できる。

SYURIKINS i手 持ちの手裏剣 (遠距離戦用)の数。

00NTROL:A～ Cボタンの操作を 4通 りに変更。

EXIT:タイトル画面に戻る。(ス タートボタンまたはA
～Cボタンを押してください。)

■ウィンドウ歯缶̈・懲器セレクト
ゲーム中にスタートボタンを押すと、ゲームが中断されウィンドウが出ます。この

とき方向ボタン左右でカーソルを動かし、使う忍術の種類を選ぶことができます。

(忍術 )p.46)

田雷の術

日火龍の術

□浮身の術

□微塵の術

もう一度スタートボタンを押すとゲー

ムが再開します。

タイトル画面でスタートボタンを押すと 面に変わります。方向ボタン上下

で選び、スタートボタンまたはA～Cボタンを押してください。



THE REVENGE OF SHlNOBI

ラウンドをクリアすると、

点が加算されます。

か
果

¨
効の

肺
術
め

』
忍■

”

できます。

バリアをはり、

一定回数敵の攻撃を

防ぐ。

火龍の

マグマを呼び起こし

画面内の敵にダメー

ジをあたえる。

自爆して周囲の敵にダメージをあたえる

が、その場合残リプレイヤー数が lつ減

るので注意。

残リライフに応じて加算される。

ライフ満タン状態でクリアすると加算さ

れる。

忍術の残り回数に応じて加算される。

画面に変わります。

クレジット

このとき、方向ボタン上下で
｀CONTIN∪

E、 を選び、スタートボタンまたはA～Cボタ

ンを押すとクレジットが 1つ減ってそのラウ

ンドの最初からグームが再開します。

☆コンティニューは3回までできます。

47

★ただし、忍術アイテム (ア イテム→p.

48)をとるか、またはプレイヤーが倒

れ、残リプレイヤー数が減るともう l

回忍術を使えます。

跳躍力が増し、通常

では飛び上がれない

ところにもジャンプ

できる。



ゲーム中のアイテムボックスをこわすと、中からアイ

テムが出てきます。

パワーアップ

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 あつり
'

舌L暴に扱ゎないで   こぅぉぉ
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  か

文字を書いてはダメ

甚晶含:冒 [II〔再:層警撃」焦」獣5
-ベル缶の農支i前の晃つた缶)にキズをつ
ける恐れがあります。

信号読み取り面を汚さないでください。も

し芳れた場答は、ゃゎらかい器 (レ ンズク

リーニングなどに使うもの)で、中心部か

ら外周部にむかって放射状に軽く拭き取つ

てください。なおシンナーやベンジンなど

は使わないでください。

|ま かん ば しょ  ちゅうtゝ

保管場所に注意して
プレイ後は元のケースに入れ、高温・高湿

の場所を避けて保管してください。

あそ

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

とに10～ 20分の休憩をとつてください。ま

たテレビ画面からなるべく離れてゲームを

してください。

11羅菫tF憲緞濃む:轟丞21■ン撃影響■り1彗撃1,
能性が|あるためt,接続|しな,ヽでくださいま|
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とると手裏剣の数が 5コ増

える。

手裏剣 (大 )

手裏剣の数が20コ 増える。

ライフ回復 (小 )

とるとライフが少し回復す

る。

ライフ回復 (大 )

ライフが全回復する。

とると攻撃力がアップし、

十字受けができる。ただし

ダメージを受けるともとに

もどる。

lUP
残リプレイヤー数が 1つ増

える。

忍術

忍術を使える回数が 1回増

える。

時限爆弾

自動的に爆発してプレイヤ

ーにダメージをあたえる。

浙

颯
爬
隕 曇セガ・=zHカィtlii7

本  社 〒144東 京都大田区羽田 l-2-12お 客様サービスセンター 奮03(3742)7068(直通 )

札幌支店 〒062北海道札幌市蜜平区豊平五条 3-2-34 壼011(841)0248

関西支店 〒561大阪府豊中市豊南町東 2-5-3 ●06(334)5331

博多支店 〒810福岡県福岡市中央区白金 2-5-15 む092(522)4715




