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5^3〕麵 

ラジコン飛行機を大空に飛ばそう！！ 

大空を自由に飛行するフリーフライトモードと、 

風船を割って得点を競うゲー厶フライトモードを搭載。 

<健康上のご注意> 
•ごくまれに、強い光の刺激や点滅を受けたり、テレビ画面などをみていて、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失等の症状を経験する人がいま 
す。このような経験のある人は、使用する前に必ず医師に相談して下さい。また、使用中にこのような症状が起きたときは、直ぐに使用をやめ、 
医師の診察を受けて下さい。 
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■インストール方法 
CD-ROMをセットすると自動的にインストーラーが起動します。 

CD-ROMのアイコンを右クリックで開いた場合は、「Autorun.exe」をダブルクリックしてください。 
尚、インストールは、他のアプリケーションを全て終了させてから行って下さい。 
正常にインストールが終了しない場合があります。 

お使いのパソコンにDirectX 7以降がインストールされていない場合は自動的にDirectX 7をインストールします。 

※コントローラの接続については付属の説明書をご覧下さい。 

■ゲームの起動 
「スタート」—「プログラム」—「ラジコン飛行機シユミレーター」—「ドリームフライト」—「ドリー厶フライト」を 
クリックして下さい。ゲームが起動します。 

■アンインストール方法 
「スタート」—「設定」—「コントロールパネル」を開き、「アプリケーションの追加と削除」を開いて、リストの中 
から「ラジコン飛行機シュミレータードリームフライト」を選び、【追加と削除】のボタンを押して下さい。 

■ゲームをする際は、必ずCD-ROMを入れて下さい。 
本ソフトウェアは、CD-ROMドライブにディスクがセツトされていないと起動いたしません。 

本ソフトウェアをお楽しみになる時には、必ずCD-ROMドライブにディスクをセットして下さい。 
また、複数のCD-ROMドライブをご使用の場合、ディスクをセットしても起動しない場合があります。 
その場合は、起動するCD-ROMドライブを選び直して、再セットして下さい。 

SRRW85 



<選択の変更> 
2]キー、E、丨キー：選択を上へ移動 
[I]キー、D、Kキー：選択を下へ移動 
□キー、S、Jキー：選択を左へ移動 
日キー、F、Lキー：選択を右へ移動 

<決定> スペースキー 

Microsoft Sidewinder Joystick, 
Microsoft Sidewinder Precision 2, 
Microsoft Sidewinder Force 
Feedback2で操作する場合 

<選択の変更 > スティックを使用。 

く決定〉いずれかのボタン。 

Compact Flight Controllerで操作する場合 

<選択の変更〉 
ラジコンタイプ：左スティックを使用。 
スタンダードタイプ：右スティックで上下の変更。 

左スティックで左右の変更。 

<決定〉いずれかのボタン。 

[_ 

キーボードで操作する場合 

<スロットル〉 

Iキー：エンジンの出力が上がります。 
Kキー：エンジンの出力が下がります。 
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メニュー画面へ民る 
:滑走路の方向を指す「矢印」の表示•非表示の切り替え 
、Alt+F4キー：ゲームの終了 

くエルロン> 

Jキー：機体が左へ傾きます。 
Lキー：機体が右へ傾きます。 

くエレベータ〉 
Eキー：機体が下降します。 
Dキー：機体が上昇します。 

<ラター> 

Sキー：左へ旋回します。 
Fキー：右へ旋回します。 

<視点の切り替え> 
Wキー： 2種類の視点モードが交互に 

切り替わります。 

<情報パネルの表示•非表示の切り替え> 
0キー：「情報パネル」が表示中なら非表示へ、 

非表示中なら表示へ切り替わります。 

Microsoft Sidewinder Joystickで 
操作する場合 

<スロットル〉 
スロットルを上へ移動：エンジンの出力が上がります。 
スロットルを下へ移動：エンジンの出力が下がります。 

<エルロン> 

スティックを左へ傾ける：機体が左へ傾きます。 
スティックを右へ傾ける：機体が右へ傾きます。 

<エレべータ> 

スティックを奥へ倒す：機体が下降します。 
スティックを手前に引く：機体が上昇します。 

<ラター> 

7、8ボタン：左へ旋回します。 
5、6ボタン：右へ旋回します。 



<視点の切り替え> 
3ボタン： 2種類の視点モードが交互に切り替わります。 

<情報パネルの表示•非表示の切り替え> 
4ボタン：「情報パネル」が表示中なら非表示へ、 

非表示中なら表示へ切り替わります。 

Microsoft Sidewinder Precision 2， 
Microsoft Sidewinder Force 
Feedback2で操作する場合 1 

くスロツトル> 

スロットルを上へ移動：エンジンの出力が上がります。 
スロットルを下へ移動：エンジンの出力が下がります。 

<エルロン> 

スティックを左へ傾ける：機体が左へ傾きます。 
スティックを右へ傾ける：機体が右へ傾きます。 

くエレべータ> 

スティックを奥へ倒す：機体が下降します。 
スティックを手前に引く：機体が上昇します。 

<ラター> 

スティックを左へ回転させる：左へ旋回します。 
スティックを右へ回転させる：右へ旋回します。 

<視点の切り替え> 
3ボタン： 2種類の視点モードが交互に切り替わります。 

<情報パネルの表示•非表示の切り替え> 
4ボタン：「情報パネル」が表示中なら非表示へ、 

非表示中なら表示へ切り替わります。 
※なお、このゲームではフォースフイードバックの機 
能には対応しておりません。 

Compact Flight Controllerで操作する場合 

ラジコンタイプ 
くスロットル> 

右のスティックを上へ移動：エンジンの出力が上がります。 
右のスティックを下へ移動：エンジンの出力が下がります。 

<エルロン> 

右のスティックを左へ移動 
右のスティックを右へ移動 

くエレベータ〉 
左のスティックを上へ移動 
左のスティックを下へ移動 

:機体が左へ傾きます。 
:機体が右へ傾きます。 

:機体が下降します。 
:機体が上昇します。 

<フター> 

左のスティックを左へ移動：左へ旋回します。 
左のスティックを右へ移動：右へ旋回します。 

<視点の切り替え> 
ボタン4:2種類の視点モードが交互に切り替わります。 

<情報パネルの表示•非表示の切り替え> 
ボタン3:「情報バネル」が表示中なら非表示へ、 

非表示中なら表示へ切り替わります。 
※スタンダードタイプの場合は<スロットル>と 

<エレベータ>の配置が入れ替わります。 

「コント□ーラが正常に動作しない」 
♦他のコントローラを接続している場合は取り外してください。 

•[ゲームコントローラ](または[ゲームオプション])の[詳細]タブをクリックし、接続したゲー 
厶コントローラにfl丨以外のIDが割り当てられているときは旧を「1」に変更してください。 
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#ゲ_tl設定 
ゲームを起動すると最初に「ゲーム設定」のウィンドウが表示されます。 

コント□ーラ： 
「動作環境」に記載されているコントローラが 
接続されている場合に、コントローラを使用す 
るかキーボードを使用するかを指定できます。 
※コントローラはゲームの起動前に接続して 
おいて下さい。 

プ□ポの種類： 
「Compact Flight Controller」を接続している 
ときはプロボの種類を選択して下さい。 

音を鳴らさない： 
チェックを付けると音が鳴らなくなります。 

タイトル画面では以下のものを選択できます。 

START : 
各種選択後にゲームを開始します。 

HELP : 
操作説明画面へ移動します。 

QUIT : 
ゲームを終了します。 



_各種選択 
•••• ;•• \ - ■ - ••ちづ:•ン••农••:;•• 'X•乂 •な:》くこ 

次 

1機体選択 
參LEVELl、LEVEL2、LEVEL3の3つの機体が選択できます。 

•数字が大きいものほど速度が速くなりますがその分操作は難しくなります。 

2飛行モーF選択 
FREE FLIGHT MODE : 
自由に飛行を楽しめます。 

GAME FLIGHT MODE : 
機体を操作し、ゲームを楽しめます。 
FREE FLIGHT MODEと違い「滑走路」以外には着地できませんので注意してください。 
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3ステ_5>選択 
•各ステージを選択できます。 

ステ—ン»択 やス于イvクでスtージ嫌« j ステ_シ遘択 

森皆 
|ゲーム鼸_ '* .十 ►ゲーム鼸鑰 

FREE FLIGHT MODE GAME FLIGHT MODE 

E _ FREE FUGHT MOD 
f •自由に飛行することができます。 

•滑走路以外の場所にも着陸できます。 

GAME FLIGHT MODE 
•ステージ上にある、すべての風船を割り滑走路に着陸させ得点を競います。 

•次の場合はゲームオーバーとなります。 
•操縦可能空域外に出た場合。 
•滑走路以外の地面や障害物に接触した場合。 
•滑走路に着陸したときの衝撃が大きかった場合。 
!着陸時の進入方向と滑走路の面との角度が浅くなるように着陸すると上手く着陸できます。 
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すべての風船を割り、滑走路でエンジンを切るとゲームが終了し、 
得点表示画面へ切り替わります。 

•それぞれの風船の得点は以下のようになります。 

緑色の風船：100点 

青色の風船： 200点 

^ 赤色の風船： 500点 

•風船の得点と燃料の残りの合計が得点となります。 



株式会社ソニー•ミュージックエンタテインメントのPCソフトの商品紹介は、下記URLにてご覧になれます。 

Rom ch Guide http://carom.sme.co.jp/ 

株式会社ソニー•ミュージックエンタテインメント〒102-8353東京都千代田区六番町4番地5 

Sony Music Online Japan ] http://www.sonymusic.co.jp/ 

■ユーザーサポート 
インストールおよび実行がうまくいかない場合は、本書およびヘルプを参照してください。 

それでも問題が角彩夬できないときは、当社ューザーサボートまでご連絡くださし、。 

その際には、以下の情報が必要です。 

1■ゲーム名 2.お使いのパソコンのメーカーと機種 3_どのような不^合が起こるか 

ソニー•ミュージックエンタテインメント 
デジタIレネットワーククJレープPCソフトユーザーサボーM 
FAX 03(5210)9095 240新® 
FAXにてお問い合わせ頂けますよう、お願い申しあげます 
オンラインユーザーサポー■卜 http://cdrom.sme.co.jp/faq/ 

TEL 03(5210)2476 13:00〜17:00(土日、祝祭日は受け付けておりません） 

※インターネットに接続後、回線を切断する場合は手動で行ってください。 
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使用許諾 
お客様は、下記の条項に従い、「ラジコン飛行機シミュレータードリームフライト」を使用することができます。 
尚、お客様がこの「ラジコン飛行機シミュレータードリームフライト」のご使用を開始した時点で、条項に同意したものとさせていただきます。 

射頁 
1•「ラジコン飛行機シミュレータードリームフライト」（以下「本ソフトウェア」といいます）に係わる著作権、著作隣接権およびその他一切の知的 
財産権は、料^会社ソニー.ミュージックエンタテインメント（以下「当社」といいます）に！)帚属します。 

2•当社はお客様に対し、本ソフトウェアを1台のパーソナル•コンピュータ（お客様自身が保有するものに限ります）にインストールし、私的に使用す 
ることを許諾します。 

3. お客様は、以下の行為を行うことは出来ません。 
(1) 本ソフトウヱアに関し、複製、放送、公衆送信、上映等すること。 
(2) 本ソフトウヱアに関し、修正、変更、改変、リバース.エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等すること。 
(3) 本ソフトウェア又はその複製物の全部もしくは一部に関して、第三者に対して販売、頒布、貸与、譲渡又はその他の処分を行うこと。 
(4) 本ソフトウIアを第2項に規定される場合以外の態様で使用すること。 

4. 当社はお客様に対し、本ソフトウェアの品質及び機能がお客様の使用目的に適合することを保証しません。また、本ソフトウェアのインストール• 
使用は、お客様の責任で行っていただくものとします。 

5•当社は、お客様に対し、本ソフトウェアの欠陥、瑕疵等について、これらを使用したこと又は使用出来なかったことから生じる一切の損害(お客様 
の情報の消失、毀損等による損害を含みます）に関していかなる責任も負いません。 

6.条項の有効期間は、お客様が本ソフトウェアの使用を中止する迄とします。お客様が条項に違反した場合には、第2項に規定する使用許諾は直ち 
に終了するものとします。その場合、お客様はすみやかに本ソフトウェアおよびその複製物を破棄するものとします。 以上 

<ゲームを楽しむ前に> 
•ご使用中は部屋を明るくし、画面に近づきすぎないように操作しましょう。 
•ご使用中は、健康のため1時間ごとに10分〜15分の休憩をとって下さい。 
•疲れているときや睡眠不足でのご使用は避けて下さい。 

<健康上のご注意> 
•ごくまれに、強い光の刺激や点滅を受けたり、テレビ画面などをみていて、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失等の症状を経験する人がいま 
す。このような経験のある人は、使用する前に必ず医師に相談して下さい。また、使用中にこのような症状が起きたときは、直ぐに使用をやめ、 
医師の診察を受けて下さい。 

<使用上のご注意、取り扱い方> 

•ディスクは両面共、指紋、汚れ、キズ等を付けないように取り扱って下さい。 
•ディスクが汚れたときは、メガネふきのような柔らかい布で内周から外周に向かって放射状に軽くふき取って下さい。レコード用クリーナーや 
溶剤等は使用しないで下さい。 

籲ディスクは両面共、鉛筆、ボールペン、油性ペン等で文字や絵を書いたり、シール等を貼付しないで下さい。 
•ひび割れや変形、又は接着剤等で補修したディスクは、危険ですから絶対に使用しないで下さい。 

<保管上のご注意> 

•直射日光の当たる場所や、高温•多湿の場所には保管しないで下さい。 
•ディスクは、使用後、元のケースに入れて保管して下さい。 
•プラスチックケースの上に重いものを置いたり、落としたりすると、ケースが破損しケガをすることがあります。 

<その他機能等の使用上のご注意> 

❿Windows®98/Me/2000 Professional専用のソフトです。他の機種では絶対に使用しないで下さい。 
❿ゲーム機をスクリーン投射方式テレビ(プロジェクシヨンテレビ）に接続すると、残像光量による画面焼けが生じる恐れがあるため、絶対に接続 

しないで下さい。 

CD-ROMディスク対応プレーヤー以外では絶対に再生しないで下さし、。 
スピーカーを破損する恐れがあります。また、ヘッドホンをご使用になる 
場合、大音量によっては耳に障害を被ったりします。 
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