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ロツクマンXCU 



辱爆強は、避!^ 
年に一度のビッグイベント『ドッチー』がいよいよ開催 

されるんだ。開催地はバンプス島。山あり、海あり、砂漠 

ありのステージが5力所設けられている。 

ルールは簡単。フィールドにあるワナに気をつけながら. 

ライ/Sルにボールをぶつけてたおすっていうモノ。しかし、 

生き残るためには、アイテムがカギな 

んだ！フィーノレドには、たくさんの 

アイテムがかくされていて、アイ 

テムしだいでゲームは二転三転と 

超スリリング！ 

個性あふれる8人のキャラクターのぶ 

つかりあい。優勝するのはいったいだれた 

さあみんなで盛りあがろうぜ！ 

rドッチー』開幕だ〜！ 

みなさんお待たせの「爆投ドッチヤ-ズ」の発売日がいよいよ決まったよ。10月28日、マルチプレ-ヤ-アクションの炫星いよいよ発売だ！ 
と、言うところで現在燃えに燃えている「首都高パトル’ 94」タイムアタック、今現在はワインデイングで1分00秒06が最速ラップだけどこのタイムは 
加速重視のタイプーXの記録だから最速マシンのタイプ_RやタイプーSを極めたら1分は確実に切れるはず、燃えろ！じゃまた 



8 メガROMカートリッジ 
価格： 8.500円10月28日発売 

つける方がおもしろい0 
君，お待たせ~。 

二1-JC—コ:ココは任天堂の商標です。I 

特技を活かU：ピンチ脱出だ。 

マルチタップで楽しさ4倍。 

首都高バトルタイムアタック途中経過発表!！ 

100"06 〆 
WINDING TYPE-X MT ^ 

MMM 株式会社ヒーピーエス BULLET-PROOF SOFTWARE INC. 
t222横浜市港北区新横浜3-24-5新横浜ユニオンビルANNEX 4F TEL.045-475-3711 

ユーザーサポート受付（フリーダイヤル）TEL.0120-22-7979 



■内■灌外ゲームソフトを臞富なレビュー記*と特集でお届けするパーソナルコンピュータ•ゲームマガジン 
月刊[ゲームプラスト]予価480円毎月8日発売 

r 
〇： 

m 創:則 
ソフトバンク株式会社/出版事業部 © 1993 Embodiment Films, AS Entertainment Planning & PIA 

本格的なパソコンゲ—ム雑誌を作リたかつ矢 
その夢をすべてつめこんだ新雑誌が' 

マルチメディア時代を向かえる今、 
この手から生まれようとしている。感動である。 

10月8日。ゲ—ムブラスト創刊。期待してほしい- 



.バソコン選びでもう悩まない 

ズバリ！この秋、これを】 
買って後悔しない、おすすめ35モデルの紹介。ハ°ソコン購入基礎知識^ 
ノ \°ソコンを初めて買おうとしているあなたにゼツタイ役立つ情報を満顏 

•仕組みから基礎知識、市販ソフトの実践例までを紹介J 

月刊[ハロー！ピーシー] 
特別定価390円（税 
/ 毎月8日希売 

—女 
•仕組みから基礎知識、帀販ソフトの実践例までを紹介▲" 

インスト_ルの謎 
し卜ールについ 

:解説。 

_入避座y 

パソコンを使う際に、誰もが一度は悩んでしまうインストールについて、 
その仕組みや知っておきたいことを、 
市販ソフトを使った実践例を紹介しながらわかりやすく解説。 

I 
創刊記念！ 
特大モニター&読者プレゼント 
特別企画2大米国リポート 

MAC WORLD EXPOでワシも考えた!！ 
見た！感じた！泣いた！ 
コンピュータと映像の祭典SIGGRAPH 

VS3.T 

Talff 
1年 

欲しいパソコンが当たる！当たる!！ 
Hello! PC、GAME BLAST 2誌連続創刊記念パソコンプレゼント！ 

【問題】〇の中に当てはまる文字は何でしょう？ | 
ソフトパンクが9月と10月に創刊する雑誌名は 

Hello!〇C と GAMEOLAST 
©AとZ③XとY 

③の中から選んで下さい。 

①PとB 

FM TOWNS I Fresh (富士通）.2名 

1 底ド 

.丸 
ソフトバンク株式会社/出版事業部 

〒103 
東京都中央区日本橋浜町3-42-3 

TEL.03-5642-8100 

Macintosh LC575 
(アツブルコンピュータ）• 

■ WOODY (Panasonic). 
■ PC-98 MULTi (NEC). 
■ PRESARIO (COMPAQ). 
■ PS/V Vision (日本旧M). 
■ UpGrade-MULTI (エプソン）" 

..2名 
••2名 
••2名 
•2名 
..2名 
..2名 

また、応募者全員の中から200名様に"オリジナルテレホンカード”をプレゼント！ 

【応募方法】 
官製ハガキに、クイズの答え、ご希望の宵品名1つ、住所、郵便番号、氏名（フリガナ明記）、 
電話番号、年齢、性別、職業を明記の上、下記までご応募下さい。•応募先〒103東京日本 
橋郵便局留ソフトバンク「創刊記念パソコンプレゼント」係•締切平成6年11月8日（火） 
必着•抽選/発表厳正なる抽選により当選者ご本人に直接通知させていただきます。※当 
選後の権利の譲渡•商品の交換•換金には応じられません 



f^OMTEMTO TheスーパーファミコンVOL.16 CONTENTS 9/16号1994 
最新作をキャッチ• 

新作FRONT LINE 
サウンドファンタジー(ETC).P38 

デモンズブレイソン（ACT .P41 

アレサ n (RPG).P70 

極上パロデイウス(SHT).P72 

ヘラクレスの栄光IV (RPG).P44 ヒューマングランプリI〜F1トリプルバトル（RAC) .•…P74 

ドラゴンボーJレZ〜超武闘伝3 (ACT).P46 UブJレラブル（ACT).P76 

サムライスピリッツ（ACT〕.P48 

ライズ•ォブ•ザ.ロポッツ(ACT).P50 

豪血寺一族（ACT).P52 

フエーダエンブレムオブジャステイス（SLG+RPG).P54 

イルバニアンの城（SLG).P56 

ドラッキーのパズルツアー，94 (PUZ〕.P69 

ウィザード■」ィVI (RPG). ^ 

デザエモン（ETC).P90 

中嶋悟 F-l HERO’94 (RAC).P92 

キッドクラウンのクレイジーチェイス（ACT)…“"P93 

ゴーストチェイサーH電精,，ACT).P94 

読んで得するスー/《ーガイド 

SSUPER GUIDE 
ライブ.ア•ライブ(RPG).  P104 

MOTHERS〜ギーグの逆襲（RPG).P110 

スーパードラツケン（A/R).    P114 

新着ソフトの見どころをクローズアップ/ 

新作スクランブル胃 
カービィポウル（ACT)ツヨシしつかりしなさい〜対戦ばずるだま（PUZ〕 

5_Jティア（SLG)横山光輝三国志盤戯「スゴロク英雄記」（TAB超高速 

本格囲碁（TAB)雀遊記悟空乱打（TAB)本格将棋風雲児龍王（TAB) 

永遠のフィレーナ（RPG)ライオン•キング（ACT)スーパーラグビー（S 
PT)パトルサッカー（SPT)機動戦士ガンダム(仮）（SLG〕中野浩一監修 

競輪王（SLG)ミッキーの東京ディズニーランド大冒険（ACT)ポコニャ 

ン/ (ACT)ドラえもん3〜のび太と時の宝玉〔ACT)マキシム•カーネイ 

ジ(仮）（ACT〕UFO仮面ヤキソバン（ACT) TOKORO’Sマージャン 
(TAB)本格麻雀徹萬2 (TAB)スーパーフィッシングビッグファイト（S 
LG)ザ•ファイヤーメン（ACT)クラッシュ•ダミー(ACT)ジャムズ（P 
UZ)海釣り名人スズキ編（SLG)麻雀戦国物語TAB)モータルコンパ 

ツト2 (ACT)バトルクロス（RAC)スーパーレツスルエンジェルズ（SLG〕 

p9e 激しま4 

(なぜ•なに)的+ギヨ-かfヨ-ゴ繮 

P28笑rクロノ•トリガー」 

j「ドラゴンクエストが 
カプコン 

/「ロックマンXEj 

P124又_パ■■スト1>トフアイタ—DU場 
(第4回） 

p,30悩んでるタール人を救え/ 

「ソード•ワールドsfc2j 
シナ1J才•イベント攻路 



TECmOテクモ株式会社 テクモホットライン防03-3222-7550 

覇者の称号カンピオーネ 

★大迫力！アニメと同じ声優陣によるド迫力の必殺技 

★コミックディスプによる、新感覚ストーリー展開！ 



なんでもCLIP// 

激戦の結果、今年の優勝は木塚純さんに決定 
9ょうごくこくぎかん 

8月10日、東京•両国国技館で 

ストnの日本一を決定する「スー 

パーストリートファイター n チヤ 
ンピオンシッブ94 IN国技館」 

か獨催された。これは、カプコン 

が一昨年から行っている大会で、 

全国から勝ち抜いた腕自慢が国 
L•うけつ しん 

技館に集結し、真の日本一を決め 

に減るのだが、試合はより高度に 

なり、体カゲージが両者ギリギリ 

という接戦が操り広げられた。 

そのなかでトーナメント戦に進 

出できたのはわずかに16人〇ここ 

からはステージ上で、大型スクリ 

ーンを前に戦うのだ。そして、み 

ごと決勝に勝ち進んだのが、木塚 

純、本城讎、河上光広' f帮竜 

馬（以下、敬称略）の4 Acみん 

な個性的、かつ実力も十分のファ 

イターで、大型スクリーンに映し 

出されるパトルに観客は思わずた 

め息0とくに人気が高かったのは 

北海道チヤピオンの伴野竜馬のパ 

トル。使用キャラはダルシムなの 

だが、決勝の最後までダルシムに 

こだわり続ける姿に会場から声援 

が飛〜でいた。 

激闘の充優勝は木塚純に決定 

した。彼は卜ーナメント戦初回で、 

昨年優勝の中野貴博を破つた実力 

派だ。しかし、決勝戦は過酷で、 

決勝リーグ戦で信樹と1位 

タイとなり、サドンデス戦にもつ 

れこんだ末の優勝だった。 

るというもの。そして、今年は新 

作「スーパーストリートファイタ 

‘当日は、予S 

ft®でも11試合 

娜うという長 

丁場のパトルた*。 

職!^ 
画像処理能力や、多人数プレイ 

を考えたインタラクティブ性が進 

歩したことにより、年々ハイテク 

化が進んでいるアミューズメント 

マシン。この最先端のマシンが一 

堂に集まる「第32回アミューズメン 

トマシンショー」が、今年も千葉• 

幕張メッセで開催されるぞ。 

9月21〜23日までの期間中で、 

一般に公開されるのは、23日（秋分 

の日）だ。入場料は、中学生以上が 

2,000円、小f生1,000円、10歳未 

満はイ呆護者同伴なら無料となって 

いる0 

今回出展が予定されているもの 

は、''宇宙戦争〃を疑似体験するシ 

ューティングや、レースゲーム、 

対戦型格闘ゲームなど、約3,00哈 

あまり。とくにポリゴンを使用し 

たE次元C Gを取り入れたものが 

多くなりそうだ。いずれのマシン 

もただ見るだけでなく、無料で遊 

ぶことができるので、おもいきり 

最先端のマシンを堪能できるぞ。 

今回は、一般公開日の入場券を 

20組40名にプレゼントしよう。希望 

者は官製ハガキに住所•氏名•年 

齢•職業• SI舌番号を明記のうえ、 

〒105東京都港区虎ノ門5-3- 

20仙石山アネックスビル305「第 

32回アミューズメンドマシンシヨ 

—」入場券プレゼントThe^—パー 

フ アミ コン係 ま で応募しよう。締め 

切りは9月9日（当日消印有効)。 

ちなみに、出展 

が予定されている 

メントマシンは、 

•セガ：「バーチ 

ャコップ」ほか• 

カプコン：「スー 

パーマツスルボマ 

一」ほか镛SNK 

:〔真 SAMURAI 

SPIRITS」ほか籲 

ヒューマン：「ブレイジングトル 

ネード」ほ力'•テクノスジャパン 

:「ダブルドラゴン」ほか籲データ 

イースト：「ドリームサッカー’94」 

[はa祥のもc 
ごうけ，つじいち 

_豪血寺一 一」ほか籲アトラス：「豪 

2」ほか籲ジャレコ：「スーパー 

ストライカー」ほ力、。 

そのほかにも、アツと驚くよう 

ほか癱テクモ：「Vゴールサツカ なタイトルが出展されるかも……。 



NEWS^illkcCEii 

おなじみの、'ドラゴンクエスト 

ワールドグッズ秋のニューモー 

ド第1弾"が9月11日に発売され 

る。内容はドラゴンクエストパト 

ルえんぴつシリーズ第3弾が、4 

本セットで280円。ただし、勇者鉛 

筆と剣のキャップのセットは300 

円。また、スライム鞠けしゴムか• 

4個組で250円、モンスターソフト 

ペンケースが880円となっている。 

9月23日、千葉県•幕張メッセ 

でA Mシヨーが開催されることは 

4ぺージの通りだ。このAMシヨ 

一で、SNKは「サムライスピリッ 

ツ•コスプレ選手植jを行なうぞ。 

そこで、サムスピのコスプレ大募 

集のお知らせだ。参加は自由。当 

日、SNKのブースに行って受けつ 

けをすればOK。ズトコスプレ 

貴、キャラそっくり賞、ベスト• 

ナコルル賞など各賞も用意されて 

いる。 
アニメ化も決まったサムスピ〇各賞も用意さ, 
れているというごとで、気合いも入るよね0 

カシオから、2.5型の液晶テレビ 

を内蔵したラジカセ；^新登場。しA、 

も、家庭で気哮にカラオケなどが 

楽しめると好評の、CD-Gに対応し 

'ているのだ。つまり、このラジカ 

セさえあれば、テレビに接続しな 

くても、その場ですぐに楽しめる 

わけだ。 

また、CD•演奏時にメロディだけ 

をカットする ''ポーカルフ;cイダ 

-機能"や、臨場感ある ''電子ェ 

コー〃、さらには本格的なマイクま 

で付属されている。アイディアし 

だいでいろいろ楽しめるぞ。 

夏休み中、SN Kがネオジオと 

「真サムライスピリツツ」の広報活 

動の一環として飛行船''ネオ•ジオ 

号"をチャーターし、関西圏、首都 

圏の上空を飛行したのだ。この飛 
げんざい えい#よううんこう 

行船は、現在日本で営業運行して 

いる唯一の飛行船で、名前は''スカ 

イシップ600"。英国製で、全長60 メ 

—トノレ、2機のポルシェ930エンジ 

ン_した世界最大級の飛行船な 

のだ。約一I力月あまり、宣イ云飛行 

飛徵3が車のェ: 

をしていたんだけど、大空をかけ 

る飛行船''ネオ•ジオ号〃、キミはみ 

たかな？ 

•王テレホンゲーム」開始/ 議^^ 
光文社が9月9日に創刊する 

『少年王』は、ゲーム感覚でしかも 

ギャグ満載のコミック誌だ。 

その創刊に先駆けて、8月29日 

から9月28日まで「少年王テレホン 

ゲーム」が行われている。これは、 

電話番号03-3573-3300に電話を 

•のぼか、.テレカが加胳に当たるぞ。 

して、メッセージにしたがい3つ 

のステージをクリアするというも 

の。無事にすベてのステージをク 

リアすると、魔王ゴーダに連れ去 

られた王女ルシT7 (飯島直子さんが 

声を担当）を助け出すことができる 

のだ。 

王女救出に成功すると、最後に 

クイズがあるので、その答えと住 

所、氏名、電話番号をハガキに書 

いて、〒101-91東京都千代田区 

神田郵便局82号H DD「少年王テレ 

ゲーム」係まで送ろう。抽選で 

なプレゼントが当たるぞ。9 

月30日消印有効だ。 

キティレコードが、めずらしい 

オーディションを開催するぞ/ 

これはプロをめざすミュージシ 

ヤンを対象としたもので、まだどこ 
も契約していない人ならだれでも 

応募できるのだ。めずらしいのは 

条件。能力を見てほしいと思う、 

ディレクター15人のなかから自分 

で選んで、その人宛に応募を行う 

のだ。各ディレクターが直接審査 

したのち、合格者は、11月下旬に 

行われる本選大会へ出場すること 

になる。ここて*認られるとプロデ 

ビューの道が待っているぞ。 

いったいどんなディレクターが 

いるのかなどくわしいことは、以 

下の番号に問い合わせてみてね0 

応募の締め切りは9月30日必着 

だ。 

[問い合わせ先]平日11時〜18時： 

03-3780-8643。1瞒以降または 

土 •日•休日： 03-3780-8648〇 

Iデビューをづかめ/ ;(写真は、キテ 
-ド所属のdqb).、 



H及的OK&VmEOWDEO GAME 

戦争を演じた神々たち 
大原まり子 
本誌「コラムス」でもおなじみ 

の、大原まり子さんC7^新刊。いま 

アスキーでの「ログアウト」に_さ 
れた作品を中心にした単行本；ま 
り子毫春アスぺクト春1,900円(税込） 

コモエスタ.アミ-ガ/ 2 

多ぐcpファン碰了し続叹夺 
パソコン、アミーカ;> 役立つ便利 
なイIいかたか吆ア.ヤシイ話ま 
で、徹底的にアミーガの魅力にこ 
だわった~fffl-o 

星のカービイ 
お！^ゃベりCDコミック 

FC, GBT•人気の「星のカービ 
イ」がCDコミックで登場。月刊「小 
学二年生』に^^のさくま良子 
氏のマンガに、カービイの歌とお 
しゃべりが入ったCDつき。 

VIDEO GAME TOPICS 武器は、一定の敵を_すると 

出現するアイテムを取ることで 

ソニックウイングス2 ハ•ワーアップできる。もちろん 

スペシャルウエボンも健在だ。 
ビデオシステム 

ドハデシ:！ーテインク 
mってきitそ/ 
キャラによって変わるi；5寒方 

法とドハデな爽快惑で大人気だ 

つたシューティングの第2弾が 

ついに登場する。その名は「ソニ 

ツクウイングス2」だ/，， 

操作方法など、基本的には前作 

と同じなんだけれど、あらゆる面 

でパワーアツプされているぞ。 

今回選択できるキャラは、サイ 

ボーグ.アイドル•赤ちゃん•イ 

ルカ？など全8タイプで、I文撃 

ステージは、前作でおなじみ 

の世界各国の上空という設定で 

全10ステージ。 

そして今回はネオ•ジオのき' 

ょう体で登場するから家でプレ 

イできる日もそう遠くないハズ 

tZoゲーセンでウデをみがいて 

待っていようぜっ// 

競馬SLG 
名牝ファイル 
人胃の競馬SLGに登場する繁 

殖叱馬のうち> 能力の高い6&頭に 
ついて、大川慶次郎氏なと競馬# 
名人がおもしろいエピソードを語 
る。データも充Slo 



CD-ROM ►IMJ 

人気ジヤンルに成長した対戦格關アクシヨンも、実写取りこみの時代 
になった。そうだ、もっとハデに、血生臭く、残虐に……。 

■ティーアンドイーソフト■ 1994年9月発売予定_8,800円_3 D 0 

このところ新作の勢いがすごい 界各地に有力な部下をもつ闇の大 

3 DOだが、格闘アクションとい 帝 '、シャドーキング〃が暗殺され 

うとバンダイの「ウルトラマンパ 

ワード」くらいのものだった。そ 

こでついに、3 DOのグラフィ 

ック機能をいかした格闘アクシヨ 

ンカ璧場する。 
きん,みらい せかいさいだいはんざい 

ときは近未来。世界最大の犯罪 

組織•シャドーの首領であり、世 

たところから物語がはじまる。暗 

殺されたキングの右腕だった部下 

7人が、世界各地から集まった。 

巨大な犯罪帝国のそれぞれの支部 

から選び抜かれた強者たちが、次 

代^ンヤドーキングの座をかけて、 

死闘をくりひろげるのである。 

刻々と迫る対艦ミサイル0命中まであと5分しかない/ドラマ中の 
限られた時間で決断を下すという、新しいドラマ型のゲームだ。 

■プロフォースシステム■発売中_7,000円■ Macintosh 

決断を下さねばならない瞬間と 

は、生活す态うえでも.っとも重要 

な時間ではないだろうか。 

流れる時間とそこに見え隠れす 

る決断の瞬間にスポットをあてた 

このゲームは、限られた時間内で 

ポイントを見つけだし、ドラマを 

正しい方向に導くことが目的だ。 

もしもプレイヤーカ谜い、なにも 

決断しなくても勝手にドラマは進 

んでいく。そのときはまた次の、、瞬 

間"まで待たなくてはいけない。 

しかし、二度とチャンスはこない 

かもしれないが••…。 

今回はソフト名の^:おり、今後 

発売される予定の®®戦争巨編「チ 

ャイナクライシス」の前哨戦をシミ 

ユレートしている。「チャイナクラ 

イシス」とは、2001年夏、日本と中 

国がふたたび砲火を交えるという 

設定の長編ストーリーだ。さしづ 
ほんぺん れんUう 

め今作は' 本編に向けての練習と 

いったところ。本編が待ち遠しい 

ところだね0 

CD-ROM情報最前線」 

写真を見てもらえばおわかりの 

ように、登場するキャラは7人+ 

シャドーキングの合計8人0選び 

ぬかれた猛者だけあって、外見も 
さつじんしゅほう ぶき たさい そうさ 
殺人の手法.武器も多彩だ。操作 

方法は通常の格闘アクシヨンとほ 

ぼ同じ。必雛もコマンド入力方 

式なのでそこそこラクに出せるの 

がうれしい。ほかに女性キャラク 

ターが8人中3人^性別不明は餘 

く）と多いのも特徴かもしれない。 
実写のキャラクターが血を吹き出 

はで えんしゆつ まん宅く 
すなど、派手な演出にも満足がで 

きる内容だね0 

全国の悪の組厳ファンのみなさま、お待たせいたしました。ついに正 
義の味方•仮面ライダーを葬り去るときかfやってきたのです。 

■東映ビデオ■発売中■ 12,800円■ Macintosh 

古くはビニール人形、メンコ、 

変身べルト、そしてネ土会31^にま 

でなったライダースナックと、世 

に出続けたライダーグッズ0いつ 
も少年の心をとらえ続けたこれら 

の商品は、「大人になったら、仮面 

ライダーになりたい/」という疋義 

の味方への夢とあこがれの結晶だ。 

しかし、その裏では、毎回登場す 
れんぱい かさ そしき• 

るたびに連敗を重ねる悪の組織が 

あることを忘れてはいけない。 

このソフトは、そんな悪の組織 
かんぷ， まっさつ 
の幹部として、ライダー抹殺のシ 

ミユレーシヨンができるのである。 

シヨッカーの幹部として、首領か 

ら与えられる怪人を駆使して、ラ 

イダーを倒すのだ。いままでのラ 

イダーの行動ノ <ターンを研究し、 

タイミングを見計らってあらゆる 

卑怯な手を使おう。女、子どもは 

あたりまえ、おやっさん(立花藤兵 

衛）まて領拐してしまえ./とはい 

っても、ライダーの強さはハンパ 

じゃない。ときに卑怯な行動はラ 

イダーの正義の力を誘発するこ’と 

も.お忘れなく。データべースも 

充実しているので、ファンはも 

っていても損はないかもね。 

【シャドー•ウォリアー】© TRIBECA DIGITAL STUDIOS™. SHADOW: WAR OF SUCCESSION™ is Licensed from TRIBECA DIGITAL STUDIOS.INC.. © 1994 TRIBECA DIGITAL STUDIOS, INC..TRIBECA DIGITAL 
STUDIOS™ and SHADOW: WAR OF SUCCESSION™ are trademarks of TRIBECA DIGITAL STUDIOS, INC. and are used with permission. ALL RIGHTS RESERVED【前哨戦〜東シナ海の迎擊】© 1994 Proforce System, 
inc. All right reserved【麵ライダー^ファイルI】©石森プロ •東映© 1994東映ビデオ 
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このゲーム、タイトルを見ただ 

けでピンときた人もいるんじやな 

いかな？じつは、数年前にコナ 

ミが出していた同名アーケードゲ 

一厶の移植作なのだ。アーケード 

版は日本でも出まわっていたし、よ 

くできたゲームだったのでプレイ 

したことのある人も多いはずだ。 

内容は、西部®jを題材にした横 

スクローノレ型アクションシューテ 

イング。4人のガンマンのなかか 

ら1人を選び、悪党どもを撃ち倒 

しつつ賞金首をめざして進むのだ。 けんじゅうそくしやせい 
ガンマンには、拳銃(速射^がある 

が、一直線にしか飛ばない）をもっ 

た者とショットガン（ 4方向に広が 

るが、連射できない）をもった者が 

いるので、自分の好みに合あわせ 

て選べるのもうれしいところだ。 

銃は360度あらゆる方向に向ける 

ことができ、また敵もいろいろな 

ところから出てくるので迅速な対 

応が必要。アクションは、ジャン 

プとスライディングができるよう 

になっていて、これで敵の弾をか 

わすのだ。また、馬に乗って戦う 

ステージなどもあるそ％ 

そして、このゲームの最大の魅 

泣謹 mm%.nnsm 

非常にカツ3よく、しかしかなりむずかしい 
乗馬ステージ。敵?^出てきたら、艮1瑪£ち倒し 
ていかないといけないぞ。 

力は、なんといってもカツコいい 

MSiだ。銃をしばらく撃たないで 

いるとクルクルツとまわしてホル 

スターにしまうアクションをした 

り、またボスのおたずね者の捨て 

台詞が声で出たり（もちろん英語 

だけど）と、細かい演出がとても 

こっているのだ。これはアーケー 

ド版のファンはもちろん、そうで 

ない人もプレイする価直はあるぞ。 

■ Viiiiiii^n 11nTffUiiiwwil1 i iii in 

海外的な雰囲気^ただよいまくる、オーソドックスなファンタジーバ 
トルアクションゲームだ0モンスターをなぎ倒せ// 

I SEIKA ■ SUPER NES ■ ACT 
ゆうしゃ しゅじんこう 
勇者たる主人公をあやつって、 

魔王ベルダーを倒すために戦うと 

いう、じつに明快なストーリーの 

横スクロール型アクションゲーム。 

剣（2 Pは斧)による攻撃のほか、 

使うと体力が減ってhまうスペシ 

ャルアタックや、魔法のつぼをた 

くさん取ると使えるマジックアタ 

ックがある。そして、盾による防 

御も可能だ。ゲームの感じとして 

は、日本の「キング•オブ•ザ•ドラ 

ゴンズ」などに近いかもしれない。 

2人同時プレイもできるぞ。 

ゲーム全体の感じ(九とにかく海 
がいてき しょ付つ 
外的。むこうのファンタジーd、説 

のさし絵のような雰囲気がある画 

面構成は、人によって、大きく好み 

が分かれるグラフィックではある 
ざんねん そうさせい 

だろう。残念ながら操作性はいい 

とはいえず、ただでさえ高めの難 

易度をさらに上げてしまっている。 

また、1ステージがかなり長く、 

ステージ数もかなり多い（厳密に 

はわからないが）ので、クリアは 

非常にむずかしいとはいえる。雰 

囲気は悪くないけれど、やはり万 

民向けとはいえないソフトなのか 

もしれない。 かまえている。コイツはかなり強いぞ/ 

10 
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条えあるスーハ°ーマリオク 

ラブイチ押しのスーファミソ 
フトの1本めがこの「ファイ 
ナルファンタジーIV」だった。 
すでにファミコン版のころか 
らグラフィックの質の高さに 

は定評があったシリ-ズだが、 
スーファミ版ではその画像能 
力をいかしてさらに美しいグ 
ラフィックを実現0また、初 

期の作品でありながら音源機 
能を十二分にいかした重厚な 
サウンドも話題になった。 
このシリーズが多くのファ 

ンを獲得した最大の要因はド 
ラマ性に富んだイベントの 
数々にあるが、このIVではその 
傾向がさらにハツキリしてき 
たため、ストーリーが一本道に 
なりがちという面もあった。 

7/1 

mm 

mm 

1力月ぶりとなった今回のランキングは、夏休みの新作ラ 
目白押し。なかでも前人気の高かった「餓狼伝説SI 
た「ゼロヨンチヤンプRR」が注目されるが、やはI 

ゼnヨンチャンプrr 
c■メディアリング 

I6M + B.B.3_9,980円 

^EW ■I6M + PWB9,5I 

J!J■クサツカ■ブライムゴールS 
■ S PT■ナムコ 
■ I2M + P.WJ18,800円 

I6M+PW 9,500円 

-I" _I6M + B.B._9,800円 

||}j[Dl： SHT■タィト- 
2 M + B.B.3 4,980円 

21052 
ポイント 

.パチスロ物語^!ニパ-サル•スペシャル 
TAB■ケイエスエス 
8 M + P.W._9,800円 

首都高バトル’94 

■ I2M + B.B.4 9,800円 

|Hj|_SLG■アスキー 
I2M + B.B.3.I2,800円  

13鬼神除臨伝ON 

ソ-ド•ワ-ルドSFOいにしえの巨人伝説■14す-ば一ぶよぶよ 

■RPG_T&Eソフト 
■ I6M + B.B.3_9,900円 1932 
テ-ブルト-クRPGのス-ファミ化第2 
雜Kiス-ファミ独自のシナリオだ。 ポイント スーパーボンバー 

SUPER MARIO -パーgUTtクラブ1991 

11 

このコ—ナIは、過去のス—パ 
IマUオクラプでイチ押しソフ 

卜として選ばれたソフトを掘り 
: 名作をも5 |度見 

-=6のです。 
I起こし、昔の名 

直そ5とい-0も 
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conmnsmm 
ドラクエVI以外、大きく期待を集めるソフトが存在していない今回のランキング。そのかわりに、 
さまざまなソフトに対して小さな期待が寄せられている。こうした小粒でも確実な支持を受けるゲ 
ームが、これからのスーファミソフトを盛り上げてくれることを期待したい。 

スーファミソフト 
期持の新作 

7 /22号アンケート集計結果 

しいキャラが戦いを繰り広げる。 

禁断の魇筆（仮） 
P G■アスキー■容量未定■{耐各未定 _119ポイント」 

前回17 ノスフェラトウ 
■ ACT■セタ_I6M_9,800円 _117ポイント」 

I id 

■ SP T ■ケイエスエス■容量未定未定 115ボイソトI 

■ PU Z■イマジニアズーム_4M■予価8,200円 1,4ポイント 

前呦〇アレサ]!〜アリェルの不思議な旅 
11月85日発売 PG ■やのまん■ 16M + B.B.3W®=&未定 102ポイント 

16前刚実況ワールドサツカ-〜パーフェクトイレブン 

I L b 肀 K ド U■ン丄スト 0011 
_■容動淀》耐胡淀_匕。aポイントI 

,_| 
味締^i Sl6PMG+B.B»,tomh 25bポイント I 

ル，:：180ポィン_ 

|，層洗締怎I ly+B^BlIsOOR 153ポィント] 

コ 

\mmrn :まん 151ポィント丨 

フエーダ-エンブレムオブジヤステイス 
メガドライブ用ソフトの「シャイニングフォース」シリ 

—ズを手がけた内藤寛氏が監修およびプログラムアドバイ 

ザーとして参加したシミュレーションRPGo主人公キャラ 

クターの属性によってストーリ 

一の流れがかやるマルチシナ_ 

リオ方式を採用し、キャラク 

夕ーデザインと総合^*を担 

当した玉木美孝氏によって構 

築された独特の世界観が魅力娥sモードで《玉木美#氏による美 

的なゲームだ。 

[11月発売予定 

1 

| 9月30日発売_RPG■アスキー_I6IV 

| 9月23日発売 SLG■キングレコード 8M + B.B.5«9,800円 25ポイ: 
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い出記念 
第21回fiS胃胃〔歌手〕 

PROFILE 
5月18日生まれ^ 0型。国立音楽大学ピアノ科を中退0 ’83年にアルバム「ロゼ」でデビュー、 
数々のテレビ番組のテーマ曲などを手か 1ナているほか、活発なコンサート活動も行っている。 
現在はロサンゼルスで、アメリカ人でプロデューサーでもある旦那さんと子供の4人暮らし。 

館 

ゲーム音楽も機会があったらぜひやってみたいですね 
一ーゲームはあまりやらないそろ 

ですが、コンピュータをどのよろ 

使っています。々、んたんなデモテ 

ープの作りかたぐらいしかわから 

ないんですけれど、それで曲の全 

体を録音しておくんです。思いつ 

いたときにすぐ録音できるので、 

とても便利だと思いますね0 

それから、ゲームではないんで 

すけれど、子供といっしょに絵を 

描いたり、ストーリーを作ったり 

してよく遊んでいます。 

—現在はアメリカに住んでいる 

そ5ですが、音楽をやる5えで日 

本とどこがちがいますか7 

日本のファンは、詩をすごく大 

事にしますよね0それは非常に印 

象的だと思います。制作するうえ 

て:は、日本にいたときみたいに情 

報が入ってこないかわりに、以前 

より素直な気持ちを歌にすること 

ができるようになったかな（笑)。 

ーゲーム音楽についてはど5思 

いますか7 

そうい，うお仕事がきたらたぶん 

楽しんでできるだろうと思います 

が、ゲーム音楽をやっている方と 

交流がないんですよ。 
—アニメ「マクロス」の主題歌 

で飯島さんを知った方も多いと思 

いますが、いま振り返ってみてど 

5思いますか7 

以前は声優さんとまちがえられ 

たり、あの曲がデビュー曲だと思 

われたりすることが多かったので、 

つらいときもありましたね0曲を 

書いて歌を歌うために歌手になつ 

たのに、なかな力^@してもらえ 

なぐて……。ただ、最近はミュー 

ジシャンとして認めてもらえるよ 

うになったので、楽になりました 

よ(笑)。それに、「愛おぼえていま 

すか」は、とてもいい曲だと思い 

ますし、いまでもライブで歌った 

りしています。 

— 7月25日に発売された11枚め 

の77レノVム rLove Season」 

は、ど5い5アルバムですか7 

今回はテーマをはじめから恋に 

しぼって作ったんです。私がはじ 

めて人を好きになった中学生のと 

きから、現在にいたるまでに纖 

してきた恋を実話にもとづいて表 

現してみたんです。そういう意味 

でも、私の成長の過程がわかると 

いうか、とくに女性にたくさんき 

いてもらいたいと思います。 

Si す一ぱ一ぶよぶよ (スーパ-ファミコン） 

スーパーボンバーマン2 
(スーパーファミコン）  

❸パイプドリーム 
(スーパーファミコン） 

スーパーボンバーマン2 
ハドソン 

4人まで同時に楽しめる、定番ァクシ 

ヨンゲーム。今年4月に発売された 

「2」では、アイテムが前作より3つ増え 

るなどミより熱い対戦^壤しめるよう 
になっている。1人プレイも楽しいぞ。 

サイン色紙プレゼント：今回は特別にサイン色紙を5名樹こプレゼントします。希望者はハガキでTheスーパーファミコン編集部「飯島黃1サイン色紙プレゼントj係まで。締め切り 



読者によ3読者めたMめ企画-Vol.63 
Theスーパーファミコンオーfl/ゲームチヤート 

L BA ECAR 
暑かった夏休みも終わり、いよいよ2学期に突入。ゲームをする時間も少なくなる 
けど、9月も注目作がいくつか発売されるので、ウズウズしてる人もいるのでは7 

このコーナーでは、発売された 
スーファミソフトを読者のみん 
なに10段階で再評価してちらい、 
全投票者の平均点をもとに順位 
を決定している。自分のプレイ 
したスーファミソフト（借りて 
プレイしてもいいぞ）を卜一夕 
ル的に再評価し、どんどん批評 
してほしい。なお、得票数がし 
め切り時に25通をこえていない 
ものはチヤートには入れていな 
し、。今後ソフトを購入するとき 
の参考にしてほしい。 

※赤字のソフ 

F-1 GRAND PRIX PART 瓜 

実況パワフルプロ野球’94 

伝説のオウガバトル 
スーパーロボット大戦EX  
第3次スーパーロボット大戦 

ストリートファイターII 

ドラゴンクエストV〜天空の花嫁 
スーパーストリートファイターn 
ストリートファイターI夕ーポ 
スーパーフアイヤープ□レスリングI〜I 

ビデオシステム 
カルチャーブレーン 

重裝機兵ヴァルケン 

ドラッキーの草やきう 
ヒューマン•グランプリ2 
ラッシング•ビート修羅 
トルネコの大冒険〜不思議のダンジョン 

F-1 GRAND PRIX PART D 
負けるな/魔剣道— ]データム•ポリスター 

がんばれゴエモン 2 〜奇天烈将軍マッギネス 
-ドリイV〜災禍の中心 

奇々怪界〜謎の黒マント 
スーパーテトリス2 +ボンブリス限定版 

スー/《ーマリオカート 
、ベれけのぽぶ一ん 
クラシック•ロード 』ビクターエンタテインメント 

テクモスーパーNBAバスケットボール 
信長の野望•覇王伝 

アルバートオデッセイ 
サラブレッドブリーダー 

エニックス 
サンソフト 

iてヘクト 

8.6054 
8.5990 

今回の新着ソフト 
F-1GRAND PRIX PART1D ^^F-IGRAND 

ビデォシステム 
み/’94年4月: 

9.0690 
■はじめてやったとき■るのがむずかしく、とてもつま 
らなかったが、なれてくると病みつきになってしまう。 

蘇都•清雜也） 
.とにかくストーリーモードはハマル/ じわじわチームが強 
くなっていくの力 < いい。ひとつ不満なのは、画面に他車がいっぱ 
いになると、麟にスローになるところ。（東京都•藤田門二） 
■ F-1をよく知らない人にはセッティングがむずかしいざ， 

(大分県*大^之） 
■前作より操作しづらくなった。マニアックになりすぎ。 

(培玉県•近藤剛） 
■このシリーズはモナコグランプリだけが、異常なほどむずか 
しい。 （神奈川県•近繭寛） 
■マシンのセッティングが多いのはよい。しかし、スピードに 
なれると、あきてしまう。 （島根県•高橋祥吾） 

ラッシング•ヒート修羅 (ラッシンく 
ジャレ： 

■P レ傾t/.9骑 
のみ4人同時プ 

弓17日^/9,700円 

8.7500 
■キャラが小さくて迫力不足の気がしないでもないが、ストー 
リーが分岐したり、超必雛などのおもしろい試みがあって楽 
UV ' •北鉱阒 
■これ(財^アクションの型を借りたアドベンチャーではない 
だろうか？しかし格闘アクションの部分だけを見ても前2作 
とは]:嫩にならないほど熱い/カラーエディット機巨がこれ 
また熱い/(笑） （神奈JII県.津田仁） 
■ 4人同時のバトルロイヤルが燃える/キャラの小ささが気 
にならないほど白熱するぞ/ (兵庫県• 

■「ラッシング，ビート乱」のほう力4tfんぜんJ 

ラクターの動きがよく遅くなってしまう。 

兵庫県-ィ幅正） 
『んよかった。キヤ 

■必^樹支はかつこいいんだけど‘• 

(較都•仁神友和） 
•••すぐあきてしまう。 

(岐阜県•小林良成） 



ALL GAME CHART 

アルプ 
EBMKBmスクゥェァ/ac 
If' て—み/’9难12月1 

I T I 

アルカエスト 

7.5926 
■いろいろな技を使し，けて敵を攻擊したり、アイテムを手に 
入れて迷宮のしかけを解いたりするのが、やさしすぎず、むず 

票.北^^) 

だU RPG要素 
かしすぎずという感じでよい。 （栃木県• 
■スピード惑があり、アクション_快でよい。ただし 
がプレイヤーを混乱させてしまうかも……〇 

(岐阜県•柳餅_ 

■このゲームはすごくリアルで操miかんたんだが、動かしに 
くかった0 (大阪府•日比勝巳） 
■キャラの動きなどがよかった。でも難易度のバランスカ噁い 
のが気になった。 （培玉県•飯塚龍太郎） 
■このゲームはすぐあきた。むずかしいし、単調だし、あまり 
魅力が感じられなかった。 （神奈川県•大山裕H 

今週のTOP20 
今回の集計期間㈡艮定して^^iomiiを薄^したソ■: 

投票平均点ランキング。下の得票数ランキングと見比べて名 
おもしろいそi 

2 ?伝説び 
3 真.セ 

8騸— 
ファイアーエムブレム〜紋章の謎 
伝説のオウガバトル 

女神転生n 
4 ガイァ幻想紀 
5 ファイナノレファンタジーIV 

H Jリーグエキサイトステージ’94 
7 実況パワフルプロ野球’94 

スーパーストリートファイターn 
gトルネコの大冒険 
10ドラゴンクエストv 

ダービースタリオン]! 
ファイナルファンタジーv 
スーノ< ーメトロイド 

rファイナノレファンタジーVI 
1す一ば一ぶよぶよ 
[ファーストクイーン 
i>：弟切草 

20 いただきストリート2 

得票数TOP20 

① ファイナノレファンタジーVI 
② スーパーストリートファイターn 
③ ファイアーエムブレム〜紋章の謎 
④ Jリ-グエキサィトステージ，94 

⑤ す一ぱ一ぶよぶよ 
⑧ダービースタリオンn 
⑦ ドラゴンクエストv 
⑧ ロマンシングサ•ガ2 
⑧トルネコの大冒険 
⑱ファイナルファンタジーV 

⑪いただきストリート2 
⑫実況パワフルプロ野球’94 

⑬ガイア幻想紀 
⑭スーノ< ーメトロイド 
⑮伝説のオウガバトル 
⑲真•女神転生n 
⑰フアーストクイーン 
⑩ドラゴンクエストI • n 
⑬ファイナルファンタジーIV 
⑳弟切草 

に投票数が2漂に満たないソフトは纖していません。ご了承ください。 



そのほか欄外の声 
【スーノ（一倉庫番】テトリスばかりやっている人たまに 
はほかのパズルムもやってみよう。おもしろいそ*。 

湫田県•佐々木潤） 
【ファイアーエムプレム章の謎]ギヤー/また死ん 
だ一/おのれ許さんぞアストリア/ 9セーット/ 

(兵庫県•広瀬由香） 
【白熱プ□野球’94カンパリーグ3】F A導入でチームに愛 
着がなくなったいま、オリジナルチームで遊ぶのがいち 
ばん楽しい。 （神奈JI1県•斉麵） 
【がんばれゴエモン2】おみっちゃんは嫌がっていたけ 
ど、私はあのうさぎの衣装がみょうに気に入ってしまっ 
た> (徳島県-願由紀子） 
【ドラゴンクエストI .n】友だちから借りてIをやった 
のだが、借りるとき「1日で返すからjと口走ってしま 
い、5時間半もかけて必死になってしまった。 

(岡山県.納富裕貴） 
【エストポリス伝記】愛にうとい人改やってもあまり感 
動しないと思う。なんてったって、この私がその1人だ。 

(宮城県.矢部麻美子） 
【シムシティー】「シムワールド」を出してほしい。世界^ 

服したいから…“•„ (長崎県.松竹潤弥） 

ゲ ム目安箱 

今回の訴状：ファイナルファンタジーVI 

★グラフィックがすごい//ティナや幻獣を守るときの， 
SLGがおもしろい。まさかフィールドを歩くとき、あの 
ようになるとは思わなかった。しかし、音楽は悪くは 
ないが、最初から元気がない。 （兵庫県.土井彰洋） 
★さすがにソフトとしてのできがよかったが、街の名前が 
ややこしかったし、パフティーが別れまくって、解き終わ 
ってもあまり印象に残らなかった。（大阪府•若林恵） 
★今回のメテオは画面外の自分までダメージを受けそう 

でコワイ。内容A键りだくさんで、散•曼にダっていなLV7), 

がスゴイ。ただひとつ難をいえば、召喚魔法の演出がVと 
比べて地味な気がする。 （神奈J11県.戸島貴之） 
★演出についてはR 0Mカセットでここまでできれば大 
満足だ。しかし同形異色のモンスター;^多くいるうえに、 
ダンジョンもづ、さくなってしまった。VHを出すならやはり 
こういう基本を大事にしてほしい。（京都府•田村譲） 

昨年の12月に発売されたソフト2本が、9 

_力月弱の潜^間をへてついにチャート•イ 

ン。寄せられた投票ハガキを見る!^りでは、 
「ラッシング•ビート修羅」は格闘アクシヨ 

Sンフアン、「アルカエスト」は女性フアンから 
铋くじつ しじ ゆうこう 
の着実な支持を受けてきたようだ。有効投^ 

数25票に届かないまま投票がストップするこ 

fiTとが多い最近のソフトのなかでは、貴重な存 

在といえる。 

※初登場のソフトは平均点がやや高めになる傾向があります。初登場後、3〜4号後の平均点がより信頼できるものになります。 
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ホンダべるのがキラ1」と光るソフトを探るI 

な同じf 

どきには野に咲くスミレのように 

トップレーサー 
_ースゲームは大まかに2タイプに分けられると思う。 

ミつは、データなどにごだわってリアルさを打ち出す 
シミュレ」安呑ンタイプ0もうひとつは、多少フイクシ 

芦％性が出てきても、スギード感ゃ操作性のよさにこだ 
_たアクションタイプた；SFCt5•リリースされている 

レー!スもQjniをテーアにfeたものが多いこともあ 
_ミタイプが目立つが$この「トツプレーサー」をは 
じめとしたACTタイプも健闘している。 
「トツブレーサー」が実在のレースを題材にしているの 

かどうかは確認できないが、私にはまるっきりフイクシ 
，ように思、える。セツテインク"の必要のない、みん じょうけん やねつ りん こま 

_.条件のハコ（酿付きの4輪のこと）で、細かいこ 
とは気にせずに公道をカツ飛ばす。いかにもアメリカら 
しい、おおらかでァバウトなおも匕メさが仝こi三索^^ 

後半戦になると、ガス欠だけには気をつ.けなければなら 
ないが、それがまたasな緊ssiii：なっていい。…_ 

コースの数も多く、なによりスピード惑が楽しい0ア 
ップダウンが激しく、まるでジェットロースターのよ-う 
な感覚0レースもののBGMとは思えないノリの曲も、そ 
のめくるめくスピードにピッタリのクレージー;&_ご。 

SS^SZSBSBE^^SSBEI 
骨までしやぶれ/AGC研究室 
mmm鑀觀勸年齡履蹇分析する 

ちから.の評価をいただいている 
漂者層には一定のk向がある, 

さまざまな読者の人たちからI 

AGCだが、じつはその投專 
下のグラフは、今回投票してくれた読者の年齢另1份布率 
だが.(ちなみに、青色の線は最新のアンケートハガキに 
もとづく本誌の読者全体の分布率)、14〜16歳と20-24歳 
が突出しているのだ。この結果を見ると、ソフトに対す 
る関心が高いめはだいたい中学生と大学生ということに 
なるが、やはり受験をひかえた高校生よりも精神的ゆと 
りがあるということなのだろうか。しかし、AGCの評価 
全体を偏ったものにしないためにも、高校生の読者のみ 
なさんも®にしてほしいと思、う。 

髑驪 



かつて業務用ゲームとしてス3だった「ザ•ニンジャ 
ウォーリアーズ」のスーファミ版0とはいうものの、主 
人公タイプのアンドロイドという設定以外•は完全 
なオリジナルで、キャラクターが3人に増え、投〖傲や 

などがくわえられている。かんたんな操作て•多彩 
なアクション*可能なこのゲームの制作はスーファミ版 
「奇々怪界jシリーズでおなじみのナツメが担当してお 
り、ナツメらしい完成度の高いアクションゲームになっ 
ているが、才ーソドックスすぎてインハ•クトに欠ける点 

、かなり難易度が高めというのも同社らしいところだ。 

ている点0多少前方の見通しは悪いものの、ドライプテ はんえい * 9i< 
クニックが自車の動きにハッキリと反映されるのが魅力 
だ。マシンセッティング項目は11種類0 FOCA公認で、ド 
ライバーやエンジンを入れかえたり、オリジナルのドラ 
イバーを作成することもできる。GPモードでは’91〜’93 

年の年間スケジユールにそったレースも可能だ。 

このコーナーでは、似たゲームで同じような順位にいる 
ゲームをセレクトし、その特徴やちがいを分析する。よ 
り自分に合ったゲームを購入しよ5〇 

F-1 GRAND PRIX PARTI 

—マンクランプリ2 
ーマン/RAC/8M + B.B.3/ 1 + B.B.3/ 

’93年12月24日発売/9,500円 |m 

f 8.7500_| 
車体の後ろから前方を見る疑似3Dタイプの視点て•、画 

面を上下に‘ 

操作方法が 
るのが特徴だ。i 

調整することも1 

•に分けての2 P同時プレイが可能0ハンドルの 
5が4タイプ用意され、自分に合った操作にでき 

またコンフィグでは敵車との接触判定を 

ることもできる。マシンセッティング項目は9種 
類0上と同じく FOCAノ公認によりチーム、ドライハ•一とも 
実名で、オリジナルドライバーを作ることも可能だ。 
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トッア5 
ひ轉） 

_宁_雜獅 よ: 
3-42-3リフト心ク樹^ 
TKeス-ハ。-フ枝:T巍播 

4. 
に 

ALL GAME cmT y 
rトッフゞはこば#、 

釋攸ソフト[ ] 
椎阳亍 

体が 

しめ明bi : 9月15日亦)必着 

ズパリ当てます/ (№24)当遘者発表 
FFVを予想した人は少 
:んが当選だ。 

、自—ィ』 _ハガキに、自分が実際にプレイしたスーファミソフトを各 
10点満点で採点してください。記入できるソフトは最大3本ま 
で。かんたんに各ソフトのコメントを害いてください。最後に 
ほしいスーファミソフト名も忘れずに（ただし、ハガキを害い 
た時点で発売されていないソフトは_)。^1で10Sにスーフ 
ァミソフトをプレゼントします。また、応募券をかならず貼っ 
てください。応募券のないもの、同じ号の応募券で2通以上の 

回の投票で評価でさるのは最高3本まで。 
z価は〗〜10点までの10段階で（小数点は不可)。 
全国の読者が注目していることを意識すること。 

•発売されていないソフトは評価しないこと。 
•投票券をかならず貼ること。ただし、同じ号の投 

ミでの投票はひとり〗枚まで。 
氏名はかならず書くこと。 

オールゲー厶チヤート 

トップ5はこれだ/ _ 
今回比10月14日発売号(NCX19)のチャート上位5本のソフ 

卜を正確に当ててほしい(平均点は害かなくてよい)。応募方法 
A _ハガキに住所、氏名、電話番号、10月14日発売号(N0.19) 
の上位5本のソフト名を順番に書いて下のあて先まで送ろう。 
正解者のなかから抽選で1名にお好みスーファミソフトをプレ 
ゼントするので希望ソフト名も害くこと（ただし発売ずみのも 
のに限る)。正^がいなし場合はもっとも近い人になるぞ。な 
お、は必要ないが、各自1通の応募のみ有効0しめ切り 
は9月15日（木）必着だ。 

記 <拥—»■ 



ザテストプレイ 

鬼神降臨伝ONI 

ゲームボーイの人気シリーズが、を、神にHiの手助けをしてもら 

スーファミに登場。鎌倉時代を舞 うろし"と、iiのシステ 
たい ほくとまるひめ すく 
台に、主人公の北斗凡が姫を救う ムカ^®だ。_ 

多いので、たえず興味を引く展 

閣になっている< 

システムは^基本的I 

ソドックスだ力<、戦闕I 

ろとくふうがこらされている， 

とくに、妖怪に転身したり、神 

を呼び出して戦ったりすると、 

ストーリーは*日本史上の実 作風にあった演出A壤しめる。 

在の人物が入り乱れての伝奇口 完成度が高く、ソツなくまと 

マンといった感じ。ありがちな まっているが、イベントの件も 

設定も目につくが、イベントが 含めて、少し淡々としすぎかな。 

:はォー 

純' 

§M: 
ね0システム関係もシンプルで 

スタンダード。でも、戦關シー 

ンは、 みためがちょっと変わっ 

ていてキレイなんだけど、それ 

だけって気がするな。 

全体的にハデさはないが、そ 

れ力潘いわけじやない。gな 〇槪な 

とつつき RPGの、マジの時代公証モノ システムを取り入れてと 

ってことが気に入った。モチロ にく くするより安心して遊べる 

ン、本当の歴史にゲームのスト ゲームになっているほうがいい 

ーリーをアレンジしてんだけど なと、これを遊んでIヽて思ったc 

舞台設定や転身などのシステ 

ムが、ちゃんといかされている 

という印象を受けた。最近はゃ 

りの内容なんだけど、ゲームと 

うまくまとまっているのが 

いいね0神降ろしのビジュアル 

もインパクトがあったぞ。 

印象はハデなんだけど、プレ 

イにはけっこう地道な努力を要 
き♦う じょばん 
求される。序盤だけかもしれな 

いけど、バランスがかなりシビ 

ァ。経験値かせぎをしっかりや 

らないとすぐに死んでしまうの 

だ。そういうのが嫌な入には、 

向かなしザームかもね0 

[1994年8月12日発売] 

iS ©7ポイント 

ハ07—アップして再登場 

’91年に発売さtUその自爆コマン 

ドか！！を誘った、あの「レミングスj 

の第2弾0レミングというキヤラ 

クターにさまざまなコ /ドを 

リアルタイムなので、とっさ 

の判断力をためされるパズルだ。 

隹よりもレミングちゃんの役 

-ンと増えたので、逆に 

前作より 

13がグ〜 

なコマ■ 

あたえて、ゴールまで導くハ•ズル 

ゲームだ。この基本スタイルに、 

いっそうのコマンド強化と難解さ 

で、いまここにカムハヘンク/ 

くなっている。ステージご 

iな役割をはたせるレミ 

「なければならないか 

!なチョイス?^必要に 

なるのは後半なのだろうが、私 

でも十分混乱させられた。 

ミングスははじめて、とい 

う人は^前作でシステムを覚え 

てからがいいよ。上級者ぬ宇 

宙やリゾートなどいろんなステ 

ージを楽しんでちようだい。 

7)オレとしては(なん 

だそれ)、こういつた命令するゲ 

ーム、けっこう好きなんだよな。 

でも今回(乳「ここはこうやっ- 

てこねえ。 なんでかっていうと、 

チビスケどもが道具を使いまく 

るからだ。最初は道具の効果が 

わかんねえからツマりっぱなし。 

なれるまで時間がかかるだろう。 

でも、マップは前作と同様ス 

ゲェあるから、アキはこないと 

思う。とつつきは悪いが、おも 

，ろいと思うぞ。 

前作をやったときには「な 

そんなにおもしろいんだろう？j 

と思った。チマチマしてるし、 

達成感もあまりないし、ポクの 

ゃないのだ。この”， 

基本的には前作とまったぐ 

いっしょ。だから、ポクはあん 

まりおもしろいとば思わなかっ 

:けど、あくまでも好き嫌いの 

問題だからね0でも、客観的に 

みると、コマンドの種類が増え 

たので面ごとに展開が多彩にな 

ったし、操作性も悪くない。 

前作ゃアクシヨンパズルが好 

きな人にはいいと思うよ。 



ザテストプレイ 

1994年8月12日発売 

譯蓦60ポイント 

プ画面ではサイコロをふって進ん 

スゴロク+アクション でいき、止まった場所のアクショ 

アニメやコマーシャルでおなじみ ン面をクリアしていく、というシ 

のフレッドとバーニーが活躍する、ステムだ。アクション以外(こも楽 

スゴロクアクションゲーム。マッ しいイベントが满Wだぞ。 

m 
する。最近よく見かけるこのス 

タイルは次のステージへのワク 

ワク度が増大するというよさが 

ある一方、プレイがとぎれとぎ 

れになってしまい、集中力が続 

-m.ポードゲームのような 

アクション。ほとんどの場合、 

マス目に止まると、1ステージ 

ぶんのアクシヨンゲームが発生 

かないというデメリットもある。 

原始時代をテーマにした作品 

はいくつかあるが、コレにはせ 

っかく原作があるのだから、そ 

れをいかして、ほかとのちがい 

をもっと明確にすべきだったね= 

園_ 
なじみねえけど、いまハヤリだ 

から、まあいいか。それで、ゲ 

ームは、スゴロクやりながらの 

アクションだろ。システム的に 

は古くさいんだが、オーソドッ 

クスで遊べる。途中でレースも 

できるし、グラフィックもいい 

映画とは関係ないんだな。で し、まぁまぁのデキだ。ただ、 

も、日本でこのアニメ見たヤツ パスワードがあるからいいけど、 

って、よほど年くってるんじゃ 1ステージのプレイ時間が長い。 

ね一か。オレらにdあんまり あと、後半はヤヤムズつて感じ。 

と思うぞ。このゲームも、3Dレ 

■スやピンボールもどきなど、 

なかなか多彩。とくに、3Dレー 

スはおもしろかった。 

けど、かんじんのアクション 

が単調というか、オーソドック 

スすぎる。特徴らしし囀徴はあ 

スゴロク+アクションって、 んまりないし、操作性もそれほ 

最近多いなあ。このシステム、 どいいという感じはしなかった。 

マスごとにいろいろなしかけを もうひとつ、くふうがほしかっ 

用意できるから、なかなかいい たなあと思う。 

WILD GUNS 
1994年8月12日発売 

■ナツメ _8M_9,200R 

新感覚ガンSHT// 

SF+西部劇という世界を舞台に、 

悪人やロボツトを擊ち倒していく 

ガンシューテイング。ジャンプや 

if BOポイント 

ローリングなどのアクション要索 

も強い。また、投げ縄や殴りによ 

る攻擊も可能で、多彩なァクショ 

ンが楽しめる。倒した敵の数をき 

そうVSモードもある。 

ホンダべるの 

シンプルなゲームをおもしろ 

<しあげるのは、想像以上に難 

しいはずだ。シンプルなだけに 

ごまかしがきかず、開発側のセ 

.と実力が重要になってくる。 

:の作品は、その問題をクリア 

，ないゲームのひとつだ。 

射華すると、敵がリアクショ 

どんなものでもこわ 

れたりと、かならず結果がスグ 

に見てわかる。これは射的に通 

ずる、根本的な楽しさだ/ 

また、ジャンプなどのアクシ 

ヨン要索が、射擊という単調な 

作業にメリハリを与えている。 

§1 
コレ、今回の目よくきしゝ 

てくれ> 3Dシューテイングつ 

て、単調になりがちなのだが、 

それにジャンプやローリング、 

弾の打ち'消しなどを入れるとす 

ん一おもしろくなる。7クシ 

ヨン要索がこいんだ。それに、 

画面のほとんどの場所がプチこ 

わせるんだぜ。弾痕とかついち 

ゃってさ。ボスの;sasも考えて 

あって、攻略力<楽しい。オレは 

好きだ。それと、雰囲気づくり 

にも成功しているんだよな。難 

易度がちと高いのがタマにキズ 

だ。2人で遊んでもムズいかも/ 

''イカす4■とか^ITというこ 

とばが、じつにピッタリなゲー 

ムだ。グラフィック、爽快感、 

I•も申し分ない。 

£ * せっきんせん 
武器アイテムや接近戦などい 

ろいろな要素があるにもかかわ 

らず操作はカンタンだし、スチ 

ノ <ンク風の世界®もポク好 

みだ。純粋なガンシネーティン 

はないけど、この種類のゲ 

.では最高レベルといえるだ 

ろう。: 

易度が誠なこ 

層拡大のために: 

操作性と、どれも 

.ナツメらしく難 

®なこと。プレイヤー 

欠のためにも、もう少しや 

さしくしてもいいと思うが。 



ザテストプレイ 

新日本プロレスリングバトルフイ-ルド關強導 
1994年8月12日発売 

■バリ：!:_20M_11,800円 

_含63ポィント 評価 

新日本プロレスのゲームが、今年ぬき戦の*パトルフイールド〃、 

も登場するそ。出場選手が前作の WGP王座決定トーナメント" 

10人から20人に増え、タッグチーなど、4つのモードがある。 

ばシビアかもしれないが、それ 

が度をすぎていない。マニユア 

|レの技一覧も見やすかったし、 

コレは遊びやすいなあ。 
しんにち よびちしき 

私は新日の予備瞻砂な 

\ 4加価値はわからない。た 

だ、それぞれの選手に闘魂がた 

私コレくらいがちようどいい まらないと出せない必殺技があ 

わ〜。技をかけるために、組ん つたけ<、実在のものなのでは？ 

だときとかにボタンを押すタイ 対戦格闘ものの隠し必殺技のノ 

ミングのこと。どちらかといえ りでおもしろかったよ。 

どうしてもぎこちなくなって 

ンまうんだよな。オマケに、シ 

ステム関係がほかのプロレスモ 

/とあんまり変わらなt镐じな 

ので、これといった特徴がない 

んだな。前作よりもよくなって 

はいるものの、まだまだツメが 

甘いような気がするぞ。 

ると思う。だが、基本のところ でも新日の実名のゲームとし 

でコケてる気がするな。まず、 ては、いまはこれだけだから、 

操作が重すぎる。だから、動き ファンはチェックするJEMアリ。 

なかった。もうちょっとがんば 

ってほしかったな。 

ゲームそのものは、悪くない 

デキではある。動きがいまひと 

つぎこちないというのはあるけ 

ど、選手もプレイモードも多い 

し、キャラも大きいので、新日 

まず苦言をひとつ。効果音関 ファンなら楽しめる。だけれど、 

係がかなり弱い。レ:7エリーは 数あるプロレスゲームのなかで、 

あまりしゃべら4:いし、歓声も とびぬけて光っているというわ 

ほとんどなく臨場感が感じられ けじゃないのが残念„ 

麻雀悟空天竺 

西遊記で麻雀修行// ル齩ができ 

悟空や三蔵など、西遊記の主人公る。ゲームモードI九名人位めざ 

たちから1人を選んで、諸国を漫 して修行の旅をするモードと、フ 

しながら麻雀修行をするゲーム。リー対戦モードの2つ。 

勝負が求められるのだが、そ 
.みかえ ふD*うぶん 
つ見返りが不十分という気がす 

る。コンピュータケ#ームにする 

からには> もっとエンターテイ 

卜性がほしいところだ。 

『西遊記』の登場人物が、妖怪 

ヒ戦いながら天竺をめざすスト 

本格的な4人打ち麻雀。コン ーリーモードもあるが、こちら 

ピュータのレベルを最低に設定 のほうが、目的意識が高まって 

しても、私にはなかなかアガれ 集中力が持続する。今れでも、 

止一、-一…一場ごとに盛り上I なI狀兄が続いた。最初から真 り上げ要素がほしい。 

はVぜい 
ら勝てな力、ったもんな。配牌は 

バラバラだし、ちょっと相手が 

ウソくさいところもあるかな。 
桫しげきが 

グラフィックの顔が昔の劇画み 

、味があるのがいいね0 

モードはシンプル。そのかわ 

りルール設定がかなり細かくで 

麻雀ゲームは、やはり思考が きるので、やっぱり本格派の人 

速いと気持ちイイな。でもこの 向けに作られているみたい。4 

ゲームは、速い+強いんだよ。 人打ち麻雀に強くなりたいなら 

オレも強くはないけど、最初か これでOKoオレも強くなろう/ 

このゲーム、対戦相手がみな 

『西遊記』の登場人物なんだけ 

ど、グラフィックになかなか味 

がある。大人の香りただよう、 

渋い麻雀ゲームだ。しかし、か 

んじんの麻雀画面のグラフイッ 

クはイマイチ。牌は、もう少し 

大きいほうが見やすいと思う。 

麻雀のほう〖丈わりと地味な 

戦いになる。コンピュータのレ 

ベルはかなり高いと感じたぞ。 

初心者向けではないと思うな。 

総合的にみて悪いゲームではな 

いんだけど、これといった決め 

手にかけるのがおしいね0 



大相撲出世シミュレーション横綱物語Iサイバーナイトト地球帝国の野望 
1994年8月26日発売 

壽i ポイント 
鮮をっけて強くして笨4 

大横網を宵てるのだ辩にのぞむのだ。力士<75^議ゃ藉 
為!^部屋の親方になって、力士を神状態、それに部屋の経営などに 

横綱に育てる.のが目的という異色 も気を使わなければならないとい 

シミユレーション。新人をスカウ う本格的な内容だぞ。 

-マが競馬よりも身近になって 

いるので、''、育てゲー〃というジ 

ンルを理解していただくため 

■も、お金に余裕があればゼヒ 

5■くの人にためしてもらいたい。 

力士を育てるための練習メニ 

ユーが多く、つねにやることが 

いわば、■''馬ゲー"のお相撲さ あるのであきない。練習によっ 

んバージョン(爵し/)。プレイ て、腕力や集中力といったパラ 

ヤーは愚室ならぬ親方となっ メータの変化が目に見え、強く 

て、部屋を装^させていく。テ なっていくのが実感できてグー。 

ひとことでいえば、馬主な感 

じだ。でも、馬モノよりかんた 

んだし、ちょっと前までハヤり 

だった相撲なんで、なじみはあ 

る。じゃあ、馬モノとどこがち 

がうかってぇと、力士(馬)の数 
ち はんのう かく 
値がわかりやすくて、反応が確 

認できるってことだろうな。「よ 

しよし、今日もガンハ*ったな」と 

かねぎらったりしてさ。それに、 

結果が勝ちか負けかの2つなん 

で熱くなれる。もう、育てゲー 

ムはハマるぞ一。親方に対する 

忠、誠度ってのもおもしろい。夜 

逃げすんな、クヌヤロ/ 

クルが短いので、テンポはそれ 

ほど悪くない。パラメータ1拥撲 

らしさがよく出ているし、グラ 

フィックにも味があ令し……ボ 

クは、けっこう気に入ってしま 

.たそ％でも、好調の力士がい 

きなり引退してしまったのは納 

イベントがほとんどなく、毎 得いかなかった。イベントの少 

月やることはいっしょなので、 なさなど、不満点はいくつかあ 

はっきりいって単調ではある。 るので、オススメとまではいえ 

しかし、けいこ—本場所のサイ ないが、なかなかいいデキだ。 

1994年8月26日発売 
■トンキンハウス_16M_9,900円 
■バッテリー/ックアップX4 ■ R PG 

祐口 
P価 

ポイント 

銀河をまたにかけろ‘tdニコ! 
本格的SF-RPGのftfi。戦闘ロボなど、いろいろな部分で前作より 

ット，モジュール*による戦闘はパワーアップしている。シナリオ 

1 基だが、今回はMiの麵もあはグループSNEが担当。 

|だが、町などのグラフィ 

こ'''サイパー〃が感じられな 

ヽのが残念0もっと徹底して。 

リー上、関係のないフ 

.ルドを歩きまわらずにすむ 

ようにくふうされているのは、 

評価すべき点。つ印ニイ-5ント 

が起こりうる、 

ぃのが残念”もっと碰して。 

(ylAAA^J ストーリー上、関係のないフ 
ィールドを歩きまわらずにすむ 

ようにく J、うされているのは、 

’一」 評価すべき点〇つねにイベント 

SFじたてのRPGだ。主人公た が起こりうる、重要な地域にい SFじたてのRPGだ。主人公 

ちは宇宙船で星から星へど ることになり、間のびしない。 

戦闘は前作より格段に遊びや 

!する。設走はそれら すくなった。カツコイイしね0 

ロボットに_して未知の 
たんさく せってい 

，を探索する。設定はそれら 

っか行ってなにかして、またど 

っか行ってっつ一ことのくりか 

えし。戦闘にはオートがついて 

るけど、ここまでやられたんじ 

やあプレイする意味がなI 

ないか？ すべてにおい 

軽すぎて、ソッケねえんだよ。 

メカはカツコいいけど、船内の 

ないんで 

ル、てぉ辜 

システム的には、前作とほ 

同じ。でも、これがャバイと思 

うぞ〜、オレは。このシステム 

はもう古いんじゃないかね〇ど な気がする。情報逼乱しそうだ。 

グラフィックはイマイチ。メッ 

セージも洗練されていないよう 

陸できる星を探査してさがして 

いくあたり、SFらしくていい。 

:のほかにもジャンプの演出 

や戦闘シーンなど、とに力、く雰 

囲気がいい。システムうんぬん 

よりも、こういっ5 

き么'どうかで、コ 

マップは広そうに見えるけど、き嫌いが決まると思う< 

実際には関係のない（着陸でき クシヨンSF (クラッシャージヨ 

ない）星が多いので、それほど ウとか*••…知らないか)やロボッ 

でもない。ムダっぽいけど、着 卜ものが好きならいいぞ。 

ゲームの好 

う。綠ア 

23 



ザテストプレイ 

パックマン 
1994年8月26日発売 

■ナムコ_12M_8,300円 

齡72ポィント 

パックマンと仲よくなろう 
ナムコの名キャラクターである/< 

ックマンを使った、新しいタイプ 

のアクションゲーム。プレイヤー 

評価 
は、自分の意志で動いているパッ 

クマンに適切な指示を出して、目 

的達成の手助けをするのだ。状況 

や出した指示によつ.て、パックマ 

ンはさまざまな表itになるぞ。 

ホンダべるの 

謎とき要素が強く、パズルと 

もアドベンチャーともとれるが、 

私はノ《ックマンとの対話を楽し 

むソフトだと思う。プレイヤー 

Iい点力调 

モニタ 

tんに意志 

練通できるもんか/これを意 

地悪なしかけととらえる人もい 

るだろう。新しモノ好きは挑戦/ 

ノックマンに、モニターの外 

にいるオレらが見えてるようだ。 

感覚的にいえば、子供番組のよ 

うな感じ。パックマンに、「こっ 

ちだこっち、ち力<うって、そう 

それ、それをひっばれ/」とかい 

•ながら大勢で遊べる。コミュ 

fームだな。こう 

それ 

し、 

した 

くれる 

って^^^^^^しぃぜ。 
メツタになtザームなので、 

買ってソンなし。おもしれ〜。 

必要な指示を与えてやらなきゃ 

いけない。覚えゲーの要素が強 

く、しかけなどについてのヒン 

卜も少ない（少なすぎる気がす 

る）ので難易度は高いが、ステ 

ージクリア時の達成感はひとし 

おだ0それに、パックマンの表 

これはアイディア賞もの。ア 情がとても豊かで、見ていてあ 

クシヨンなんだけど、ダイレク きない。ゲーム中ゲームとして 

卜に動かせないのがもどかしい 「パックマン」そのものも入って 

のだ。つねに画面に集中して、いるし、オススメ。 

MOTHERS〜ギークの逆襲 

■一 1994年8月27日発売 

天堂 _24M_9,800円 

豔07 
ポイント 

、， ， _ナリオ、そして世界観にそくした 
つわ抑^-ム、〇^こ発咒// システムなど、いままでの 

ファミコン版の続編で、シナリオ RPGとは一線をgした内容になつ 

は前作と同じく、糸井重里氏が手ているぞ。糸井氏の手による数々 

がけている。現代を舞台にしたシのセリフにも注目だ。 

前作のことはまるっきり知ら 

ず、予備知識もほとんどナシで 

遊んだんだけど、予想以上にお 

もしろかった。基本的なシステ 

されるのも気に入ったし、し 

ルが圧倒的に低いザコ敵に 

dて儒てるというシステムも 

評価できる。いろいろさわがれ 

たゲームだけど、それにふさわ 

しいクオリティだ。 



ザ テストプレイ 

サンリオ上海 

蠢靥60 ポイント 
とてもかわいいのだ。また、取れ 

けろつぴで上海だ//るペアを線してくれたり、山の 

有名なパズルゲーム「上海」のサ 
はいえがら 

ンリオ版0牌の絵柄がすべてサン 

リオのキャラクターになっており、るので、初心者も安心だ。 

下にある牌を見ることができたり 

する ''おたすけ機能〃がついてい 

ホンダべるの 

キチンと想定して作られている。 

その姿勢がグーだ。ゲーム自体 

はデキはいいものの、独創1性は 

ないし、決して絶賛できるワケ 

ではない。しかし、内容がわか 

りやすいので、ユーザーも買い 

求めやすく、期待を裏切られる 

ともないと思うのだ。 

f一厶の場合、かんたん 

でだれでも熱中できる「上海」 

というパズルそのまんまだが、 

極端にやさしいステージからス 

タートするなど、親子で楽しめ 

る内容になっている。 

jなんで、ゲームがどう 

こうというコメントはしません。 

グラフィックがカワイイんで、 

やはりお子様向けでしょう。途 

中で遊べるミニゲームのほうが、 

かんたんだった。でも、マウス 

対応だったり、けっこう本格的 

なんだよコレ、こんなんすぐ な感じもある。キッズがいるマ 

じゃねえかヨ/ とかいいなが マユーザーにはいいんでないか。 

ら遊んでたらツマりました。す もちろん、先へ進むごとに厶ズ 

いません、ナメてました。結局 力しくなるぞ。ん〜ほのぼの。 

う#し難しくてもいいと思う。 

層向けなんだろうけど、 

劫免でもこれでは楽しくないの 

では？ サンリオのキャラクタ 

一が好き、というのならいいだ 

らうけど。 

ゲットの年齢層（たぶん、 

ステージが進むと牌が増えて幼児だと思う）以外は、あまり興 

ゲームらしくなるようだが、な 味をもたないかもしれないが、グ 

にも考えずに解けてしまう序盤 

戦が問題0いくらなんでも、も 

ラフィックはけっこうキレイな 

ので、キヤラクターのフアンなら。 

趣》^壽篇、ふ: 
Lite■:    ■■■■，■■■! ■， RPG.それぞれのシナ 

ポイント 

7つの世界を大冒険 
RPGoそれぞれのシナリオは1日 

7つの独立した世界をもち、それ 

ぞれちがったシステムでゲームを 

楽しめるというワールドセレクト 

で終わるくらいの長さになってい 

る。また、7人の有名な漫画家が、 

それぞれの世界のキヤラクターを 

描いているのも特徴だ。 

シナリオごとに多少毛色は異 

なるものの、わかりやすいギャ 

グが散りばめられている作品。 

いわゆる、お子さまが喜びそう 

•いけない面もあるが、全体的 

はパワフルでおもしろい。 

リオ1本あたりのスケー 

.さく、テンポよく遊ぶこ 

とができるだろう。行動範囲が 

せまいので、ツマることもまず 

ない。戦闘システムもとっても 

イージー。シナリオ的にもシス 

テム的にも、軽〜いノリで楽し 

めて、肩がこらない。 

1 む 
でプレイしたけど、ちょっと無 

条件死にが多いかなと思った。コ 

マメにセーブしときやいいんだ 

けど。操作などでイラつくこと 

はないか' 戦闘シろ： 

しラフな感じだん 

んだけど、相手の思考パターン 

，テムがす， 

i略性がある 

まったく、ちがったストーリ 

一が遊べるのって、ちょっと卜 

クした気分になる。評価するに 

あたって、全シナリオを途中ま 

に問題があるのか、イラつくこ 

とぶん遊 

ベるデキなんだよなぁ。やっぱ 

チェックしとくゲームだな。 

どれほどのものかと思ってプ 

レイしたが、じつによくできて 

いる。どのシナリオも、短いけ 

れど頭を使わされる。とにか 

く、ちゃんと考えて進まないと 

解けないというのがいい。 

またゲームの性質力\シナ” 

才ごとにちがっているというの 

も評価できる。演出、とくに音 

寒のたな^秀逸だし… 

、'質の高し菊_〃 だね、これ 

は。長編とはVまたちがったお 

もしろさがあるのだ。隠しシナ 

リオなんてのもあるらしいし、 

確実に楽しめる1本だと思うぞ。 



ザテストブレイ 

チョップ1Jフター 
1994年9月9日発売 
■ビクターエンタテインメント_4M_7,800円 

鏟B ポィント 
評価 

なつかしの名作が登場 
の名作をリメイク。ヘリコプ 

ターで敵地にいる味方を救出して 

いくという、横スクロール型のシ 

ューティングアクション。敵もた 

くさん出てくるが、目的は救助な 

ので、かならずしも_倒す必要がな 

い、というのが特徴。規定ス激を 

救出したらステージクリアだ。 

ずいぶんなつかししザームだ 

が、人命救助というアイディア 

は、いまでもとても新鮮に感じ 
うだい にんむ 

られる。その重大な任務ゆえ、 

りで基地と捕虜のいるところ 

，をなん往復もするという、 

単調な作業も苦にならない。い 

まスーファミのソフトに必要な 

のは、こういう発想だろう。ポ 

スとの対決をおりまぜるなどし 

て、イマ風のアレンジをしてい 

るところも気に入った。 

古くささをすベてふり払うと 

ころまではいっていないが、楽 

しく遊べることはたしかだ。 

うおもしろかったりして。シ 

プルなだけに、テクニックが 

‘るゲームだ。でも、ボスがい 

るのはどうもなあ。しかも、サ 

ズがメチャクチャなデカキャ 

ラ。雰囲気ブチこわしだぞ。 

感じとしては海外ゲームにあ 

だ一か一らぁ一、いまさらな りがちなリメイクモノつてこつ 

んでチョップリフターなんだよ/ たな。なつかしめる野郎にゃい 

わつかんねえ一。オレにはわか いかもしれんが、そうでないヤ 

んねえぞつ/でも遊ぶとけつ ツには少し値段が高すぎるぞ。 

うのは何年たってもけっこう遊 

りする。さらに、このゲー 

厶の場合、グラフィックはかな 

リ美しいものになっている。 

けど、やっぱり最近のユーザ 

•にはあまりうけないんじゃな 

、かな。この手のリメイクって、 

ドーマーにはおなじみ、基本的に昔をなつかしむ人向け 

あのチョップリフターだ。まあ、のもののような気がするなあ。 

やっぱり「いまさら」って感じは 思い入れのある人はいいだろう 

あるよね0たしかに、名作とい けど、それ以外はちょっと……0 

72 ポイント 

ビル火災を消し止めろ 
放水銃でビル火災の消火をしてい 

くという、全方向スクロール型の 

アクションゲーム。炎のタイプに 

よって、放水銃を上下に撃ち分け 

なければならない。また、オプシ 

ョンである相棒のダニーの使いか 

たも重要。いろいろな動きをみせ 

る炎を、うまく消火していくのだ。 

まず、そのオリジナリティあ 

ふれるアイディアを評価したい。 

公の消防士が' ビル火災の 

消火や人命救助に立ち向かうと 

種(ボス）と対決しなければなら 

なかったりと、既成のユ 

をうまく活用している.ノ 

それに、パートナーのダニーや 

なかまの通信など、ドラマテイ 

ックに寧り上げるし、炎(敵)の 

_は豊富だし0もう気分は消 

防士だぜ。たまんねえ、カツコ 

. ..•ムだぜちくしよう/コ 

ンティニューが3回と限度はあ 

火を消すアクションがたまら 

なくいい。こういうタイプだと 

へボい横アクションになりがち 

なのにな。こいつあスゲーせ。 

るが、やりこみたくなる。アイ 

ス食いなか#らこういうゲームを 

やるのもオツ。アクション、シ 

ューティング野良Pは買えよ/ 

撃:; 
どの要 

的か下々 

発想の繊というべきか、ア 

イディアがおもしろいね0消防 

士ゲームというからなにかと思 

えば、''、せまりくる炎*という''敵" 

tぅ、といぅ 

アクションゲームだったのだ。 

.的には放水銃の上下に 

華ち分けや、オプションの利用 

などの要素があ__'なり本格 

蘇なァンスゃ镇 
じっはけっこぅ楽 

し的に 
はかなりオーソドックスで、ちよ 

っとウリにかける。グラフィック 

も好き嫌いが分かれそう。 

26 



スパークスター 

スパークスターが移植 
メガドライブのゲームをリニュー 

アルした、横スクロール型のアク 

ジョン。ロケットアタックをはじ 

[1994年9月15日発売I 
■コナミ_8M_8,800円 
■ ACT 

|| 72ポィント 

めとする、主人公スハ。ークスター 

の多彩なアクションが魅力。 また、 

ステージは変化に富んでおり、縦 

スクロールシューティング面や高 

速スクロール面もあるぞ。 

たいへん完成度の高いアクシ 

ョンだ。スピード感にあふれて 

いて、アツと驚くような敵やし 

力、けもたくさん。ポ、ップな色彩 

の画面もアカぬけている。ほか 

ゲームマシンでも出ているが、 

こっちのほうが、な〜んか動き 

がいいような気がする。 

たまに、ぜってェ〜ムリとい 

うようなシーンも出現するが、 
かそく どく e こうげき 
カロ速をつける?由^_方法を 

マスターし、それを活用するこ 

とによってきりぬけることか#で 

きる。攻略意欲をかきたてられ 

る人もいるだろう。 

1919^1 

圓圓 
もスピードが速いため、どこ行 

くんだかわからん。飛ぶアクシ 
そうかいかん 

ョンで爽快感があるかと思え 

ば、敵がいてあんまり気持ちよ 

くなかったり。豪快なんだA、繊 

細なんだかわからんステージ構 

.成なんだよな。スーファミ版で 

メガドライブ版と操作は同じ はもう少しやさしくしてほしか 

なので、知っていればそれほど ったね0内容は、メガドライプ 

操作に混乱はきたさない。でも、版とちがうので、また別のおも 

ロケットアクションがあまりに しろさがあると思'うよ。 

美しいグラフィック、なめら 

かなスクロール、さわやかな音 

楽と、それぞれの要素が非常に 

洗練されている。なかでも色彩 

が、とても深みがあって美しい 

と感じた。しA、も、これで8IVI 

だ。よくがんばっていると思う 

よ、ホントに。操作性もよぐ 

かなりいい感じのゲームなんだ 

けど、難易度がちと高い。ステ 

ージ1からかなりの難しさだっ 

たので、先のステージはそうと 

うにキツいかもしれない。 

でも、少なくともアクション 

ファンにはオススメの1作だ。 

オススメ 
良質な作品が目白押しだ。 
リファイヤーメン」は絶 

:してもらいたい1本。 

海外ドラマを見るようなド 

キドキがある。「マザー 2 j 

は、ホノポノとしたなかに 

もせつなさがあっていいぞ。 

ペックマンjはパックマンを麟するだ 

けで楽しい。「ワイル"ドガンズ」、「横綱物®」、「ス/、• 

-クスター」、「チヨップリフターM」、「ライプ•ア• 

ライブ」なども、たいへんいいデキだ./ 

まあだ、暑いわな。オレ 

<7>/、-卜も燃趙ぇふぉぁ/ 

で総評。「マザー2」だろう 

やっぱ。それと「ライプ- 

ア •ライプ」。 アクション& 

シューティング野郎にや「ワ 

イルドガンズ」と「ザ.フ 

ァイヤーメン」がせって一買い、いや買えよ/あ 

とは、「ハロー/パックマン」が最高におもしろい。 

これは万人向けだ。けっこう密度が通かった今回。 

いつもこうだつたらいいんだがよつ/ 

今回はクオリティが高く 

て満足だ。RPGなら「ライ 

プ•ア•ライプ」と「マザ 

- 2j„アクションなら 
ワイルド ガンズ 

WILD GUNS」。このあた 

りは確実にオススメできる。 

アクション派には「スパー 

クスター」と/'?ックマンもいいだろう。とくにパッ 

クマンは、アイディアが光っているぞ。「サイパーナ 

イトHjは個人的には好きだけど、やはり世界観が 

好きでないと楽しめないだろうなあ。 



ドラゴンクXXM y 
ヒストリードラゴンクエストドラ3はモスト1ドラ1E怒ろ卜111 
ゲーム業界を代表する ''ドラゴ ^ 

ンクエスト*シリーズは、これま 

でに、ファミコンで4作、SFCで 

2作発売されている。I〜inまで 

.をロトの伝説シリーズ、W~VIが 

天空シリーズといわれている。い 

ずれも大ヒットし、ゲーム史上も 
とも売れているシリーズの一つ ファミコン初の本格RPGとして8年前に登場。nは、Iの評判がロコミで広がったこともあっ Iでは転職システムが採用されVいろんな特性 

ドラクェの歴史はここからはじまった。まだパて、いちやく超大作ソフトとなる。発売日には店をもつキヤラを育てるという楽しみかたも。口 

-K；j' - ' v 1 * • •，パ’r:ズ 

発表は昨年の七夕 

N 0 9 V H b 



特報/ドラゴンクエストVI〜幻の大地 

ドラゴンクエストがドラゴンクエストV K5ゴソウ：！:又M.nドラゴンクエストVI 

iターシステムも採用され: 

グラフィック 
昨年の発表会のときに' グラフゾ 

ィックを担当する安野氏のコメ彳 

卜によると、「VIのグラフィックほ 

一大改革となるようなものにしだ. 

i\jということだったが、とりあ 

ズず、今回公開された画面写真を 

.見てもらおう。 

士•いかがだろうか。ここでは、町 

2ふなかのグラフィックが中心だが、 じゅもく こま えが 
や樹木など、かなり細かく描 

れているのがわかると思う。 

二-屯央のキャラクターもこれまでの 

作品より大きくなっているように 

感じるしね0それでいそ^右下の 

写真にあるような、、'ドラクエらし 

さクも残ってい蚤ので、グラフイ 

ックカSi化しつつ、シリーズもの 

のイメニジカヾ踏襲されているとい 

うのは、フアンにとってうれしい 

ものだよね0 

しかし、今回紹介したものはま 

だまだ開発途中のもの。さらにア 

ッと驚くグラフィックを見る?と 

ができるかも？期待しよう。 

III 

とこだ？ 



きれ、魔法の効果もく'。ヮくーアップ 

するとのこと。より迫力ある_ 

が楽しめそうだ。 じゅもん とくぎ 
また、VIでは新しい呪文や转® 

などがくわわるらしいので、そち 

らも楽しみにしていてほしい。 

ドラクエはシリーズをとおして、 

7イールドでモンスターと会うと 

コマンド選択型の戦闘シーンにな 

bが、VIでもそのシステムに変更 

iなさそうだ。しかし、右の写真 

二あるとおり' 背景力^!®表示 

グイクイ動くぞ/ 
これまでおとなしかったモンスターも、 

VIではそれそれの攻擊方法におラじてア 
ニメーシヨンするょぅ 
になったそ。右におな Yh/ \ノト 
じみの3匹のモンスタこちらもおなじみの 

-のァニメパタ-ンを 
紹介するので、じっく てくるぞ。 
りと見てほしい。 

ボストロール 

—c 



より、主人公たちを待ち受ける 
ことになる。 

伝説の魔法都市w力デ' 
の末裔とウワサされる魔法と厶 
チがとくいな少女。性格は明る 

kいが、気分屋な面も。あるもの 
さがしもとめているとき、主 

剣の修行をするため、世界中を旅 
しているなぞの少年。力こそ正義 
だと信じており、自分以外を信じ 
てし、なし、ところがある。なぜそうな 
つたのか、また修行の目的もだれ 

特報./ドラゴンクエスト幻の大地 

y新要素r%ycM 
_彩なイベントシーン 

グラフィック部分の強イ匕もさるんなるお城のグラフィック 

アツと驚く新要囊が満載ダ 

ことながら、切では、最近のRPG 

では不可欠ともいわれるイベント 

シーンが、これ李でとはひと味ち 

がった演出方法で展開されるらし 

J 

下の写真は、ある重要なイベン 

卜め1シーンのものなのだが、た 

んなるお城のグラフィックではな 

く、このなかに主人公たち、キヤ 

ラクターが登場するんだ。具体的 

なことは不明だが、多彩なイベン 

卜が数多く用意されているみたい 

なので、VIのセールスポイントの 

一つになる;：とはまちがいないだ 

転職够私が讎/ 
>特徴のもう一•つが、BIで採 不明だが、選べる職業が10 VIの_のち*5—つが、DIT^g 

用されていた転職システムだ。 

瓜のときのシズテムだと、キヤ 

ラクターを別の_に1^させて、 

より役に立つキネラを育てること 

ができるというも#たとえば、 

すべての攻撃魔法を使える魔法使 

いを戦士に転職させると、体力が 

高くて攻撃カバリバリの魔法戦士 

ができる。また、高レベルの僧侶 

を武闘家にすると、戦いながら治 

療もできるスーパーキャラが作れ 

る、といったぐあいだった。 

VIの転職システ厶の_はまだ 

不明だが、選べる職業が1(^1U 

上あり、仲間モンスターにしたモ 

ンスターも転職できるらUX7)だ/ 

遊び人のスライム、うのも楽し 

そうグだ。続報を待っていてほしい。 

ミレ 



雜瞻フでスクウェア艚つ8大型RPG•ゲ 

鳥山明十八イグレードグラフィック 



て蒸気機関のような雰囲気だ。風車もたく 
さんまわっている。でもタイムマシンがあ 





赤だし、火 
ものも降つ 

ダンジョンなどに人ると 

ラクターも背景も大きくなる。 

イベントなどはこの状態で発生 

フ^ールドはこんな感じ フィールドは、はるか雲の上か 

ら見下ろした感じになっている。 

こまかいところまで描きこまれて 

いてきれいだよね0 

町のグラフィックに入ると画面 

がきりかわるのではなぐ建物の 

たくさんある場所が町、というこ 

との戦闘もこの状態で行われるぞ。 

キャラクターがどんなしぐさを見 

せてくれるか、楽しみだね0 

乗り物がなければ、しょうがないから歩き。目 
の前にある大きな建物はなんだろうな。 



m 

gと空間を飛びこえ、さまざ 

時代を冒険するのが「クロ 

トリガーJだ0これまて•紹介 

綱 

な劈 

してきた機械の時代> 原始時代が 

すべてじやないぞ。もちろん、わ 

かっているとは思うけど。 

行き着いた時間、時代ごとに世 

界はまったく別のものになってい 

な世界 

謎が謎を呼ぶ/ 



ア微ヨ膽德麵纖慮 
tmmMi 
參カプコン 
•12月発売予定 
參価格未定 
•アクション 
參容置未定 

Xのアクションちアクテイプにパワーアップ" 
パーツアイテムを入手すること 

によって、エックスには次々と新 

しいアクションや機能が追加され 

てぃく。その機能を2つだけ紹介 

しちゃおう。まずは脚^ーツを入 

手するとできるエアダッシュ。も 

うひとつは、腕パーツを入手して 

できるダブルチャージ。画面を見 

る限りでは、なんとタメ撃ちを2 

発^でやっている。すごいや/ 
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分づ，承 
サウンドファンタジー❿ 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦命 

■任天堂IMD月発売予定圓6,800円（マウス同梱9,800円）_マウス対応_日.日. Mfk. 

遊びながら美しい音色を楽しもう/ W 

ちょっと変わったアクション+音楽ツールの登場だ/ 
「マリオペイント」を覚えているか 

な？操作がかんたんでユーモア 

たっぷりなお絵描きソフトて•、こ 

れにハマった人も多いと思う。 

そんな人に超オススメなのが、 

この「サウンドファンタジー」。こ 

れは絵ではなく、音を題材にして 

いるんだけど、難しい理論はぬき 

で楽しめる。そういう意味では、 

「マリオペイント」と同じような夕 

イプのソフトだといえるのだ。 

このゲーム、コントローラでも 

操作は可能だが、できればマウス 

て觉びたい。マウスつきパッケー 

ジもあるので、まだマウスをもつ 

ていない人はこちらを選ぼう。 

■モードは全部で4つI 
「サウンドファンタジー」には、全 

部で4つのモードが用意されてい 

る。しかし最初から遊べるのは3 

つだけ。ゲーム中、ある条件を満 

たすと、もうひとつのモードで遊 

ベるようになるのだ。 

音楽を作るモードのほか、アク 

シヨン感覚のゲームモード、プロ 

ックくずしタイプのモードの3つ 

を最初から選べる。もうひとつは、 

オルゴール設計ツールのような、 

ちょっと変わったモードだよ。 

3 
@Bea 卿 pper 
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ファミコンITオトyキ-」を知ってる？ 
の作者が、「サウンドフアンタジ 

一」にも携わっている。どちら 

も独自のスタイルをもっていて、 

難しい音楽理論を気にせず楽し 

める点がすばらしい。 

アスキーから発売されていた 

ディスク版ファミコンソフト 

「オトツキー」。音楽ツールとア 

クシヨンゲームカ壤しめるとい 

う変わったソフト。このソフト 



iat Hopper ル-ルほ?fぬ 
ジャンプし続ける虫をマウスで 

操作するゲーム。3つのモードが 

あるが、最初はトレーニングモー 

ドで練習する こと をオススメする。 
トレーニングモードでタイルに 

乗ると、タイルがめくれて記号が 
しんけいすいC♦くかんかく 

表示される0これは神経衰弱感覚 

で、同じ記号をめくればタイルが 

消える。これを繰り返せばいい。 

一方AとBの2モードでは、とに 

かくタイルに乗ればそれが消える 

が、Bモードでは、タイルが何枚 

か重なっているので注意。すべて 

のタイルを消せば面クリアだ。 

Bモード 
タイルが重なっている数だけ、 

タイルに乗らないと消えない。 

高得点のボーナスもあるぞ。 

八モ_ド タイルを消すと次のタイルが出現）次々 

消そう。出麵に消せばメロディになる。 

wmm 
SI 



デモパターンをお手本にオリジナル作品を作ろう 
絵としてはもちろん、音楽とし 
ても完成されたデモパターンだ。 

Star Tly に星を置いていくと、オル 

ぅに音脈■ 

Star Flyで遊ぶ条件 
Beat Ho叩e「かIceSwe 
eperで八イスコアを出す。 

新作谓 尸 r [ J丄：[』♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Pix 龜ld『tet —fぷ 
このゲームでもっとも工夫されんだり、ツールを選んだりして絵 

最初は遊べないこのモードは、 

ある条件を満たすとはじめて遊べ 

るようになる、隠しモードだ。 

このモードは星空に星を並べ、 

音楽を演奏させるモード。画面の 

上下が音階で、左から右に演奏し 
ねいろへんこう 

ていく。もちろん音色も変更でき 

るし、作ったデータも3種類まで 

セーブしておくことが可能〇 Pix 

Quartet同様、奥が深いぞ。 

色をぬる 

拡大表示 

-ブも3個できるぞ。 

ていて、奥が深いのがこのモード。 

遊びかたは無限大だが、大きく分 

けると絵を描く、音を楽しむとい 

う2つがある。 

画面の下に(丈「マリオペイント」 

にもあったような、多数のツール 

ボックスがある。これから色を選 

AUTOコマンド 

を描く。そして画面上を移動して 

いる虫が、その絵の上を通過する 

ときに、絵の色に応じた音階で音 

を出す(演奏する虫が4匹いるから 

Quartetつてこと）。 

ツールボックスには、絵を描く 

ための便利なツールが、多数用意 

されている。「マリオペイント」で 

おなじみの消しゴム、カット&ぺ 

ースト、スタンプなどがある。セ 

虫をチェンジ キーを変える 



デモンズブレイソン郁村紋章編■❿ 
■カプコン_10月21日発売予定_9,800円 

そろそろ細かく紐介するか w 

ついKその鍵を放 が 
ついに発売が近づいてきた「デ 

モンズプレイブン」。今回は、アリ 

ーマーのステータス画面からはじ 

まり、いままで公開されなかった 

新しいアリーマーや、ステージの 

しょうかい まんさい 
紹介など、新しい情報を満載して 

お贈りするとしよう。これはもう、. 

魔界村をこえた、新しいアクシヨ 

ンヒーローの登場といってもいい 

のでは。 



腿:OV♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦一 

これがレツドアリーマーだ/ 
攻擎アイテムを使える 頭突きできるそ 

ノーマルの特殊能力は■*頭突 

き〃。これで背景の窓や彫像などを 

破壊してお金やアイテムなどを入 

手することができるぞ。 

ノーマルは、キャラのmijc驗 

のほかに、アイテムによって功摩 

力を上げたりすることもできるよ 

うになるのだ。 

つているので、このキヤラを使い 

プレイヤーは最初、レッドアリ 

ーマーを操作して戦いをはじめる 

ことになる。最もすぐれた力をも 



スX—ジ4まで鼇繾介だぞ/ 
ゲーA開始から、かなり苦しい 

戦いがはじまる。巨大な竜ツム 

口"との戦いである。ここからす 

でにゲームははじまっているのだ。 

そうしてソムロを倒したらコaシ 

アムの外に出る。そこにもう一度 

ソムロとの戦いが待っているのだ。 

油断することが許されない展開。 

オープニングでも死ぬのだ 

オープニングでの 

ソムロとの戦いのな 

かでも、ミスをする 

と当然死んでしまう。 

これはすでにオーブ 

ニングではないこと 

を痛感させられる。 

別なステージに進 

むと、マップが一本 

道ではないことがわ 

かる。画面をよく見 

て、行けそうなとこ 

ろがあったらそこへ 

行ってみよう。 

道はひとつじやない 

しステ_ジ1I 匚ステージ2] 匚ステージ3] Eステージ4 _1 
ゲーム開始もこのステージ。基 

本イメージは祭壇で、ここには頭 

突きて•破壊できる彫像が多く存在 
ゆうれいけい 

するのだ。幽霊系の敵が多く出現 

するのはいうまでもない。 

大きな街の廃墟のようなステー 

ジ。最初にショップや破壊できる 

窓などが多い。先に進むと水が多 

くあり、水の紋章がかなり重要に 

なってくる。 

:免 \ 

森のなかを進むステージ。ダメ 

ージを受ける地面が多く、あやし 

い生き物も多く出現してくる。気 

かなり高い塔のようなステージ。 

上に上にと上がっていき、空中を 

飛んでボスまで進むにのだ。気の 

紋章があればあらたな道が開ける。 

ノーマルだときついぞ。 



新作 ifeb Dm1 iKirn^ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦命 

ヘラクレスの栄光IV神々からの贈り物® 
1^ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦令 

■データイースト_10月下旬発売予定_9,900円■バッテリーパックアップ 

アナタノ''カラダ〃チヨツトカシテクダサ〜イガ W 

A これ 
キヤうに話しかけT”ビか7"とばOK 
ヘラクレスの栄^tシリーズ最新 

作。今号はまず、このゲームの最 

大の特徴であるトランスフアーシ 

ステムについて徹底紹介をしよう。 

主人公たちは旅の先々でいろい 

ろなキャラに出会う。話しかけた 

とき画面力し^ ''ピカツ"と光つ 

たら、そのキャラの体に乗り移れ 

るということなんだ。このシステ 

ムを覚えないとゲームをうまく進 

められないこともあるぞ。乗り移 

れるキャラ(夂人からネコや羊ま 

で千差万別。乗り移りかたとその 

様子については下の紹介を見てね0 

© 1994 DATA EAST CORP. 



きこりと羊の丰itでし、ろし、ス> 試 
この村は最初にくる大きめの村 

だから、とりあえず、村中をまわ 

って、いろいろ話をきいていこう。 

また、ある家では時間によって人 

がいたりいなかったりすることも 

あるから、宿屋で休憩をして時間 

を進めるといいぞ。武器やアイテ 

ムなんかも売っているから、買っ 

ておくとラクだぞ。 

圖Tffifl奴，:二也 

ゲーム序盤で11乗D移れる"キヤラクターのみなさん 
: 卜•圓窗驗 

IP^sSi r^)lj 
I I | ■ 

そして……壮大なスト-リ■の幕は関かれた// 

ではここで、ゲーム序盤で乗り 

移れるようになるキャラクターの 

みなさんを紹介する。といっても 

いちばん左のキャラ ''タント〃は 

主人公が最初っから 

るキャラなんだ。 

の程度だけど、ゲームが進むとさ 

らにキャラ数は増えるぞ。 

前号で紹介した9000^前のスト 

一り一力资わると、いよいよ冒険 

の旅に出ることになる。まずは神 

殿を出て、南へと進もう。ある小 

さな村？が見えてくるはず。こ 

の村に入ると、多くの羊たちと、 

小屋のなかにいる羊使いぺテルス 

に会うこと;^できる。このべテル 

スに話しかけると画面がフラッシ 

ュするそ/そして羊のなかにも 

……。この村にある讎に話しかけ 

るとセーブができる。 

おなかが痛くて羊を別の村へ連 

れていくことができないぺテルス。 

ここはひとつ、ぺテルスのかわり 

に羊を引率しよう。 

羊を連れて村を出たら東へと進 

んでいく。すると村が見えてくる 

んだ。この村へ羊を連れて入れば 

いいってわけだ。 

この村の人たちと話をしていぐ 

と、ある家で、あのプラトンの奥 

さんという人物と会うことができ 

るんだ？？？ 



激烈連脚 

新作腿'MTH1 Xli警 

ドラゴンボールZ超武闉伝3 ❿ 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦令 

■パンダイ■ 9月29日発売_9,刚円 Jfl|k 

魔人スウも登場/至上最強の戦士はだれだガ W 

登場キヤうは9人/新システム導入てパ9ベ 
これまでにも何度か紹介してきたZ戦士のほかに、界王 

た「ドラゴンポールZ超武M伝神や魔人プウの登場。 

•3」だけど、今回ではいよいよ新 いよいよ発売間近の''超| 

システムがあきらかになったのだ。武闘伝3〃 の全ぼうがあ■ 

また登場キャラも、前回までにきらかになったのだ。 

紹介した悟空ゃ悟飯、悟天とぃっ 

①テユアルラインも健在// ： ®接近戦がパワ■アップ// 
超武闘伝シリーズの 
特徴がaデュアルスク 
リーン•だ。間合いを 
1画面以上離れると、 
画面が分割表示される。 

舞空術で空中戦がで 
きるのも、このゲーム 
の特徴。ただし今回は、 
上空に行くことのでき 
ないステージもあるぞ。 

TW 

ぬぃステ-ジも!j ②"上空"に行けない;^-ジも!? 

接近戦といえば、超武闘伝2で投げ技が追加され 
たが、今回はさらにコマンド入力での接近技が充実 
している。広い間合いからの攻撃も可能になった。 

④同一画面上での 
空術"が可能に// 

•，を1吏うことで， 
める超武翻伝だI 
の酬上で（ 
面内で<7^ 

二で、上下2画面での空中 
戦*壤しめる超武颶伝だけど、それはあくまで 
もべつべつの画面上でのことだった。それが今 
回、同じ画面内での使用が可能になっているぞ。 

べっ_での!^^ 
は前作まででも可肯I 
だったが、今回は同 

内での^!? 
か*5J能なのだ。 

登場キャラ(7V&ち技它大紹介/炸裂穹3必殺技// 
今回もさらなるハ°ワーアップが 

はかられた必殺技0もちろん、こ 

のゲームじやないと楽しめない、 

''デモ必殺技"も健在だ。悟空の''か 

めはめ波〃、ベジータの''ファイナ 

ルフラッシュ*はもちろんのこと、 

新技もさらに追加されている。ま 

た、新キャラである界王神やダー 

ブラ、などの必殺技は、超強力な 

なものばかり。18号にも新技がく 

わえら札1作めとはちがったも 

のになっているそ*。 

潜在的に高い能力をもつ。 
実力は父、悟空を上まわる。 

悟飯もスビIド、パワ—と 
もにバランスがいいそ。 

力、速さ、迫力のすべてをか 
ね備えた最強の戦士。攻擊 

技、防御技、ともにバラン 
スがとれたキヤラクタ—だ。： 



M 

ボールは、手のひらに集めた悪の気を巨大なエネルギー球にして敵に 
)ける。豊富な光^を駆使して戦うのだ。 

SM1 __ g 
mi 
ついは士 

r 

n与 

き以^111 

エネ〖レキーボーfV 

士 〇すサ 
に出るイ 

Uml 
なるえの 
い技らエ 
パはれ1J 
ワ 'たI 

ものら自 
つ戦繰負 ■ たて‘f § u1技^多いので、接趟rr•ダメージをあたえ気版鯀桃[でとどめをさせ/ 

0も線圧 
出つ技倒 
さ魔を的 
れ界中な 

I 
ilii 
りか殺’ 
°ら技 

“:募ぬ:;•ンチゃキック 

み:pct■■慮-フリット 
外や意外。なへと、全 

戦士中最強の鄉力を 

ほこる超戦士なのだ。 

予想のできない動きで対戦相手を 

惑わしてくるぞ。原作のマンガで 

は、悟空にその実力を認めさせた 

魔人ブウを倒すのは……？ 



新作:JUlM 

サムライスピリッツ 
■タカラ■ 9月22日発売■10,900円 

ケケケの幻庵と高慢娘だ/ 

不知火3庵 
せいしん まどう そ 

し5&嶋あん 

みずからの肉体と精神を魔導に染め、ただ相手を倒すこ 
とのみに執着する。その攻撃力はかなり高いのだ。 



遠距離攻撃の間合いがかなり長 

く、強斬りの攻撃力は幻庵同様に 

高い。最強といわれているキャラ 

なのだ。蹴り攻撃も強力ではある 

が、強斬り攻撃の威力の前には霞 

んでしまい、あまり使うことはな 

い。ただし、立ちの強獄りは対空 

に使えることもある。両方を使い 

こなすことですベてのキャラに勝 

てる力をもっているのだ。ジャン 

プ強斬りだけで相手を倒すことも 

できる、非常に強いキャラ。 

上方にジャンプしながら光の帯 

を引いていく。これがかなり強力 

な対空攻撃になるのだ。相手がジ 

ャンプした瞬間に出せば、ほ(纖 

実に相手を迎撃できるが、逆に威 

力はほとんどない。ポタンによつ 

て上昇スピードがちがうが威力は 

同じ。相手の起き上がりにかぶせ 

て体力をケズるといった使いかた 

のほうが強力に思える。 

斬りポタンを連打することで出 
いどうけいひっさつわざ 

せる、移動系必殺技だが、技が発 

生してから攻撃するまでにかなり 

のスキがあり、あまり使うことは 

ない。弱は移動距離力篼く、強は 

長いが、逆に技の発生は弱のほう 
が早いという特徴をもつ。 

最近のゲームではあたりまえ 

になりつつあるラスボス使用。こ 

-厶にももちろんあるはず。 

出しかたはいまだ不明だが、そ 

の必殺技などは冬号で公開でき 

る予定なので、乞うご期待。次 

号は付録なのだ。 
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，作豐麗⑩FTTMW砂 ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦令 
ライズオブザロボッツ⑬ 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦命 
■ T&Eソフト■発売日未定_10,900円 

格闘ゲームの未来はきっとこうなる!？ 

=今号は全7キャラクターの必殺技を大公開// 
いま、家 

に餐観な 
ードとち 

ハるEli 

.家庭用、ァーヶード 

肉な人気を見せている括 
ゲーム。このジャンルのソフト、 

数もさることながら、たいしてち 

がし、のわからないものが多い。 

しかし、この「ライズオブザロ 

ポッツ」はなにかがほかの格闘ゲ 

—厶とちがうのだ。それはなにか？ 

演出のしかたである。いままでの 

動かないビジュアルにセリフを入 

れたものではなく、CGを馬区使し 

て、その独特な世界観を細部まで 

きっちりと表現0ぜひとも、この 

ゲームをi甚肯gしてもらいたい。 

まずは各ボタンの使いかたを覚えよ5 ■ボタンの組み合わせでいろんな技が出るガ 

【 プレイ中に使用するボタン 

プレイ中に使うボタンは下記の 

カコミにあるもの。これらのボタ 

ンを組み合わせて使い^相手を攻 

撃したり相手の攻撃を防御する。 

これはいままでの格闘ゲームと 

基本的には同じなので、このテの 

ゲームが得意な人ならすんなりと 

遊べるだろう。繰り出す技もそれ 

ほど多くないのがうれしいね0 

十字ボタンキャラクターの移動から必殺技まで、いちばん】 

要な役割をはたすポタン。まずは、キャラクターを 

完璧に動かせるように。技はそれからだ/ 

®ボタン 

弱キック 
■連射が利くぶん攻擎 
«力が低ぃ。相手の動 
きを止めるときなど 
に使える。弱を主体 
にI文めるといいぞ/ 

中キック 
連射はある程度でき、 
攻擎力もそこそこ。 

におりまぜ 
:うようにし 

攻擊力が高いぶん連 
射ができないし、ス 
キが大きい。遠い間 
合いのとき、少し早 
めに繰り出そう。 

⑬:命. 

m 
(Dポタン 
弱パンチ 
攻擊力がいが、そ 
のぶん蘭できる。 
相手の^ の出がしら 
を攻めるときに使え 
る。ガンガン使え/ 

m 
強パンチ 
攻擎カヵ滇いがスキ 
があるナこめ、フイニ 
ッシュに使ったり、 
相手を追いつめると 
きに使うように/ 

これはほかの格闘ゲームと同じ 

で、しゃがんで攻撃するのと、立 

つて攻撃するのでは出る技がちが 

う。十字ボタンをななめ上に入れ 

ながら攻撃ボタンを押せば、ジャ 

ンブ攻撃になる。 

このように十字ポタンとの組み 

合わせで、さまざ宇な技が出せる 

ので、いろんな状況に合わせて、そ 

れに敵した技を出すようにしよう。 

防御はしっかり// 

このゲームでは、相手の攻撃を 

くらったあとの動けない時間（硬 

直時間というやつだ）が長い。だ 

から_で攻撃を受け、あっとい 
う間に負ける、なんてこともワリ 
y ± < - yかのナゴ_ 



どの必殺技もすご〜く出しやすいのだつ// 
ほとんどの必殺技は直線的なコマンド入力 

'、直線的なコマンド入力"とはなこのゲームでは、3®!の 

にか？ななめの入力をしないもキー入力で出せるので、あ 

の。つまりかんたんなコマンド入わてずに入力できれば、か 

力のことをさす。従来の格闘ゲーならず技が出るはずだ。'*こ 

ムは、必殺技を出すときのコマン ふくざつ しょしんしや 
ド入力が_で、初/！:、者にとって 

れから格闘ゲームをやる" 

って人は、入門用としてい 

はついていけない部分が多かった。いかもね/ 

これが全登場7 ロボツトの必殺技だ一つ// 
サイボーグ 

Pile Driver 

Bomber Jump 

Trbo Head-butt 

4 Tパンチ 
Body Siam 

——パンチ 

Cyber Slash 

——パンチ 
Catapuit Spin 

itパンチ 

Double Fork Slash 

一—パンチ 
相手に向かって刃状に変化した腕 
を突きつける技0技が出るまでが 
速く、効果が少し残るので、早め 
に出せばけっこう当たってくれる。 
端に追Lつめたときに使おう0 

° ゅぅ 
必殺技は少ないけど、攻撃力か肩;い。有 

勤に使ってスキのない戦いを心がけよう。 

まだまだ隠された能力がある 
ここで紹介した技以外にも' 

まだ隠された技があるらしい。 

どういう技で、どういうふうに 

にして出すのかはまだ秘密。な 

かには無敵になれる技もあるら 

しい。発売日はちょっと延びた 

けど、期待して待とう/ 
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新作]:BDilTTてTiT伽 

1 
B 

1 
M 

豪血费二赛…………………， 
izsasaBHra ■アトラス_彳〇月発売予定_1〇乃〇〇円 

IHDD1K SFC版のキ-ス&ァニ-が、っぃに登場/ W 
| 

SFC版オリジナルの2つのモードを大紹介/ 
しよつかい たね 

これまでに紹介してきたお種、 

ネし次、ハヘンファロー、アンジェラ 

の4人に轉き、ようやくキースと 

アニーが登場。この2人が登場し 

たことで計6人の紹介になる。今 

回は、この2人のSFC版オリジナ 

ルの2つのゲームモードについて 

紹介していきたいと思う。 
ぎようむよう ごうけつじぃちぞく 

また、業務用では「豪血寺一族 

2」がついに発売されるというこ 

となので、特別にちよこつとだけ 

その情報も紹介しちゃうのだ。 

曹•瘺 miOUm 

まず1つめは、「ライフアタッ 

クモード；このモードは、好き 

なキャラクターを1人選び、1 

ライフでCPU対戦で何人勝ちぬ 

くことができるのかをきそうモ 

—ド。つまり、画面左上にある 

黄色t你カメーターが、すべて 

赤くなる（いわゆる0ポイント） 

までに何人倒すことができるか、 

というのが目的になる。 

このモードには ''8人ぬき" 

と416人ぬき"の2つのモード 

が用意されているぞ。 

ブラックディス:5. 
このモードは、いわゆる練習ードなのた*。a 

:いなにを練習 

プレイの前に 

モードだ。いったいなに， 

するかというと、 

かならずマスターしておきたい 

''連続技"。これを練習できるモ 

が決まるご 
とに画面にHIT数が表示される。 

技のほとんどが連続技として使 

える豪血寺だからこそ、このモ 

-ドで練習し 

さのために、色もの 

的な部分がとかく取 

りあげられがちだが、見ためのお 

しろさはほんの1分でしかな 

い。というのも、このゲームでは 

ほかの対戦格闘ゲームでは見られ 

ないほど、連続技やキャンセル技 

が用意されている。きわめればき 

わめるほどそのおもしろさが広が 

る。それこのゲームの魅力だ。 

本格格闘アクションとして「鼬寺一族jを楽し8 
キヤラの個性の強i 



岛，.，•がi 鐘 

フオトン•パースト 

小柄な体に似合わない1j-チの長さとすばやさは天下-s/ 

これといった特徴は少ないものの技の使いやすさはN0.1/ 
キースは攻守ともにバランスが 

よく技の使い勝手もいいが' こ户 

といった特徴は少ない。；£_に 

(4,相手を殴り倒す*ナックル• 

ボマー"や、と具の*ライト 

ニング.スラッシュyなどがある。 

□一 IIング•キヤノン 

む：."’ .;:；IS 
' 1 

ナックル•ポ7— 

スパイラ〖レ•キック 



:新作 _[iTiDrir m ■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

■露] 
フエーダ~1ンブレム•ォブ•ジャスティス 修 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦命 
■やのまん_10月28日発売予定■予価9,990円■バッテリーパックアップ 

1キミは至高の戦士となるか!？それとも…… 



今回liiリア3以降の展團雄介するのだ/ 
エリア3 ，ン 

|§Sfii；^ -,.igiiali 

li. 梦 ir^ii | れぉ闘 

&愚1 I;デ，？巧，■へ■ I 嚭 
を次 

エリア 途中で力尽きちやったら……? 
途中で倒れてしまったなかまキ 

ャラは、捕虜として帝国軍につか 

まったことになるのだ。戦闘終了 
L*うようじょ し*うげき 

後収容所に行き、_が成功する 

とそのなかまキャラは無事、部隊 

にもどってくるそ#。 

捕虜収容所になぐ！3こみだ一っ/ 
捕虜収容所では、ブライアンと 

アインの2人だけで敵を全滅させ 

る。もちろんそのぶん経験値はも 

らえるんだけど、属性が変わって 

しまう、なんてこともありそう。 
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新作」Qiim 1MU♦♦♦一一 

イルバニアンの城 

和(DSLGHKTTスス:MK07J知■班山-加ン 

ブル'-ストは、まずガイアの寅のエリア、 
イシ：！ HMこ供入し-最強!こして最高位のマ 
スタ'-、クロノ王を倒すと、 
ffi宝とも曾うべき魔?去の秘伝睿「命の眷」を 
春い、甶6マスターのffilこついたの/^ 

最近の甘口なゲームにあきてし 

まっているハードなキミにオスス 

メな1本。この「イルバニアンの城」 

は、モンスターを成長させながら 

より強力な部隊を作り、敵マスタ 

一を壊滅させるのが目的。マップ 

は、全部で30用意されていて（シ 

ナリオモードでは19マップ)、この 

なかから1つを選んでプレイする 

のだ。また、このゲームでは最大 

4人までか漱いに参加できる。そ 

してスーハ•ーフアミコンマウスに 

も対応しているので、イライラす 

ることなくスムーズに遊べるぞ/ 

IF 
一 

[i tf■ムモ■ドしナリずど17ッyog種钃蠢] 

シ+リオモードでは、モンス 

ターやマスター自身を成長させ 

ながら、継続したマップをクリ 

アしていく。1人プレイ専用で、 

敵マスターはコンピュータが担 

当することになる。 

また、このモードの特徴は、 

「召喚したモンスターを次のマツ 

プへもっていける」ということ 

にある。だから、むだに倒され 

ることがないようにしたい。 

このモードでは、個別に完結 

している30のマツプのなかから 

1つを選び、プレイする。また、 

マップによっては最大4人まで 

の参加が可能なのだ。 

□基本的にはモンスターが戦うぞガ □マスターは魔法が使えるのだガ 
敵軍と戦うのはモンスター。マ 

スターが次々と召喚し、敵の陣へ 

と駒を進めていく。モンスターた 

ちには経験値があり、戦いを重ね 

るごとにこれがアップする。モン 

一は一度でも死んでしまうと 

させられないので注意しよう。 

マスターは、直接戦闘にくわわ 

らないかわりに、強力な魔法を唱 

えられる。魔法は『MP』という 

数値があり、これがないと使うこ 

とができない。敵マスターを倒し、 

マップをクリアすると、より強力 

な魔法を使えるようになるぞ。 

かく こうげき 
Iには、回復系とI文撃系、 

(相手の動きを止めると 

か）の3讎1〇強力な魔法になる 

と、一発で相手の体力を1桁にし 

たり、味方の体力を全回復させる 

ものまである。それからこの魔法 

は、マスターによって唱えられる 

ものと、唱えられないものがある 

らしいぞ。 



_ ® _ ⑩ ® . 
コード 不ーム ワイン ト •ワオ ツナヤー — 

暗号名は11風を見る者〃 
_風見潤 

ソード•ワールドSFC2日記 
7月15日「ソード•ワールドSFC2」 

の^売日である。し力、し、しめ切り 
があって、外に出られない。 

りというのは、某講談社の 

なのだ。ぼくの住んでいる 
京都は、今年、建都1200^なのであ 

る（ぼくだけでなく、交代でこのコ 

ラムを担当していらっしゃる麗しの 

小野不由美さまや、我孫子武丸さん 

も京都なのだが)。それにあわせて、 
ミステリーを書きましようということ 

になり、急遽、書いていたのである。 

くというか、なんにでもなれるだろ 
う……という考えからだ。エルフの 

戦士というのは、あまりないからな。 

能力値の決定は、マニュァルて•ゃ 

ってみた。オートというのdいろ 

んなRPGで見かけるから、めずら 

しいほうを選んだのである。 
AからHまでの棚があって、それぞ 

れサイコロの目の数値を入れていく 

わけだ。 
サイコロの絵が出てきて、コロコ 

口と回転してくれる。なかなかかわ 
しめ切りということは、今日まで 

に書きあがっていないといけないの 

だが、なんと、まだプロローグしか 

できていないのである。 
う一む、困ったものである。 

あ、いま思い出したが、うちのす 

ぐそばにも1軒、スーファミ屋さん 

か#あるじゃないか。しまったなあ、 
あそこに行けよ力、った。 

まあ、買ってしまっていたら、原 

稿力^書けなくなっていただろう 

けど。 
本氺氺 

7月18日午後から「ソード•ワー 

ルドSFC 2」 を買いに行く。とこ 

ろが、なんと、売り切れ店ばかり。 

こうなると、ますます欲しくなりま 

すね0何軒もまわって、やっとふつ 
うのおもちゃ屋さんで購入できた。 

その店で売れ残っていたのは、や 
や高いからかな。 

帰宅して、さっそくキャラクター 

作りをはじめる。 
名前を決めるのはかんたんだ。；^ 

勢のキャラを作るときは、好きな歌 
舞伎役者さんの名前を借りてくるの 

だが、一人でいいときは、自分の名 

前にする一つまり、ジュンである。 

•性別は男。種族は人間である。人 

間にしたのは、べつにエルフやドワ 

ーフに偏見をもっているからではな 
い。人間というやつは、ツプシがき 

いらしい。 

この欄がなにを意味しているのか 

わからないが、まあ、あとはコンビ 

ュータがたし算をして、器用度やHP 

が決まる。 
ジュン君{織士をめざしているの 

で、筋力が大きいほうがいいだろう 

と、何度か振り直す。 
筋力14(7)キャラができたので、こ 

れで決定。 
このキャラはすでに経験値をもっ 

ている。そこでその経験値をフアイ 

ター技能やら、ソーサラー技につ 
ぎこむ（これは失敗だと、あとで悟 

るのである)。 

いよいよゲーム開始だ。 

ジュン君がいるのは、どうやら才 
ランの町。そのなかのせ代王国へ 

の扉亭"にいるらしい。 

オランだって？ ''古代王国への 

扉亭〃だって？な、なつかしいで 

はないか。 
というのも、『ソードワーノレド•リ 

プレイ集jでおなじみの地名や店の 

名前だったからだ。 
思わず、本のほうを読みかえして 

しまう（ゲームはどうなった？）。 
氺氺氺 

7月19日リプレイ集を読み直し続 

ける（原稿はどうなったんだ？）。 

ソードワールド関係の書物は、富 

士見書房の當士見ドラゴンブックか 

が出ていて、どちらもすでに6冊を 

数える。 

とはあったけれど)。 
そんなわけでテーブルトークと 

シナリオよりリプレイのほうが好 

きなので、そちらをおもに紹介する 

けど、『盗賊たちの狂詩曲』にはじま 
って『モンスターたちの交響曲』 

『終わりなき即興曲』までの3部 

作、そして『魔境の支配者』『南海の 
勝利者』の2部作（ここまでは山本 
弘さんとグループS N E)。最新作は 

『2万ガメルを取り返せ/』（これは 
清松みゆきさんとグループSNE)0 

こうした作品の多くに、今回の才 

ランの町や ''古代王国への扉亭〃が 

出てくるのだ。 

なじみの名前に、思いもかけない 

ところでばったり出会うって、なに 

か心楽しいものがある（じゃあ「卜 
ルネコの大冒険jで、くさった死体 

に出会うのは楽しいのかと、つっこ 
まないように)。 

まあ、思いもかけないっていうの 

は、ちょっとちがうけどね0でも、 

ぼくはなんとなく、リプレイ集はリ 

プレイ集、スーパーファミコンのゲ 
ームはゲーム、と考えていたようだ。 

それにしても、リプレイを読み 

直すことで、この「ソード•ワー 

ルド」はもともとはテーブルトー 

クRPGなんだなと再確認した。 
テーブルトークというのは、1 

回しかやったことがない。むかし 

むかし、「星群祭」という京都で開 
かれていた小さなSF大会で、山本 

弘さんのゲームマスターでやつた 

いうのは、ほとんど知らないのだ 

けれど、リプレイを読めばある程 

度の雰囲気はつかめるわけだ。 
そして、そのりプレイから類推 

すると、このゲームは奪囲気をよく 

表しているような気がした。 
氺氺氺 

7月22日金曜日である。小説の 

しめ切りから1週間が経過した。 

しかし、まだ書きあがらない。 

どうせ土日は出版社も休みさ、 

月曜に渡せば……と思っていたけ 

れど、日曜にはイベントがあるの 

だった。 

7月24日日曜。6年ぶりに「星 

群祭」が開かれ、ゲストとして出 

席。会場には『ロードス島戦記』 
や『クリスタニア』で知られる水 

野良さんもいらしていた。 
話は当然リプレイのことになる。 

「リプレイのほう力薇みやすいし、 

売れるでしょ」とぼくがいうと、 

『口ードス島戦記』の場合' 小説版の 

ほうが何倍も売れているそうだ。ふ 

一むそういうものなのか。 
氺氺氺 

8月1日やっと原稿が書きあが 

つた。これで心おきなく「ソード• 

ワールド」をやりこめる……と思 

つたら、もうこのコラムのしめ切 

りがきてしまつていた。ゲームの 
内容については次回なのである。 
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# ® _ 雜⑩⑩❿ 
日本一の無賣任ゲーマー 
■我孫子武丸 

にほんむかしばなし 

あびこたけまる 
vmmo，89年にノベルズの「8 <7mAjで 
デビュー。自称「日本ーゲームのうまい推理作 
家上ゲーム^を見るたび「かまいたちの夜jの 

にビクビク。一'みんな、読まないでプ 
レイしたほうがきつとおもしろいぞ/ 

々さびさにR P Gをやっている。 
「サン廿ーラ•ナーガ2」だ。 

もちろん前作はプレイずみ。あま 
り有名ではなかったが、なかなか変 

わった魅力をそなえた、面白いソフト 
だったので、続編はずっと待ってい 

たのだ。 

前作の赃度が低ぃのか、発売前 

の期待度は意外と低いままだったし、 
雑^のレビューもどこもあまりいい 

点はつけていな力、った。しかしもち 

ろん、雑誌のレビューなんてものは 

見にすぎない。 

に購入して遊んでみる 

ものの、非常に楽しめ 

早速発売日【 
と、難はあるもC 

るソフトだった。システムカ《オーソ 

ドックスすぎるところが評価の分か 

れ目かもしれないが、ぼくは「うん 

うん、R P Gはやっf尤りこれだよなJ 

と思ったものだ。 
だいたいコンピュータR P Gのな 

にが一番おもしろいって、やっぱり 

キャラクターカ《成長していくことじ 

ゃないだろうか？そしてもうひと 

っ付けくわえるなら、関西人のぼく 

としてはお買い物の楽しさだ。 

ところのRPGといったら、 
レペルを上げるためやお金を貯める 

ための戦鬪はストレスが溜まるから 

と、どんどん排除する方向に向かっ 

ているとしか思、えない。もちろん、 

そういった「サクサク」RPGを全 

面否定するわけではないが、ある程 
度の「ストレスや「我慢jがある 

からこそ達成感があるということを 

忘れてしまってほしくはないと思う。 

どうもぼくにt九ゲームというも 
のにはかならず「忍耐jとか「我慢j 

どりょく ようき!*う 
とか「努力」といったものが要求さ 

れて当然、という意識がある。 

……だぃたぃ、最近确ぃもんは「忍 

酎」っちゅうことを知らん/わし 

らの若いころ、ゲームというのはそ 

うそう気鞋にできるもんじゃあなか 
ったんじゃ。1時間ほどの中途半 

端な時間ではゲームなどできん。た 
とえt讶火の夜長、最低でも4、5時 

間は遊べるという見通しがあって、 

はじめてバソコンのスイッチを入れ 

るのじや。そしてカセットテープの 

ソフトをセットすると、、'CLOAD〃 

といった命令を出す。ガー、ピー、 
というモデムから聞こえるのと同じ 

あの音か潤こえ出したら、おもむろ 

にコーヒー豆をひく。電動ミルでは 

ないぞ。手回しのゴリゴリやるやつ 

じゃ。豆をひき終わると、サイフォ 
ンにセツトしてアルコールランプに 

I CHOTTO1 
I GAHAN L 

火をつけるのじや。その間にもちろ 

ん、カップは温めておかねばならん。 
あとは煙草の2、3本でも吸いな 

がらゆっくりコーヒーを飲み干せば 

……ほれ/ようやく立ち上がる、 

というわけじや。スイッチを入れて 

から1盼から15^*というところか 
の。だから当然、1回のプレイも長 

くなろうというもんじや。 

そんなわけじやから、テープから 
ディスクになったときは驚くほど快 

適になったもんじやった。なにしろ 

スイッチを入れて2渺たらずでゲ 

ームか•できるのじやから。モンスタ 

一が出てくるたびにアクセスして5 

秒ほど待たされたりするのもご愛敬 

じやった。RPGでは死んだらセー 

プしたところからやり直しというの 

が当たり前じやったから、「ドラゴン 

クエスト」をやったときは待ち時間 

はないわ、死んでも経験値は失わな 

いわとII くことば力、りじやった一 

などと年寄りふうに書いてみたが、 

べつに誇張したわけではなく、実際 

こんな感じだったのだ。そしてどん 

なゲームも物めずらしくてしかたの 

なかった時代だから、遅かろうがス 

トレスカ<溜まろう?!)<、「そういうもの 

だ」と思って遊んでいたのだ。かわ 

いそうに、などと思わないでほしい。 

あのころ当にそれで楽しかっ 

たのだ。 

ついくだらない昔話をしてしまっ 

たが、「サンサーラ•ナーガ2」は古 

き良きR P Gのテイストがあちこち 

にただよっていて、気持ちがいいと 

いうことがいいたかったのだ（そう 

か？ )。 
ちなみにこのソフト、キャラクタ 

ーデサインの桜玉吉はおなじみだろ 
かんとく おしいまW き♦くほん 

ぅが、監督の押井守' 脚本の伊獅 
典といった人の力のほうが注目され 

ていい。前作から引き続いて使われ 
ている亀の上に積み重ねられた世界 

ってのは「うる星やつら2ビューテ 

ィフル.ドリーマー」なんかを思い 

出させるし、脚本もベテランらしく 

セリフのはしばしまで気持ちのいい 

センスが行き届いている（「そばをた 

ぐってます」っていう表現なんか好 

きだなあ)。 
まだ半分くらいだけど、きっと最 

後にはまた泣かせてくれるんじゃな 

いかと期待している（前作のラスト 

はぼくのプレイしたすベてのR P G 

のべスト1に入れてもいい)。 

—さあ、次回は「ゲームの鉄人 

〜シミュレーションがにマジカル 

シュート/ (©^■ャチャ） 



残暑纖い申し上げます 

Carrot向上委員会開催中 

女の気まぐれノート 
前回にひき続き、2ページにな 

つたCarrot Clubをどう改善する 

か、みなさんの意見をきいてみま 

しょう0なお、なづけて''Carrot向 

上委員会〃とは、京都府の田畑さん 

のアイディアです/ 

Vまず、自己紹介のメンバーズデ 
はいし じょうれん 

一夕は廃止すべき。常連さんのは 

見て楽しいけど•…”。それ!)、ら、RPG 
きかく おとめ せいさくいいん 

の企画を出し合う乙女の製作委員 

会は、おもしろいけどまとまらな 

いからなぁ。それと、好きなキャ 

ラへの思いをつづるあなたへラブ 

コールと、似合いの2人をさがす 

カツプルねつ造大作戦はひとつに 

まとめられません？最後に、ゲ 

ームキャラの私^をデサインする 

ブティックキャロットジェンヌは、 

イラスト勝負なので大きく見やす 

く &せて。 

はじめてCarrot Clubを読んだ人 

にも見やすく、わかりやすくして 

ほしい。女性のためではなく、読 

者のためのページという意識を。 

(神奈川県旅館の娘15歳） 

零まず、フリートークの乙女の気 

まぐれノー トは、このまま1ペー 

ジでいいと思います。で、気まぐ 

れノートのほうに、メンバーズデ 

一夕や乙女の会議室（P.61参照)、 

ゲームとの出合いをふりかえるガ 

ールミーツゲームストーリー、悩 

私としては、読者全員のプ カ作をありがとう。同様の意見も3通きていますが、活 
ロフイールを知りたいな〜。 字のほうがいいという意見もあるのです。みんなは？ 

みを相談する乙女の相談室を合併 

するとか。ラブコール、カップル、 

ブティック、製作委員会はもう片 

方のページを2分割して、1力月 

ごとに掲載というのはどうでしよ 

う？とくにこの4つは女性なら 

ではのコーナーですよね0廃止す 

るのはぜったいに惜しいですよ/ 

(北海道リンちやん30歳） 

▼知ってはいたもののNo.13を見 

強く、楽しく読んでおりました。 

増ページしてもいいのにと思って 

いたのに、なんとその反対とは。 

さて、各コーナーの細鑛ぼ司題で 

すが、私は気まぐれノー ト、会議 

室、相談室はぜひ残していただき 

たいのです。毎号力gなら隔号 

などにすれば、ほかのコーナーも 

廃止することなく載ると思うので、 

よほどはか#きか•こないコーナー以 

べるのの 
お部屋▼ 

最近、地元に大型アミューズ 

メントが2つも誕生した。 

みんなも遊びにおいでよ。 

ひとつはナムコのワンダーシ 

ティ。大型のゲーセンって感じ 

だ力、なんとあの「ギャラクシ 

アン3」もあるのだ/ 「ギャラ 

クシアン3」というのは、大型ス 

クリーンに映し出される敵を撃 

破するシューティングゲーム。 

状況に合わせてイスか^»しく動 

き、ほとんど遊園地状態だ。最 

大28人まで同時に遊べる。 

もうひとつはセガのジョイポ 

リス。こちらは顧地状態のア 

トラクションの割合か\ビデオ 

ゲームを大幅に上まわっている。 

超手軽にノ く一于ャルリアリティ 

を体験できちやうゲームや、他 

人の_するカートをねらって 

弾％発射するという、人間のもつ 

射幸心なる原始的根本的なとこ 

ろをクスグルものなど、そのラ 

インナップは幅広い。 

私事だが、驚いたのは、づ咩 

校から大学までず〜っといっし 
いこうおんしんふつう 

よで、それ以降音信不通だった 

同級生がそこで働いていたこと 

だ/世間はせまいっつ一より、 

ここまで同じ道を歩むとは……。 

て、ううっ残念とあらためて思、い 

ました。やっぱり2ページではも 

の足りないですぅ。私が毎号The 

スーを買うのは読み物が多いから 

なんです。Carrot Clubは20ft 

30ftのはがきも多く掲載されてい 

るので、主婦ゲーマーとして【お已、 

外はなるべく残してみてください。 

(北海道悠久の風38歳） 

べるのより：本当に多くのご意見 

ありがとうございます。男性から 

も貴重な声をいただきました。こ 

れらのアイディアを参考に、いよ 

いよ次号でまとめることにします/ 

タイトルを小さくするというアイディアは、すでに計面進 コレはとっても重要なコトなん 
行中。おはがきあってのCarrot Clubだもんね„ です./みなさんヨロシクねっ。 

1月生/いらいらしたり、みように落ち着いたりと気分的に安定しないとき。2月生/^がさえまくります。思いついたアイディアは忘れないうちにノートへ。 
3月生/出費をシブると運が逃げます。使うときはパーツと使いましょう。4月生/夜遊びに注意價号。乗らないときは無理をせず断って家でゆっくり。 



このコーナーは、g載されたは 

がきに対する声で構成しています。 

▼自分の子にはゲームをさせない 

う、No.10のみゆったんのママ 

さん。私なら、もし子供ができて 

ゲームをしたいといい出したら、 

年齢を問わず与えるつもりです。 

いろんな遊びをさせたいのもわか 

るけど、せっかく子供が興味をも 

ったものをあえて遠ざけるような 

ことはしたくない。ゲームをやら 

せたらほかの遊びをしなくなるの 

私も'觸民相後^イ讎"のm^。眠らなく 
ても死ぬことはなし、と考えるとラクです。 

どね^焦らないでほしいの。本当 

に好きどうしでつき合ってる人っ 

て、けっこう少ないんじゃない？ 

1人じゃさびしいからとりあえず 

って感じで。心から愛せる人なん 

てそうかんたんに見つからないも 

んだし。大勢とっき合うより、本 

当に好きになれた人だけを大切に 

できるほうがステキだと思うな。 

(大阪府金曜日は肉だんご四歲） 

べるのの議事録：今回は、夢に向 

かってがんばるNo.12の風守いな 

ぎさんへの応援が多かつたです。 

I力月にI枚という人から30^又iiと 
人まで、じつにさまざま。全^売んマ 

なら、それはきっと育てかたの問 

題でしょう。なんでも受け入れら 

れるとても貴重な時期だと思うし、 

そのなかのひとつにゲームの存在 

があってもいいと思、うのです。 

(東京都デランジェ21歳） 

零N0.10¢；)和泉桜妃さん、1力月に 

どのくらし^するかとのことで 

すが、私はTheスーを買ってきて、 

載ってなかったらすぐに5枚くら 

い書きます。そのあと、なんとな 

く書きたくなったりで3枚くらい。 

1力月では1撇ほどですが、失敗 

作は出さないので約1敝です。載 

ったらうれしいけど、書くのも楽 

しいな一とよく思います。 

(宮城県テレパルごしゆう13歳） 

▼彼氏がいないNo_13の綺B流菜 

さん、18歳の若さでなにを悩んで 

んのよっ。私はSFCがきっかけだ 

った男力SS去にいるし、のこ 

とはかえって有利だと思うよ。け 

Hanako族さあるのス-フアミラ£ 

しばらくごぶさたしておりま 

したら、早いものでもう9月。 

皆さま、この夏はいかがお過ご 

しになりましたか。 

私の夏比かけ声ばかりA華々 

しく、尻すぼみで情けないもの 

に終わった。 

もともと九州に行く予定だっ 

たものを、梅雨のころになって 

突然ポストンに行こうなどとい 

い出したのがいけなかった。旅 

程を練ってからおもむろに航空 

券の値段を調べて、はじめて8 
うんちんほうがい 

月中旬の筋空運賃が法外に高か 

ったことを思い出した。そこで 

目的地を急きょオレゴンに変更、1 
と U くほくひ う；8 

夫の実家に泊まって宿泊費を浮^ 

かそうというこそくな手段に出 

た。ところが、ときはすでに7 

月半ばで、私たち夫婦の予算に 

見合った格安航空券などもう手 

に入らなくなってしまったので 

ある。 

ということで、けっきよく私 

たちはつつましく箱根に出かけ、 

あとは冷房で冷えびえした部屋 

でスーファミなどしてすごすこ 

とになってしまったのだ。 

おuがき待ってます 

あらたな局面をむかえたCarrot 

Club。従考のコーナーへの投稿は 

もちろん大歓迎ですが、新しい 

CarrotClubを作っていくために、 

みなさんの提案や意見が必要です。 

ゲーマーな女性読者のみなさんか 

らのおはがきをお待ちしています。 
さいようしやぜんいん 
採用者全員に本誌特製ステッカー 

を、うち抽選で5名様にテレカを 

さしあげます。 

7月生/あとでなんとかなると思っていると失敗します。頭のさえているいまのうちに。8月生/偏食は夏バテの原因。少しでもいいから規則正しい食事を取りま 
9月生/クーラー、爾風機のかけっぱなしに注意。風邪をひいてしまいますよ。10月生/甘い誘いはぜったいに乗らないこと。旅行などはかならず保険証をもってc 
11月生/アバンチ:ユールな恋をしそう。でもその恋は秋風とともに去って行きます。12月生/計画は早めに。《： 

乙女め会議室 
m 

神奈川県かかろつと21歳 三重県八ツチ38歳 千葉県葉月はみこ15歳 



8BTaK«fcWMI伝害 

■ストリートファイターII 
■スーパーガイF 

Theスーパーファミコン編集部特別編集 
A5判•定価690円 

格闘アクションゲームの人気シリーズ最新作の完全攻略本。新たに4人を加えた全16人の登 
場キャラクター別に、対戦攻略の必勝法を伝授。 
差をつけたい人への、徹底攻略ガイド。 

“スーパーストII”で友達に 

これで勝率アップだ！ 11^1 

1111ilttSPECIAL 
スーパ-ガイド 

“ストn”シリーズとはちがった魅力で大人気の、 
NEO GIO(ネオ•ジオ)で代表作のひとつに挙げられ 
る“餓狼伝説”シリーズの最新作を完全攻略。連 
続技フローチャートで登場キャラクター全16人の 

|対戦攻略法を徹底解説。 

SOFTBANK M 0 0 K好評発売中！ 

スー/\°—フアミコン 
オールゲームカタログ 
Vol.2完全保存版 

スーパーファミコン編集部特別編集 

昨年発売された“voi.r 
に、さらに新データを加え 
たスーパーファミコンソ 
フトのオールゲームカタ 
ログ。94年5月31日までに 
発売されたソフトの紹介、 
攻略本、評価など全データ 
を掲載。あわせて周辺機 
器情報もフォロー。 

雜定価U税込です•お近くの害店でお求めく 1トバンク株式会社/出版事業部ffOFT| 



◎25B人もめキヤラウに愛着がわぐ<?んT!? 
私力猫んだあらゆるゲームのな 

かで、好きな作品のベスト10に入 

る「ファーストクィーン」。このゲ 

一厶は、いわば国産のジャンル不 

明作品のハシリ。カタにはまらな 

いニュータイプのゲームは、いま 

でこそ珍しくないが、パソコン版 

力発売された当時は「シムシティー」 

ぐらいしか矢0られていなかったの 

で、歸的だった。だが、この作 

品は「シムシティー」のようなま 

るっきり新しし澡想ではなく、RPG 

やSLGなどの既存の要素を組み合 

わせて新しし、魅力を生み出すとい 

うやりかただったので、センセー 

シヨナルな取り上げかたはされな 

かった。ただ、私はそこに日本的 

オリジナリティそのものを感じ、 

感動していたのだが。 

内容を具体的に説明すると、プ 

レイヤーは大陸の南端に位置丈る 

国をひきいて、北端の国の侵攻を 

食い止め、大陸全土を統一するの 

が目的。大陸にはいろいろな国や 

種族か*^し' それらを味方につ 

けることも可能だ。ただし、たと 

えぱアマゾネスと半魚人は仲が悪 

いので、一方を味方にすると一方 

が«につく、というようなことも。 

プレイヤーは1部隊最大16人編 

成で、最大1635隊まで操作でき 

る。1ターンにつき、直接動かせ 

るのは1部隊のみ。大陸の全体を 

見渡せるマップて•行き先を決める 

と、その地域だけのマップにきり 

かわり、プレイヤーはリアルタイ 

ムで16人を操作して' 移動するな 

り、敵がいるなら戦闘するなりし 

なきゃならない。もちろん1人1 

人を操作することも可能だが、キ 

ャラクターはそれぞれ意志と個性 

をもっているので、勝手にさせて 

おくとめんどうがないしおもしろ 

い。勇気のあるキャラはHPが少な 

くても敵にむかっていくし、臆病 

なヤツは岩に隠れてしまったり 

……。米粒ほどの/さなキャラたち 

が、ワラワラと動きまわっている 

ようすがとにかくカワゆくて、や 

がてみんなに愛着がわいてしまう/ 

多少、ルールがわかりづらい面 

があるが、SFC版は遊んでいれ 

ばルールが身につくように配慮さ 

れているので、だいじょうぶだ。 

私はこれをリアルタイムSLG 

マニア度 お手軽度 

プレイ時間：どのくらい長く^るか 
マニア度：どこまでこだわっているか 
お手軽度：お手軽に遊ぶことができるか 
難易度：プレイするのに必要な_ 
お買い得度：どのくらいお買い得か 

と思っているので、SLG的な説 

明になったが、RPGとして説明 

すればまた別の魅力を紹介できる。 

でもそれは、あなた自身の手で見 

つけてほしい。（ホンダべるの) 

ルールは実際に遊 

んでみると意外と 

シンプル。味方に 

する種族を変えるとイベントや 

戦略も変わってくるので、繰り 

返し遊んでも楽しいが、データ 

はひとつしか保存できない……〇 

は、外にむかうほどむずかしいとい 

これでバッチリ/ライパ〖レチェック 

このタイプのゲームはほかに 

例を見ない。パソコンではいろ 

いろとシリーズが発売されてお 

け、最近では「フアーストクイ 

ーンWjが人気を集めている。 

SFCであえてピックアップ 

するなら「維王伝jだ。やはり 

リアルタイムで大勢のさなキ 

ャラを操作するゲームで、SL 

G的な戦略要素も、RPG的な 

ストーリー要素ももち合わせて 

いる。決定的なちがいは> スケ 

ールの問題〇「フアーストクイー 

ンjは、取り扱っている時間と 

舞台のスケールが大きい。対す 

る「8S伝jは、それを小さぐ 

することによって、ステージク 

リアタイプの構成に仕上げてい 

て、まったく另1腫の楽しみを味 

わわせてくれる。 

又メ度マルチチェック 
オールゲームチヤート 

最新得点 

9.0656 

スーパーファミコン初心者のための 

掘り出しモノ 

鳳寧 
今回の商品 

ファーストクイ_ン~オル=ック戦記 

マップ上を1パーティー最 

大1B人ものキャラクターた 
ちがかけまわるヘンテコR 

PG「ファーストクイーン 

〜オルニック戦記」。"ゴチ 

ヤキヤラシステム"といわ 

れるほど登場キャラが多い 

のだが、各キャラがかわい 

く、思わず夢中になる。 

Iカルチャーブレーン 
11994年3月11日発夷 
»8M+B. B.1 

19,800円 

国産ニュータイプゲームの八シ1Jとなった意欲作 



ろ〃と書いたのは、ポク。 

(埼玉県/バズーカ玉吉) 

あ「正直でいいけど、『解答覧』で 

はなく『解答欄』ですよ」 

ク「本当に漢字に弱いな。ちゃん 

と書いと一らんかいっ」 

あ「クリスは日本語も英語も完璧 

なのよね……というわけで、今日 

はここまで。どうだった、クリス？ 

初出演の感想は」 

ク「はじめてでキンチョーしましたJ 

あ「……そうは見えなかったわ」 

(親都/ 

)「これ、棚IJっ 

のかは知らないけど、スカートの 

きまりなんて… 

赛都/あべ川みど虫） 

IIJってわけではない 

んですね」 

ク「きっと、守らないと先輩にぶ 

たれるんだな」 

あ「摹力はいけませんようJ 

☆制服&期宋試驗 
ク「次のテーマは『制服』と『期 

末試ですが、今回は2つまと 

めていっちやいましよう」 

★まあ、どこの学校でもそうだと 

思います（!？）が……うちの中学 

では、1年のスカートはひざ下5 

cm、2年はひざ上ちよびっと、 

3年はも一、お好きなように上げ 

ちゃって.っていう女子のあい 

だだけ（もちろん先生は知らん)の 

き？1があるんです。いつできた 

ぁ「……次のおハガキです」 

▼ 
★私の中学校の数学の先生は、自 
分のことを「お父さん」と呼ぶ。 
じゅむうち！*う もんだい 
授業中にあてられて、問題に答え 

られないと「お父さんはそんな子 

に育てたおぼえはないぞ」と決ま 

っていう。ウワサでは自分のクラ 

スのなかで「パピー」といってい 

るらしい。 

(香川県/森きのこ) 

あ「楽しい先生でいいですね一」 

ぺろぺろなめていました。たしか 

広島へ転校してったっけなあ…… 

元気でしょうか、S君……0 

(大阪府/みゆつたんのママ） 

ク「……うええ。気持ちわるい」 

あ「そんなこといったらだめよ。 

残さずに食べて、えらいわ」 

ク「限度があると思いますけど」 

▼ 
★ノのとき、友人Yは給食に 

出たゆで玉子のカラを額で割ろう 

とし、勢いよくおでこにぶつけだ 

ら、玉子はカラもろともノ、。ックリ 

割れ、なかの黄身が床をコロコロ 

とゴルフポールのようにころ力<っ 

ていき、先生の前でストップ/ 

Yは食べものを粗末にした罪で 

牛乳運び1週間の刑に処せられた。 

(愛知県/ガンダムまにあつく） 

あ「このあとY くんは、泣きなが 

ら白身だけを食べたそうです」 

ク「キミのせいだぞ、なんちゃっ 

て、なんちやって!？あははは」 

神奈川県•爆風乙女 

あやめau下：あ）「こんにちは 

一。おなじみ、月城あやめです」 

クリス(以下：ク）「轉者のみなさ 

ん、はじめまして。蓬萊学園2年 

壬辰組のクリストファー•ライト 

です。今回、校長先生のハ°ー トナ 

一をつとめさせていただきます」 

あ「え一っと、ライトくん……」 

ク「『クリス』でいいです」 

あ「じや、クリス？よろしくね0 

ではさっそく最初のお便りから」 

☆触の奇人•茇人☆ 

愛知県•月澗どら☆羅沙 
ク「最初のテーマは、好評の『校 

内の奇人•変人^からですね」 

あ「いちばん_が多いのよ。ボ 

ツになった人、ごめんなさい」 

★/J哮4年のとき、クラスに変わ 

った男の子がいたことを思い出し 

ました。彼はパターやマーガリン 

の類が大好きで、給食のあと、みん 

なから残りを集めてちゆ一ちゆ一 

ええ、どうも。クリスです。 

次はちがう人が来ると思うけど、 

みんなの要望があれば、また復 

ますよ。応援 

れに『夏休みの宿鼠]！だそうで 

す。おもしろし淳件、変わった 

エピソードなど、なんでも待っ 

てます。あやめ先生のパートナ 

>応募は、ボタみたいにイラ 

ストもね0じや、シーユー/ 

はいす く〜：5 〇 M か〜 

字圜工房 
明日の学園を作るのはあなただ/みんなのハガキで理想の学園ができあがる// 

東京都•ベるベ36号 

セ丄フ—服もかわいいのにな。それに、着ら語み 
れるのは若いぅちだけよ。二-ぎてから国読 

着ると、ちょつとあぶない人。(あやめ) ★の 

滋賀県.浪漫進行形 

一私混同ぎみだけど、問題 
、もないよ。ああ、ポクも 



買取りキャンペーン中だ。 

ライブ•ア•ライブ 

レディースデーのほか、いまなら 

けいき*うよこすかち*うおうえs 
京急横須賀中央駅の近くに 

.はくぶつかん Cん/ 
は、横須賀市自然博物館と人 
ぶん みうん 
文博物館がある。三浦半島の 

歴史や、自_然にかんするさま 

ざまな資料が展示されている 

ぞ。どちらも入場無料だ。 

本誌Carrot Clubでおなじみのマ 

ツダきやろるさんのお店に、2号 

店かmしたぞ。8月1日にオー 

プンしたばかりのこちらでは、 

SFC、MD、PCエンジンはもちろ 

ん、3D0などすベてのゲーム機を 

取り扱っている。修理の受付や、 

ゲームなんでも相談など、お客さ 

んとなんでも気軽に話せるように 

したいということなので、ぜひ行 

ってみてね0スタンプカードや、 

横須賀市 
ワンポイントガイド 

売りどき、買いどきがひと目でわかる/最新価格相場インフォメーション 

讓IfiifE湖掘[1抑 

エースをねらえ/ 日本テレネット 9,400円 2,980円 

モ-タルコンバット〜神拳降臨伝説 アクレイムジャパン 9,800円 3,980円 

雜大讎〜夢の兄弟対决 イマジニア 9,800円 2,280円 

KABUKI ROCKS アトラス 9,800円 3,880円 

ZIG ZAG CAT DEN’S 9,500円 2,980円 

聖剣伝説2 スクウェア 9,800円 2,980円 

ドラゴンボールZ〜起武閼伝；2 バンダイ 9,800円 3,280円 

ドラゴンクエスト1•n エニックス 9,600円 3,980円 

笑っていいとも/タモリンピック アテナ 9,800円 3,980円 

スーパーホッケー’94 ヨネザヮPR21 8,900円 2,980円 

の举 ケイアミユ-ズメントリ-ス 9,800円 3,980円 

ワールドクラスラグビー2 ミサワエンタ-テインメント 9,300円 3,580円 

早指し二段森田将棋 セタ 14,800円 4,500円 

リーディングカンパニー 12,800円 3,500円 

信長の野望〜覇王伝 12,800円 4,000円 

スーパー蒼き狼と白き4b鹿 11,800円 4,000円 

対局囲碁ゴライアス BPS 14,800円 4,000円 

トップマネジメントB 贼 14,800円 4,000円 

首都高バトル，34 BPS 9,800円 4,000円 

ウイニングポスト 12,800円 3,500円 

スーパ-大航海時代 11,800円 3,500円 

スーパーブラックバス ホット•ビィ 9,800円 3,500円 

スーパー麻雀大会 9,800円 3,500円 

ダービースタリオンI アスキー 12,800円 3,500円 

※上記リストの臟、買取価格はこのべージで紹介しているお店の8月5日現在のカセツトのみの価格です。※紹介してほしいというSH0R7)方は、纏部までご連絡ください。 
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最新ソフWi報 NEW SOFT 

SCHEDULE 
発売日 〜ンルメーカー 容量ほ 
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RPG 
SHT 
ACT 
ACT 
PUZ 
ACT 
ACT 
TAB 
TAB 
TAB 
ACT 
ACT 
RAC 
SPT 
TAB 
SLG : 
SLG 
SLG \ 
SLG : 
ACT : 
ACT : 
ACT : 
RPG 
ETC 
TAB 
ACT 
SPT : 
TAB 
RAC ： 
ETC 
RAC ； 
ACT 
ACT : 

スクウェァ 
ビクタ-x>タテ〇 メント 
ヒューマン 
コナミ 
サンソフト 
ァスミック 
カロッツェリアジャ/シ 
サミー 
任天堂 
イマジニァ 
タカラ 
ナムコ 
バリエ 
ヒューマン 
四次元 
キングレコード 
光栄 
スターフィッシュ 
ナツメ 
バンダイ 
ァクレイムジャハン: 
アクレイムジャハン； 
アスキー 
イマジニァ 
光栄 
コナミ 
ジャレコ 
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ヒューマン 
アテナ 
メサイヤ 
バンダイ 
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8M+BB5 
16M+8B2 
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m 
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16M+PW 

m 
未+BB3 
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4M+BB 
未 

16M 

9.900 
7.800 
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8.800 
8.900 
8.900 
9,800 
9,980 
7.900 
9,800 
10.900 
6.300 

9,500(予） 
9,800 

9,300(予） 
9,800 
9,800 
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9,800 
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8.900 
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未 
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未 
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サンソフト 
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m 
未 
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8M 
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NEW SOFT SCHEDULE 

八2ダシ新作:)ーナ- 
新作情報をお届けしよう 
籲アクレイムジヤ人 \°ン 
「ナイジェル•マンセル•インデイ」（RAC) 
•ヴァージンゲーム 
「ライオン•キングj (ACT) 
修EAビクター 
「海釣り名人〜スズキ編」(SLG)「PGA 
ツアー，95」（SP T)「NBAショータイムj 
(SPT)「シャックフーj(ACT) 
•エンジェル 

j (SLG) 「組碧の 
•キングI 
「アストラルバウト3j (ACT) 
籲ゲイエスエス 
「パチンコ物語2 (仮称)」(TAB) 
「ばとるのぼら〜ず(仮称)」(ACT) 
•ケムコ 
「TG3000(仮称)」(RAC) 
「P-MAN (仮称)j (ACT) 

「ウイニングポスト2」（SLG) 
#ココナッツジャパン 
「中野^-^ ■王」(SLG) 
「花札王」（TAB)rFULL POWER」 

(RAC) 
#スクウェア 
「クロノ •トリガー」(RPG) 
•セタ 
「超高速本格囲碁」(TAB) 
•タイトー 
「本格派囲碁碁聖」(TAB) 

「ドン(仮称)j (A/R) 
籲テクノスジャパン 
「すごろクエスト+ダイスニクス」(TAB) 
• DEN’Z 
「デンズ_トラフィック•/、•ニック」（ACT) 
「UF0t面ャキソバン〜ケトラーの黒い陰謀j(ACT) 
•ナグザット 

1■スーパーフィッシングビッグフアイトj(SLG) 
「本格麻雀徹萬n」（TAB) 
•ナツメ 
「神楽伝記(仮称)」(SLG + RPG) 
籲ナムコ 
「ミリティア」（S LG) 
•日本クラリービジネス 
"純一極秘プロジェクトUF0を追え(仮称)」(SLG) 「矢追純一極秘 
• P OW 
「パチスロフアン」（TAB) 
「パチンコファン2 (仮称)」(TAB) 
•バンダイ 
「機動戦士ガンダム(仮称)」（S L G) 
「機動武闘伝Gガンダム(仮称)j (ACT) 
• BPS 
「スーパーテトリスIE」（PUZ) 
「首都高バトル2」（RAC) 
癱ビクターエンタテインメント 
「タイムコップ」(ACT) 
籲ヒューマン 
「スーパーフォーメーシヨンサッカー’94〜 
ワールドカップファイナルデータ」(SPT) 
「ただいま勇者募集中おかわり」(TAB) 
•ヘクト「雀友(仮称)」(TAB) 

※容量はメガ数と' f 
プ対応傳用）のゲ- 

B Bはバッテリーバックアップとその数、PWはパスワードコンテイニューを表しています。※ゲーム名の*印はマウス対応（専用）のゲーム、§(Sスーパースコー 
へ⑤(まマルチプレイヤー5対応のゲームをそれぞれ表しています。 
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isトカィド 
へッドルーム編著 

東洋世界のモンスターたちにスポツトをあてた、西洋編に続く 

第2弾。阿修羅、酒呑童子、かまいたち、河童、子泣き爺など、日本 

を含む東洋世界に起源を持つ神_妖怪•化物を多数取り上げ、 

女神転生、天外魔境、桃太郎伝説、ONIなどの人気RPGシリーズで 

の彼らの姿を紹介しています。 

定価1,800円 

RP^L想#典 
[ファー■口ーズ■トウ■ロードjリプレイ 

RPGセツシヨンガイド 
遊演体監修 
司史生/ゆうせぶん著 

国産テーブルトークRPGシリ 

ーズの最新作、「Far Roads to 

Lord」の製作にあたったスタ 

ッフによる、初の公式ガイド 

ブック。リプレイを中心に、 

ルールのリファレンスや、背 

景世界ユルセルームの解説を 

盛り込み、「F. ローズ」のマス 

ターおよびプレイヤーに、そ 

の魅力とプレイ方法を紹介し 

ています。 

定価1,600円 

逆引きモンスター 
ガイド〜西洋編 
へ'、Jドノレーム編著.定価1,800円 

戦士たちの時代 
司史生/坂東t、るか共著--定価1,800円 

チヤンバラ英雄伝 
柳川/高井/横山共著……定価1,800円 

RPG幻想事典 
日本編 
飯島健男著.定価1,860円 

RPG幻想事典 
早川浩著.定価1,550円 

•定価は税込みです•お近くの書店でお求めください 
ソフトバンク株1鑑證激_ 



ドラツキーのパズルツアー观® 
■イマジニアズーム_10月2B日発売予定_8,200円 

おいおい、今度はパズルかいな!？ 

細かな仕様が決定したぞガ 
ラソキー咖舌躍すミ 躍する(?)ゲーム 

シリーズ第3藤がパズルだというこ 

とti>以前の特報でおしらせしたけ 

ど、そのときはまだ開発途中で、ル 

ールとかが決まっていなかったん 

だ。そこで今回はほほ完成してき 

たので、変更点をふくめ、どうい 

ったゲームなのかを紹介するぞ。 

ルールは右のとおりに決定。ま 

た前回紹介したブロックをひきよ 

せるという要素はなくなっている。 

ひたすらブロックを投げるだけで 

熱くなれるし、下のテクを使えば 

さらに熱し、戦し、が楽しめるぞ。 

また、モード(お时COM戦の、、ツ 

アーモード〃、対人間戦の、、VSモー 

rの2つ。ニューキャラやおなじみ 

のキャラが登場するぞ。 

基本ルールは、上から3色のブ 
ロックがランダムに降りてくるの 
で、画面下から同じ色のブロック 
を投げて、§つ以上たてか横にく 
っつけてブロックを消していく。 
ブロックを消すと、相手のフィー 
ル ドに石のブロックが送られx そ 
れらは隣接するようにブロックを 
消さないと消えない。ブロックか” 

先に！® 下の'、BORDERLINE^ 

まで_したほうカヾ負けとなる。 

(S一度にたくさん消せ./ @アイテムボックスを消せ/) 
ルールにも書いたが、うまくプ 

ロックを投げると、同時に9つ以 

上のブロックを消すことができる 

んだ。このテクニックを使うと、 

巨大な石のブロックが次々と相手 

のフィールドに送られ、相手がパ 

プレイ中、フィールド上に？マ ものを投げさせる）の2種頃あり、 

■クのついたアイテムボックスが それは消してみないとわからない 

降りてくる。これを色ブロックと 

隣接するように消すと、さまざま 

な効果が起きるぞ。 

その効果は自分に有利になるも 

の(たとえば自分のフイールドのス 

:、相手を妨害 

する 

ぞ。運にまかせるのだ/ 

© 1994 IMAGINEER-ZOOM画面写真は開発中のものです。 



新作 LLHIIIE' 

ル。もちろん、カイルやドールな の復興を、カイルとドールはマハ 

ど人気キャラも健在だ。今度はど ルの国をさがす旅を。しかし、そ 

んな冒険が待っているのだろうか。の平和も長くは続かなかったのだ。 

あらたな敵の出現^それは…… 

tvっしよに戦って <れるなかまキャラを一挙六公開/ 

オーフニンフ 
マハルの国を求め、旅をして われてしまう。……しばらぐして 

いたカイルとドールはとつぜん アリェルのもとに1通の手紙が 

あらわれた ''闇の者"たちに襲届く。差出人はドールだった。 

、'リヴァティエの英雄" 
のI人0正義をこよなく 
愛し、悪には敢然と立ち 
向かう。 

wm 

痛_誠嫌 

少年の姿をしているが' 転 
.生の術で数百童き続けて 

いる賢者。"英雄"の---人\° 



さ5に遊びやすぐ快適になつたシステムS見ぶ/ 
ま：nsま:ns3BD脚闘 

岨談モーKは睏手が選/VS乞/ 

W3SDかL1キャラ"B健在/ 
店でも買えるアイテム「レムニ 

ーコール」。これを使えば、 

も買い物をレムニーというi 
頼むことができるのだ。おなじみ 

のシステムだけど、今回は……〇 

:、どこて 

dim： 

湖くコカ娜t! 

戦闘シーンは、前作とおなじ4 

方に敵が出現するタイプ。前作と 

のちがいは、ダメージの数値A策 
示されるところや、あらたに必、殺 

技力使えるようになったところな 

ど。全体的にスピードアップして 

いるのも「n」の特徴だ。 

ゲームボーイ版「アレサ」のと 

きからおなじみの相談モード。今 

回は相談相手が選べるぞ。 

敵を倒すことで得られるソウル 
ごうせい ぶき ぼうぐ 

を合成すると強力な武器、防具が 

手に入る。今回は、作ったものに 

属性をもたせることもできるんだ。 

ド-ルの手紙に呼び出され、旅 

立ったアリェル。アレサの神官;シ 

リアの知人である、腕^きの猫師 

トッドとともに、その場所へ向か 

ったアリェルは雪崩に巻きこまれ 

てしまう。大地の裂けめから落ち 

た2人がたどりついたのは、内側 

の世界だった。 

ニセド■ルの罠 
村のiiで報の差出人でぁ"覆：心 

るドールに出会う。でもこのド 

ールどこか変。竜族の王アーケ »争‘ i'4 

ンを魔王と呼び、アリェルにア ..•ふ. 

たそた丨ど 

‘ r-?ir U酸 
ーケンを倒す協力を頼んでくる。 

■ • 1 . 'I II .■，1." .1 か../-! ,い 
a 

卜•■•ル ISVJV.tx.fcL ハ f ル！！ 

呪いをかけられるトッド 
手紙の差出人はニセモノのド 

ールだった。本物のドールを助 

けに行くアリェルたちだが……。 
*て性は行 
ill!含4 
- 2 f zf 

残裱二 し澡セ 
てなド 
賀U 
るフは 
ゲを意 

eiu 
た呪出とく 

穴賢者SDンとの出会い 
ドールはかなり痛めつけられ大賢者ミロンに_いに行くこと 

ていて危険な状態だった。アリに。しかし、苦労のすえ見つけ 
エルたちはドールを助けるため、たミ〇ンはどう見ても子供……。 

|| 

© 1994 YANOMAN ,© 1994 JAPAN ART MEDIA 



新作』1」iM'm1丄H 

極上^！ティ祝 
■]ナミhi1肖発売予定■価格未定 

見ためはコミカル、中身は……!? 

家庭用ゲームでは最近、シュー 

ティングはあまり元気がないけど、 

ゲームセンターでは変わらぬ人気 

を維持している。そんななかでも、 

この「極上パロデイウス」はゲー 

厶センターに登場して以来、爆発 

的な人気を誇っているのだ。 
前作「パロディウスだ./」を上 

まわる、パロディとギャグのてん 

こ盛り、新キャラクターの追加な 

__•妇為#-舊翁緻)'戲ほ_讎嫌 

ど、思わず先の面を、いろんなキ 

ャラで遊びたくなってしまうんだ。 

そのうえ、スーファミ版ではさら 

に新キャラクターが追*卩されてい 

るのだ。くわしくは、下のキャラ 

紹介を見てね0 

オリジナルのパワーアツスもあるそ// 
スーファミ版に 

は、なんとゲーセ 

ン版とはちがう才 

リジナルの装備が 

用意されているの 

だ。それも、かな 

り強力なものだぞ。 

スーファミ版は2人交互フ。レイ 
ゲーセン版では、2人同時プレ 

イてベたが、スーファミ版では 

2人交互プレイ（1プレイヤーが 

死んだら2プレイヤーに交代）に 

なってしまった。でも、それ以外 

はほとんど完全移植といってもい 

いデキなので、問題ないよね0 
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ヒューマングラン11 I瓜〜F1魯 
■ヒューマン■ 9月30日発売予定■10,500円■マルチプレイヤー5対応_B.B. 

グランスリ3人で走れば怖くないガ 

祭に走っているか 

超リアルム簾3拜釐場すガ 
51 

I_——…...、 __ 

鐵輪^^^^^HP 
BRAZILIAN GP 

的こU7ル動、増した/ 
つねにりアルさを追求するメー 

カーとして名高いヒューマンから 

「ヒューマングランプリ」の第3 

弾が発売される/_前作のリアル 

感をさらに上まわった内容のこの 

ゲーム。マシンの細かい設定やコ 

とくに二B 

ス。そして実際にa 
そうさかんかく 

のよぅな操作感氪 

スの起伏のつけかたなどは、と 

つてもなめら力、。ただし、その 

ぶんマシンをあやつるにはある 

程度のテクニックが必要だ。こ 

いつは骨のあるゲームだぞ// 

SANMARINO GP 

MONACO GP 

WORLDGRANDPRIX 
このゲームのメインモードがこ 

れだ。実際のF1と同様に全1織を 

戦いぬき、ワールドチャンピオン 

をめざすのが目的。2人まで参加 

できるぞ。 
このモードではまず自分の名 

■BATTLE 
もうひとつの目玉といえるのが 

この''BATTLE〃だ。マルチプレ 

イヤー5を使って、最大でなんと 

3人までが対戦プレイできるぞ。 

ただし3 Pブレイは人間どうしの 

みだ。 

■TIMEATTACK 
たった1人で孤独にコースを走 

る、まさにF1レースそのものを体 

験できるといえるのがこのモード 

だ。ワールドグランプリに出場す 

る前に、このモードでとことん走 

って、コースを覚えるってことも 

き 

劫<3 P^WTT 
が2 Pプレイの画 
面だ。どちらも見 
やすいぞ。 

前を又:^し、走らせるドラィバ^ 

-を_、マシンのセッティン 
グをしたら、レース開始だ。 

もちろんハヘンクアップでドライ• 

ハ•ーズポイントなどをセーブでき| 

る。全16戦は長い。キミは戦いぬ| 

くことができるかな？ 

マシンやドライバー、コ-スラ ^ 
酿がかなり細かくできるから 
纖した纖ができるぞ。そし^^^^^^ 

て、テクニックに差がある場合^ 

はハンディキャップをつけるこ■ _ 

ともできるから、だれとでもプレイできる私と< 

_に3人て遊べば盛り上がることまちがいナシだガ 

できるぞ。 

そして、ひたすらにいいラップ 

タイムをめざすこともできるんだ。 

もちろん好タイムはセーブされ 

るから、友だちとタイムをきそう 

こともできるぞ。セッティングを 

ためすのもいいかもね0 

ノ^HIHP1 一 

ン心-iiS.i . ;.j. StijUrjJjU/J-Jsl ノ U ノ u .jj r . .WJj.iSSi-i. | 

SPANISH GP ■ CANADIAN GP ■ FRENCH GP 



WEDITW機能で自分拓けroFTW-ルドを作35/ 
オリジナルドライバーを2人まで作成できるガ 
このモードでは、オリジナルの 

ドライバーを2人まで作成できる 
たんCようび こくせき 

んだ。名前•誕生日•国籍などを 

自由に選ぶことができるぞ。 

そして、レースに出場するチー 

ムを全12チームのなかから7チー 

厶を選択する。そのチームに、自 

分の作ったドライノ《一を戸斤属させ 

ることでレースに出場させること 

ができるんだ。 

また、マシンに載せるエンジン 

も自由に選択することができるか 

ら、どのエンジンを搭載するかが 

重要なカギになってきそうだ。 

このモードで作成したデータは 

ゲーム中のどのモードでも使うこ 

とができるので、オリジナルドラ 

イバーで勝利をめざそうぜつガ‘ 

キミだけのチームを作れ 
ただドライバーを作って、チー 

ムを決めるだけでは、とうてい勝 

つことはできない。 

どのチームに所属するか、エン 

ジンはどれを載せるか、そこらへ 

んをよく考えてチームデータを作 

成することだ。キミだけの最強チ 

ームを作ろう// 

追力03U—ス/ 35イプの視点ガ 
マシンセツテイングを 
したらレーススタート/ 
このゲームは、モードに関係なく、走行中の視 

点を3つから選択できる。すべてドライパーズ 

シートからの視点で、晒上方に2つのバック 

ミラーがつく視点や上方が自分のマシンを正面 

から見た画面にする視点、そして画面上方にそ 

の時点の順位を表示させる視点。どれ 

も迫力満点なんだ// 
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リブルラブル 〇 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

■ナムコ■ 9月22日発売_6,300円 

シンフルで奥が深い。なつかしのゲームが復活/ fSf 

新作』1」1—瞧 

宝箱を求ち2ちパシシ/ 
ラインでつ 

•ルを操作し 
iの⑽を利 

ラインでつながったりブルとラ 

乍して、_上の杭ゃ画 

降を利用しながら敵を囲ん 

でいき、制限時間内にきのこのよ 

うなキャラ（マシユリン）をすベて 

囲めば1ステージクリアだ。しか 

し、リプルとラブルが、魔法«い 

のホプリンや悪魔のガーゴルにさ 

わってしまうと、1ミスになるの 

で注意しよう。また、せつ力、くの 

ラインを切るシェアーというおじ 

やまキャラも登場するのだ。 

そうして、敵を囲んでいると画 

面力洸る場所があるのだけれど、 

そこには宝箱が隠されているのだ。 

囲む範囲をせまくして、宝箱をさ 

がすのも楽しみの1つだぞ/ 

ただし、バシシした場所はステ 

ージの土地が荒れてしまうので注 

しよう。±i也か笼れてしまうと、 

エネルギー源になる植物の育ちが 

遅くなってしまうのだ。 

豳金曲ん倒すだけのゲー甘10甘10/ 
熱狂的なファンをもつゲームが、 

10年の時を経てスーファミに登 

場する/この「リプルラプル」 

は、1本のラインてつながった2つ 

のキャラクター（リプルとラプル） 

を_作して、敵を囲んでやっつttr 

いく（バシシという）、面クリアタイ 

プのアクションゲームだ。 

アーケード版は、2つのステ5ッ 

クを同時にあやつる独特の操作法 

が特徴だったけれど、スーファミ版 

もA BX Yボタンの上に付属のか'C- 

をのせることで、アーケードの雰囲 

気そのままを楽しむことができる 

のだ。また、電源を入れたときに画 

面に表示されるテストパターンや、 

ディップスイッチによるさまざま 

な設定なども忠実に再現されてい 

るなど、熱狂的ファンも大満足の内 

しないので、高得点をめざすなら 

確実にトプカブを囲むことが必要 

だ。でも、マニュアルに「BASHI 

SHIB00K」の復刻版がついてい： 

このゲームは得点ではなく、奇 

蹟を起こした回数できそうことも 

特徴だ。画面に隠された宝箱を見 

つけてパシシすると、なかから6 

人の妖精（トプカブ)が飛び出して るので安心かな？ 

くる。トプカブをすばやく囲むと、 

それぞれが対応したキーワードに 

変わるのが、このキーワードをす 

ベて集めれば奇蹟が起こるのだ。 

奇蹟を起こすと宝箱がいっぱい 

のポーナスステージがプレイでき 

るそ*。奇躍の観は鑛遍 
宝箱は1ステージに1個しか登場 

S麟/ 

© 1983 1994 NAMCO LTD.,ALL RIGHTS RESERVED. 



美奈子の 
'あしたの天気は7 

回のテーマ 

宝ものといえば•■トルネコの大冒 
険jの"幸せの箱"。これがど一し 
ても取れません。ちょっと挫折感 
に襲われて、べつのゲームをやろ 
5かなあ、な~んて思っている今 
日このごろです。次はやっばDrマ 
+f-P ,かな7 

ダ 
售 
ゞ#_ 0 

0 
-、01い： 

★私の宝もの。それは小学6 

年のとき、学研の付録でつい： 

てきた25センチくらいのガイー 
コツだろぅ(f像の)。日光 

jにあてるとおそろしくピンク 

色になり、これまたセクシ—。 
查刖もドリアンヌちやんと呼 

ばれ、机の上につっ立ってい 

る(たまに腕が落ちている)。 

(山口県•勇者路頭) 

一美奈子：あつだよね、こ/つい 
*5付録。夏休み号によ < つい 

ていだ観察キットとか。道行 
<働きアリを捕まえてはケー 

スに入れて、 できるわけもな 

い巣ができるのをワクワクし 
ながら待つていたカワイイ私。一 

いま思-つと、ちよつと恥すか 

しい……< つすん。 
★2年前に金魚すくいですく 

つてjた11匹の金魚たち(初 
期状態では2センチ未満だっ 

たのが、現在最大で23センチ 
のヤツがいる)。 

(愛知県• G •まにあつく) 

I美奈子：小さいころ、大き< 
ならないといラ夜店のオジサ 

ンのことばを信じて買つたピ 

ンクのヒmn。そのあと、み 

るみる/つちに大き < なつて、 

知らないろちにいな<なつて 

いましだ。やつば〇……。 

★ポクの宝ものは、30万円相 とう♦しゆんき-^い えびす だい 
当の純金製' 恵比寿さまと大 

黒さまの像。ちやんと保証書 

もある/ど—やつて手に入 

れたかはヒミツ。……いや、： 

べつに盗んだわけじやない。 

(愛知県•フレイメイル) 

美奈子••つ〜/U。どIつやつて 
手に入れ汔のか、ちよつと知 

りたいなあ。あとで、美奈子 

だけに教えてねD 

★この年になつて¥かしい 
のですが、ポクの宝ものは、 

10年以上も前に買ってもらっ 

た人形です。いまではもう、 
まっ黒になりボロボロですが、j 

思い出深いものなのです。で 

も、このごろ兄に「魂もって 
んじやん？」とかいわれる始 

末/いわれて見ると、たま 

に笑つているように見えるよ 
なあ、こいつ……。 

(臺都•加藤裕之)： 
美奈子：その人形つて、どん 

な人形なんだろ|つね。でも、 

ほんとだつだらちよつとnワ 

★ポクの自慢の宝 

もの、それはズバ そんいらいか 
リ、創刊以来欠か 

さずB貝つている、 
「TheスI」だ/ 

でも、本だなを70 

センチも使つてし 

まつているのが悩 

みのタネ……。 

(北海道•本谷方克) 

美奈子：こ|つい*つ 
お八ガキは、ほか 

にちい〜つばいあ 

りましだ。ほんとに、ありが 

とうございます。一つる/つる 

(涙)。 
★私の宝ものは、大学に入っ 

てから旅行しまくつて買い集 

めたペナントです。美子さ 
んは富士山の8AI=Iめで買った 

ペナントをおもちでしょぅ 
か？もしもっていたら、私 

の5<口めのペナントと交換し 

てくれませんか。ご希望でし 

たら幸福駅の切符もさしあげ 
ます。(鳥取県•：H-^3千里) 

美奈子：このn—ナ—は、そ 

ういうn—ナ—じやありませ 
ん(怒)。でも、8合めのペナ 

ントはもってます。ゥソです。 

■ちなみに、美奈子の宝もの 

は、みんなから送られてきた、 

お八ガキかな(自分でも*い 
ててちょつと八ズカシイ)。 

さて、次のテ—▽は「夏休 

みの自由研究」です。 

こんな自由研究をしだとか、 

友だちがアヤシィ研究をして 

いだなど、夏休みの自由研究 

の思い出を送つて<ださい。 



(東京都• S LGやりたい竹之内） ★今年兄の高校で「青藍祭」なる 

ものがもよおされた。この学祭の ▼ 

テーマがなんと「高校生戦士セイ ★先日ホッチキスで紙をとじよう 

ランムーン〜月にかわっておしおとしたとき、なん度押してもシン 

きよ/」に決まった/……のだが、が出ないので不思讓に思って手を 

先生の圧力によって別のテーマに見ると、なんとそれはホッチキス 

変えられてしまったそうで、兄はではなく、ツメ切りだった。 

ものすごく悲しんでいた。 （兵庫県-流星） 

(群馬県Danishをもっとメジャ-に/) ▼ 

▼ ★1年前に考えたシャレがいまだ 

★リルムの身長が153cmというこ に忘れられない。その名（？）も 

とより、ドラッキーの身長が168 ロマンシング•サガット……。だ 

cmということのほうが、スゴイと れか忘れるのに協力してください。 

思うよ。オレは。（東京都•麵） （宮城県•テレパルごしゅう） 

★産休中のピアノの先生に「子育 

てがんばってください」と書いた 

手紙を送った。が/先生のとこ 

ろに届いた手紙には「子づくりが 

んばってください」と書いてあっ 

たそうだ。恥ずかしい……。 

(群馬県.館野ゆみか） 

★父と母がケンカしたとき、金し 

だいで父にも母にも味方したシャ 

ドウなオレ〇 (奈良県•バネルバ王子) 

★中学生のころ、どういうワケだ 

か学校にテレビのリモコンをもっ 

て行ったこと力<あった。もうあん 

なバカげたことはしないだろうと 

思っていたのに、今日学校でカバ 

ンを開けたら、スーファミのコン 

トローラが入っていた。 

(滋賀県•りょうこ） 

★ちょっと前、FFWのエッジが 

ガイルの服装で、しかも私の部屋 

でドライヤーで髪をかわかしてい 

る夢を見た。そして、うれしそう 

な顔をして「いまから祭に行く」 

とかいって出て行ったきりもどっ 

てこな力、った。 

(山口県•エブラーナ如月） 

背景が 
C10美しすぎて 

タマ見えず 
和歌山県•銘酒ゾウころび| 

残機ゼロ 
# この彈丸一つに 

すべてかけ 
福岡県.津波いさな| 

つらい日々 
たまの休日 

ケ^~ム^}0し 
宮城県.お茶 

踊るモグ 
たまに転N 

たまにキズ 
北海道.孫一郎 

I エヌ氏、力をためていたな。初段を允可す+6 
評る。JIIX観とは' 生活の■をすなぉに，圃b 

にするもの(らしい)。よしひろくんは、街お験 
I. てつ よてい はや/"\ “ 

_注の新しい鉄アレイが、予定より4日も早(7:>2144 *2^. 15 ♦たいか— 
く して大感動なのだ。グツハツハ//ゾゾ# 



もハガキ待ってるからねん。 

今回の対決はちょっとスゴイ。 

なに力<って、iの彼らの写真を白 

黒にすると、どっちか^どっちかわ 

かんないところがスゴイ。この対 

決のために任〇堂に電話して2人 

の頭の大きさをきいたヤツがいる 

ところ力、#スゴイ。やめろよ。そん 

なワケでけ）、いつものコーナー 

【フィガロ城のメイドさん求む】 

条 件：15歳Hhの女の子 

仕事内容：お茶くみ、おそうじ、 

その他いろいろ 

時 給：王の気まぐれ？によ 

り変わりまくります 

希望する人のみ、週1回「マッシ 

ュのモンクでいこ〜う」という、 

格闘レッスンが受けられますよ。 

(香川県•コイヶ） 

▼ 
【黄ぶよ2匹ほど募集】 

勤務地：「あとちょっとで5連 

鎖なんだけどな一jっ 
てところ 

勤務時間：消えるまで 

(兵庫県•夜寿羅義ナィト） 

▼ 
せっしや ひがい 
籲拙者、ドロボウによる被害を受 

t：!•申した。盗られたモノは他言無 

用。連絡待つ。一カイエンー 

(宮崎県•鈴木あやの） 

參 
い： 

ル* 

♦) 

ルI . 

ィ_ 

♦. 

さ 

私 \ 

す > 

勝 

(菁 > 

:ハ ， : 

次号予告 奢命の■ 
マリ方名 

♦ジャンケンブルドックて惕負し 

ようとした力<、ジャンケンなどお 

かまいなしにホッペをつねりあつ 

た。しかし、先にルイージが涙を 

こぼしたのでルイージの負け/ 

(福岡県• GO.) 

♦「全国民ゲーマー化計画」のい 

っかんとして、各々で自分が主人 

公のゲームを作り、テレビとスー 

ファミをもち歩き、全国へ繰り出 

す。ルイージのゲームを目にした 

人は口々に、「緑色のマリオ？」 

「ああ、マリオの片割れね」「マリ 

才をのっぽにしたの？」「え!？マ 

リオに弟？そんなヤツいたっ 

け」……マリオの勝ち// 

(千葉県.おかゆ王子） 

サボ5テソゲー/:/ 

0 w 
m 
19、 邏 

ガウが1ゆ〃みた一い。やっぱシャドウ 
はあの仮面（？）ハズさずに寝るのかな。 

入りません。バナンを食べないでください。 
でも、食後のおいのりは許可します。 

リュウってどうやって生計立ててるの？賞 
金ぐらいもらって帰ればいいのにね0 

兵庫県.鎌田新司 

北海道•江刺家純子 



茨城県•墀之内 



ディウスコレクションを出して 

ほしいと思う。邊isはパロディウ 

スは好きだけど、グラディウスは 

やったことがないって人が増えて 

きてると思、う力、ら。ということは 

だ/パロディウスのパロディが 

なんなのか、わからない人もいる 

ってことだよ/そんな最近のユ 

ーザーのためにもぜひ、グラディ 
はつぱい きぼう 

ウスコレクションの発売を希望す 

る。（群馬県•関浩昭） 

ださい。 

「極上パロディウス」か游植され 

るってことで前作をひっばり出し 

て遊んでるって人もいると思、うけ 

ど、オレは「グラディウスDI」を 

ひさびさにやってみた。思、えばス 

ーファミ初のSHTなんだよな。 

当時は、グラフィックがアーケー 

ド版にそっくりというのに感心し 

たけど、それ以上に音のよさに驚 

いた。あれから4年、次世代機の 
しゅつげん まぢか 

オリジナflSHTS作つ如;L/ :%ァど”さ: 

ざまな虫か巧寒をしかけてくる。 SHTといえば、プレイヤー 

は飛行槪舞台は空というのが 

おきまりだが、この梅I念を打ち 

破ったゲームがいくつかある。 

「超兄貴jやパロディウスなど 

がそれだ。そこでオレも考えた。 

プレイヤーは殺虫剤。敵キャラ 

オプション文とり_やハエと 
がみ い2ころ■■一す：:..たけ'. 

り*So齢は台所、ァリの巣、竹 

やぶなど。このゲーム、かならず 

「デザエモン」で作ってやるぞ/ 

(兵庫県•マンドリ平参上） 

——作ってもダレも怒んない/ 

挪っ喘特集 
近ごろナンハ。なシューティング 

(以下SHT)ばかり出ているけ 

ど、ポクは昔のSHTが好きです。 

そのなかでも「ソーラーストライ 

カー」と「スターソルジャー」が 

好きです。初心忘れるべからず。 

昔のゲームをやって、いま一度、 

SHTを見直してみよう。 

(東京都•超獣最強） 

やっほ一。ずっと前、ポクが大 

好きだったゲーム（ファミコン） 

があったんだ。それは「ファンタ 

ジーゾーン」っていうSHTで、 

キャラクターなどがユニーク。そ 

してポクは4面の曲がと一っても 

好きで、いつまでも忘れられませ 

ん。いまごろさがしても、そのCD 

とかってありませんよね。……も 

っかいききたい。 

(宮城県•もりりん) 

/f' E/ャ：/几別Iこゲーマーズね3とZI3i 艺れifれ(TIE/ャ：/儿052はの期し 
J X AfdJuOjIff/J'CRmラフコ-几.醜的.nil的》ご癩貝eと、Li3/i»ぉ咖し乙即討/ 

神奈川県.湘南人祝月1 



RPGつて、待ちに待でて待た 
されるコトが多いよ5なAがしな 
いでちないけど、出たら出たで、 

怒濤のごとくクリアめざしちやラ 

んだよね……、あっといラ間。 

ますます价 

★「MOTHER 2」8月27日発売/ 

うわ一い、じつはひそかに楽しみ 

にしてたのだ。はじめてCM見た 

ときは、なんのCMかわかんなかつ 

た。これまでなるべく「MOTHER」 

関連の言己事は読まないようにして 

耐えてきたので期待はふくれる一 

方です。（東京都•愁音なさと） 

★ No.13のハッチ様/(「ダンジョ 

ンマスター」のお話よ）スクリー 

マーの肉でおどろいてはいけませ 

ん。その下の階では、どう見ても 

いも虫にしか見えないグロテスク 

なワーム（しかも有毒）や、ジャ 

イアント•ラット、それにレッド- 

ドラゴンの肉も食べなければなり 

ません。ラットの肉はとくに軽く 
えいようか きちょう しょく1！ょう 

て栄養価か清いので貴重な食料で 

す。お腹がへるとなにを食べても 

おいしく感じるからまた不思護/ 

ムシャムシャ、.ゴックン/. 

ああ、おいしかった。 

(北海道•リンちやんマスター） 

★私はいまのR P Gがいまひとつ 

好きになれない。どうも ''大衆向 

け〃というのは自分にはあわない。 

なにもかもがプレイヤーの思いど 

おりになって、めったに全滅する 

こともない世界は、なんの刺激も 

ない気がするのだ。 

たとえば「ウィザードリィ」に代 
ひよう てき ばいつよ 
表されるような「敵が100倍強けれ 

ば、20唯強くなれ」的な世界、い 

じわるな_トラップ……。なのに、 

彼ら(愛好家)は「ウィザードリィj 

が好きだという/彼らをひきつ 

けるのはあのマニアックな世界だ 

と思う。私は万人に受けいれられ 

るゲームよりもユーザーを選ぶが、 
きようれつ いんしよう あた _ 
強烈な印象を与えるゲームをプレ 

イしたいと思うのだ。 
(兵庫県•高原直広） 

★群馬県の朝倉ネし火さん、ありま 

すよ/ストーリーのないRPG 

が。その名は「ルナティックドー 
し ゆじんこう もく 

ン」といいまして、主人公には目 

的がまったくなく、自分で目的を 

巧畸p，.*• Iしースも弋 

微び/^ 

鈴_ 

作るというゲームなのです。現在 

パソコン版が出ていますが、PC 

エンジン版も開発中ですので、興 

味があればど一ぞ。 

(千葉県•たもつ） 

★この前、社会のテストの解答ら 

んに「セボイの反乱」と書くつも 

りが、「ポボイの反乱」と書いてし 

まった。わらわらと群がるポポイ 

の図を思うとかわい一から、2点 

くらいマイナスでも平気.••…。 

(長野県•ミルフイー) 

私のイチ押しソフト• 

★なにがいいって、まず音楽が最高/ラテ 

ン風の街の曲が好き。あと、ほかのRPGに 

はないような、段差から飛び降りられたりす 

.るちょっとした要素がおもしろい。さすが、 

名作だ……/ 

私は伝説や神話が好きで、かなりくわしい 

と自分でも思うのですが、その神話をテーマ 

にして、うまく生かせるのかと心配だったけ 

れども、これなら安心できるデキ。おおいに 

PUSH PUSH/ 

さっきもいったけど、私は自他ともに認め 

ィ (似*'*. 

M 
考如な、け9 0 

福岡県•ぺやんぐ鹿兜島県•五月雨みえ 

ようかWB；かせ がん.そ ’ .■べん 
る妖怪博士。みんなも元祖RPGの世界を勉 

強しょうぜ/ 

(神奈川県• Dr’書店のなつと5) 

W 

_ 

■ゼルダの伝説 
SOUNDSDRAMA 

■’94年6月22日発売 
Iソニーレコード 
SRCL2940〜〇 

■3,800円 

★どれだけこのときを待ったこと力、っ。 

アレンジバージョンもステキだけれど、 

もう、あのタイトル曲をきいただけで、 

ゾクゾクしてしまった。そしてなにより 

大好きな力カリコ村のテーマ……。やっ 

ばりゼルダが大好き。どんなにゲームが 

進イ匕しようと、あのときの感動は変わら 

ないもん……。（東京都•ジュネス） 



rinm…“•」 

RPG後日談 
★ No.13の木村はじめさ+に； 

VIのその後第2 

お決まりのロック&セ| 

リスのその後です。 

世界も平和になったことだ： 

し、あとはくっつきやいいだ 

けなのだが、なんとなくいっ！ 

しよにいるだけのまま、ロッ！ 

クは宝さがしの旅に出て、セ\ 

リスはその手伝いをしている。！ 

そこへ、ライハVレのジークフ: 

リード（ニセモノかも）があ\ 

らわれてセリスに目をつけ、 

彼女を2人の宝として奪い合: 

い力はじまる。ロックはトレ: 

ジャーハンターとしても恋人: 

としても負けられん、とジー; 

クフリードと勝負し、みごと 

に倒す。そのまんまセリスと 

結ばれてめでたし、めでたし 
けっこんしきとう| 

……と思いきや、結婚式当 

日、ついエドガーがクセて•花 

嫁を口説きはじめ、血で血を 

洗う大乱闘になり…、ってキ 

リがないですね0 

(三重県•卜ーラ） 

RPGわき役列伝 
★ 説2jで ''アメフ_んだか心配しちやうけど、/でも. 

この2A*?好き。 

(千葉県，ェジエル) 

小さいときダイタンなコトを 

したわりには、けっこう平凡な 

ISになっちゃってたりして。 
とにかぐ、あのとき親から離れ 

て育ってきたために、おたがい 

まるでk妹みたいに慕いあって_ 

いる.といぅたカンジかな。 

あんなちっちゃい2人で、そ 

のあとど一やって暮らしてい'く 

矿一矿?5一ぎぞ5^ぎ;V' 
おはがき大募集 

RPGファ厶によ3、RPG 

つT*し(fstdMu RPG9"?し 

めべージてす。 

• TalkSTalk 

RPGにまつわ3いろんな思い、 

エビV—ド、なんTもど勹冷。 

籲私勿イチ押しワフト 

たまには昔めワフトも振り返つ 

てみませんか7 

•RPGわき役列伝 

個性豊かなわき役たち它紹介し 

てね0 

_悪魔つ子ウラブ 

マニアッウなはがき少なし0 

——新企画勿*?イディアち、お 

待ちしマおります。 

f 

長崎県. 

富山県• 



育森県•美崎涼 

残された人のgは、逝った人のぶん 
も充実した人生をおくることです。 

山梨県•未十明特 

迫力負けしおしお。気がたまってるぞ。 
は武道家にとつて永遠の課題0 

新潟県•耳大帝 

ギヤラリー 
お題►カイエン(FFVI) 
テこは、よくrしめ切りはいつか』という質問がよせら 

〃れます。お答えしましよ5。発売日から2過間です。必着ね。 

遅れた八ガキは美術館へ送られるので、ご心配なさらぬよ 

愛知県，東堂水里 長野県•G•び芒なあ 

〆つ、✓ノ 

奇特 
なちのたち 

福岡県•力舞神楽 

兵庫県•ジブラルタル 
酔って寝るのが俺たちの流fぜ。 . 

「浪人街」を思い出すなぁ。 北海道•ホモジナイス岡 

S 
V$ 

rrl白馬の奇公子 

i-tぞ。 

諮 
\せヤ 

一 I-A4- 

栃木県•ウニ頭そ—すけ 

山口県•橋本昌寛 
だからいつたんだよ。腐らないよ 

ぅに雲しろつて。息くさいよ。 



人のいとこが外国のかたと 

結婚したそうです。そして 

男の子が生まれたそうなんですが、 

名前がなんと ''マッシュクってい 

うそうです。私は思わず「いし名 

前だね/」っていいました。幸せ 

になってほしいですね0 

(東京都•林橘杏樹） 
•幸せは歩いてこない、だから歩 

いて行くんだによ。歩いてるうち 

に体も鍛えられてすっかりモンク。 

校の授業で習っているパソ 

-i-コンで、夏休みの雀鐘が出 

ました。内容が '、自分で好きな絵 

を描いてその絵をドット絵にす 

る〃なんです。はじめは「ラッキ 

一おもしろそう」なんて思、ってい 

たけど、これか灘しい。1つまちが 

えれば''変〃になってしまう。で 

も、がんばるぞ/ 

(山口県.勇f路頭） 

癱ドット絵は、1ドット狂うとお 

そろしく変イ匕してしまう。はじめ 

はスライムで練習。それでダメな 

ら、やみ夜のカラスでゴー。 

きこえるんですよ……。 

凍京都-獅獅） 

-f-レは感動した。8月5日号 

のTheスーのこのコーナー。 

オレもずっと「スピニングバード 

キック」を「1• 2 • 3 • 4」だ 

と思、ってた。友だちにさんざんか 

らかわれたんだ。オレだけじゃな 

くてよかった。ざまあみろ。つい 

でにガイルの「ソニックブーム」 

は「アレックvレー」にきこえる。 

•「ざまあみろj (ぉ长人にいえよ。 

人に「またTheスーに載っ 

-1—たよf」ってルンルンでい 

ったら「編集部もよく載せるなぁ」 

だって。ウチのわからんちんにひ 

とこといってください。 

(三重!！ •八ッチ） 
離ルンルンらしし'^女のダンナは 
われわれせきにん 
我々が責任もってとっちめよう。 

性キャラの身長と体重の関 
けいなぞきょうみぶか 

7^係の謎も興味深いが、なん 

といっても、226onもありながら 

78kgしかない（/)サガットが、 

いちばんの謎だと思う。 

(神奈川県•主嫌なのす」ターンズ） 
鲁あんなにいなのにねえ。き 

-3ときびしい修行によって体重を 

hくしたんだね0日本にもいるよ 

ね„ザゼンで宙にういちやう人0 

lilg区のお祭りの屋台には、5 
1311 かめんにんじや 

年ほと前から ''仮面の忍者 

のプラモが1つだけ置いて 

ある。だれか買ってやれよ。 

(山形県•オタッ草やきぅ） 

•売りものじやないのかもよ。お 

やじが大ファンでかざってあんの。 

には「ぷよぷよ」の4連鎖 
めのかけ声が、「マヨネー 

ズ/」としかきこえない。 

(大阪府.ヵリン） 

~rらみみ、私もあるんですよ。 

i「ぶよぶよ」の「ダイアキュ 

ートJは「ブ^」ときこえたし、 
はおうまる こげつざん 

アーケードの覇王丸の「弧月斬」 

が「お仏壇Jだもんね 

(培頭. 

ラゴンボールZ 2のブロリ 

一の「ローリングブラスタ 

が「勝利もらったあ〜/」に 

んね。 

票，みるるん 

h 

新潟県•つぁんも 



これから霣いたいと思っているゲームはなんですか？（1つだけ)ゲームは5喑順にならんでいます。 

3940414243444546474849150 

202081212121212181812121没 

039040i042Q43044il047__ 咖 



ウイザード」イVI ~禁断の魔筆〜 ^ 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

■アスキー■年末発売予定■価格未定■バッテリーパックアップ 

ウイズもド派手になりました _ 

アニメーションパリパリ 
ダンジョンRPGの代名詞「ウ 

イザードリイ」に6作目力<^場だ。 

これまでの5作とくらべグラフ 

イツク、ゲームシステムともに大 

きく変更され、まったく別モノに 

生まれ変わったといって专いい 

ろう。3DのシンプルなS 

てもいいだ 

な麵構成 

「VI」では';酉場、寺院などの地上 

Mはなく、冒険はダンジョンの 

なかだけで進行する。休息をとつ 

てダメージを回復し、武器はとき 

どき出会うN PCから購入した 

り、モンスターを倒したりして 
うしゆ け！^ナんち 
入手する。経験値がたまれば自 
動的にレベルアツプするぞ。 

がシリーズを特徴づけていたが、 

森や地底などさまざまなi也形が 

用意され、各キャラの顔も表示 

される。戦闘中はモンスターの 
ふ お ぶき じゆもん. 

動きや振り下ろす武器、呪文の 

効果などがアニメーシヨンで表 

現されるのだ。 

とはいえ、あのストイックで 

求道的な魅力は健在0昔からの 

フアンも安心していいぞ。 

明 SKOUT： 

^3 

孕トラ#で力ぢS/ご. 

職業が追加されたこともあって 

呪文は完全に変更され、以前と同 

じものは1つもなくなっている。 

火、7k氣池心、魔の61 

77の呪文があり、そのなかから覚 

えられる呪文は練金術飾、魔法使 

い、僧侶、超能力者によってちが 

つてくるぞ。 

キャラ作りでは新職業、新種族 

力S6AI1され、選択の幅が広がった。 

さらに、*性別やスキルの選択もあ 

る。スキルとは技能のことで、武 

器、運動、学術の3つがある。武 

器関連はキャラが武器をあつかう 

技術に関係し、剣、弓、盾などa 

類^に学習する。運動は肉体や声 

を使う能力。隠れたものを見つけ 

るスカウト能力や音楽、はやわざ 

などがある。学術はアイテムや呪 

文の使用に関係する。レベルアツ 

プでこれらのスキルを上げていく 

と、キャラは強くなっていくのだ。 

©1994 Sir-Tech Software, Inc. All rights re 

ムーク 

雪険®しかたも芝わ®/ 

■ 

追 

レンジャー 
スカウト能力が高く.秘密の通路やワナを発見で 
きる。弓が得意で，錬金術師の呪文も覚える。 

辣金術師 
名前のとおり、練金術師の呪文を覚えるのがだれ 
よりも早い職業だ。武器のあつかいは苦手。 

加 バード 
吟遊詩人。楽器をかなで，その魔力を引き出す。 
魔法使いの呪文を覚え、盗族の技量も多少ある。 

職 超能力者 
超能力.つま1) ''心"の領域に属する呪文をすば 
やく修得していく。みょ5に現代的な職業。 

業 ヴァルキリー MllMiM 
仑身を鍛練している修道僧は.素手での戦闊をも| 
っとも得意とする。超能力者の呪文も覚える。p 

追—. 



新作犯則打通豐 

j 1描いて作って遊べるデザエモン© 
pMI | ■アテナ■9月発売予定■価格未定■バッテリーパックアップ 

I思うぞんぶん作るのだ/そして末はゲームデザイナーガ W 

自分の隠れた才能金31き出して作ゴガ 
いよいよ発売がせまってきた、 

シューティングエディツトソフト 

「デザエモン」だ。自分自身でシュ 

ーティングゲームを作って遊べる 

なんて、シューティングが少ない 

スーファミにとってはうれしいソ 

フトだよね0今回はそのグラフィ かんけい しようかい 
ック関係+ B G Mのことを紹介 

していこう。とくにグラフィック 

は、ゲームのメインとなるだけに 

力を入れないとね0とはいっても、 

基本的に「マリオペイント」のスタ 

ンプ機能と同じなので、むずかしく 

考えることはないんだ。マウスも 

対応しているので、あれば作るの 

がラクになる。キミの描く自機や 

敵キャラが、テレビの画面を動き 

まわる日もすぐそこなのだ。 

Mデザエモンでキ2のでさることを_るI 
描く、作る、置く、遊ぶが基本 
作る工程のほとんどが、ドッ でも、ゲームパランスを考えな 

作るといっても、シューテイン 

グ全部を作るワケじゃないんだ。 

システムなどは、最初から設定さ 

れてるので、それにあわせて作つ 

ていくだけ。くわしくは、下と右 

のカコミを読んでね0作るからに 

は多少のめんどうは覚悟しなきや 

いけないぞ。なんちやってね。 卜絵の制作だろ5。自分の考え 
た自機や敵や背景が、ゲームに 

そのまま使えるのだ。やりい/ 

いと、ただむずかしいだけにな 

つたりもする。敵の動き、性能、 

配置はひかえめが基本だ。 最初から設定されているシステム 
あらかじめ決定されている 

のは、_機のパワーアップと 

ボムの効果、敵キャラの動咅や 

弾の撃ちかたは十数種類のなか 

から選ぶ。それと1ステージに 

ボスが1体のみといろこと。 
パワーアップ方式は、 
3段階で3種の武器だ 

ボスは丨体のみ。入魂 
のヤツを作り上げろ。 

M己の分身ガカツチヨイー自機を作魏ム 
どんなおもしろいシューティン 

グでも、自機がへボだとイマイチ 

きまらないよね0自機のサイズは 

ドットでいうと、_32X32ドッ 

卜だ。この限られたなかで最高の 

自機を描いていこう。と、イキナ 

リいってもイメージがわかない。 
まず最初にすることは、紙とエ 

ンピツを用意して自機を紙に描い 

てみることだ。なるべく正方形に 

おさまる形がいいね0それができ 

たら、さっそくドット絵に挑戦/ 



m 
自機ができたら、次は敵キャラ 

の作成だね0敵キャラのサイズは 

ボスキャラをのぞいて全部で5つ 

だ。そのうち4つのサイズでは、ア 

ニメーシヨン処理ができる。これ 

を有効に使って、キャラをいかし 

ていこう。敵キャラも、まずイメ 

-ジを紙に描いていくといいぞ。 

[1BX1Bドット] 
いわゆるザコキャラがこのサイ 

ズだ。アニメーション数は4枚。 
あんまり細かい絵だとワケがわか 

らなくなるので、シンプルにね。 

とくにドツトのサイズが大きいキ 

ャラは、描いてるときに/くランス 

がくずれることが多いからね〇そ 

うそう、ボスキャラ以外はすべて 

パレット（使える色全部で16色） 

が共通しているので、それにも注 
い さいきようさいだい 
意が必要だ。最強最大、ハデハデ 

な敵を作つちゃおう/ 

[ilxsiドット] 
ザコキャラサイズを縦、横に2 

つ並べたサイズ。トレーラー、S 

サイルなどスマートな敵キャラに 

使えるね。アニメ数は2カツト。 

Q 

[32X32K^K] 
自機がこのサイズだ。このぐら 

いの大吉さなら、細かいデザイン 

でも十分見られる大きさ。逆に、 

ゴマカシはできないそ/ 

[鷗卿，卜， 
敵ザコ中最大のサイズ。中ボス 
としても通用するね。こうなると 

描くのもたいへん0イメージ画と 

にらめつこして描いていこう。 

とつ抓]ラ^ 

YA/こんなとこにオジャ かにごまかすかってのも大切な 

マだせ。い吉なり.だけと、ドッ 

卜絵って奥が深いせ。えっI? 

知ってる！？まあ、話をきいて 

くれよ。ドット絵はゲームにと 

って命だろ0そこに1ドット置 

くか置かないかで、そのグラフ 

ィックのテキが左右されるんだ 

せ。それに細部になると、ドッ 

卜絵にも限界がある。それをい 

んだよ0このバランスがわかれ 

ば、キミも一人前のドッターだ 
ぜ。ちなみに、ここで描かれて 

いるドット絵も全部オレが描い 

たんだけど、 
あんましイa pT nr， 

れるデキじゃj 

ないか……。 

議鐘せねば/ 

最初から入っているB G Mもギ 

ンギンでカッチョイイけど、オリ 

ジナルにこだわるなら、挑戦して 

みよう。最高16小節で、し力、もそ 
へいこう 如うこう 

れが2つ並行しているので、重厚 

な音を作ることも可肯gだ。使える 

音色は、ドラムなどを含めて32も 

ある。ハッキリいって、こんなに 

機^の高いBGMエディターがス 

ーファミで使えるなんて感激/ 

このエディターでは、リズムるものを使ろ。そのかわり、小 

などはあらかじめ用意されてい節ごとに自由に使い分けられる。 

I I — 

I 

JL音色は全部で32だ 
^ 尺八タイプからエレキテックまで、なんでもありありだァ 

毪逋™ ■ _浦^i瀛念，說ダ#-/##; 

M aw分議#%通_魅遥备爹^凌冰 



新作—丄卫 

F-l HERO.94 
Iパリエ■ 9月22日発売_9,500円 

レーザーの目から見たF-1ゲームガ 

，g4 ❿ 
如 

__ ®_■題 取.め SG# 

よシグナルグリーン/君は実在 

のF1レーサーとなり、最新のデ 

一夕で性格づけられたライノレた 

ちと、全1嫩を戦いぬくのだ。 

mwi3wf^ tm&omm» 
レースをするには、実際に走る 

レーサーと、マシンをgするチ 
ひつよう きほんてき 

ームが必要だ。ゲームは基本的に 

’94^度グランプリのチームとドラ 

イバーの組み合わせで行うが、君 

の好みで変更することもできるぞ。 

蒙 
變 

▲J 

へぐ M! 

じ级S見 
i露 
a観: 二 

謂廳酿鑛 
このゲームには視点きりかえ機 

能がある。ダイナミックな5つの 

視点から、君がいちばん見やすい、 

もしくは燃える視点でプレイだ/ 

これが 
ま膽PS 

，プブプルpekdw吝フフアず穸一# 
レースは約310kmという道のり 

を舞台にした熱き戦い。23台の強 

敵をしりぞけ、勝利を手にするに 

はコースを知り、走りかたを考え 

なくてはならない。エンジンをふ 

かすばかりが速さではないのだ/ 

十色のtoテT：/ク'をき0め3ガ 
マシンセッティングには全部で10の項目が用 

意されている。マシンに積まれたエンジンの質 

と自分の走行スタイルにあわせてセットしよう。 

タイヤ B〜D、レインタイヤの計4種類 

フロント 
ウイング ダウンフォースの調整（B段階） 

ブレーキ ブレーキバランスの選択（4種類） 

サスペンション 路面へのくいつ吉調整（B種類） 

シヤシー マシン骨格の選択（4種類） 

ディフユ-ザ- マシン後部の安定性強化（3段階） 

リアウイング ダウンフォースの調整（6段階） 

5ツシヨン ギア操作手段の変更（3種類） 

タイプ 空カバランス設定（4種類） 

八ンドル 八ンドルの切れぐあい（6段階） 



d) 4フのアイテムを集める// 
■玉を割る 

^ステージ中にくす玉 

みよラに情は转いかわい 
さがある。愛嬌のある顔 
で、いろんな1」アクシヨ 
ンを楽しませてくれるぞ。 

キッドクラウンのクレイジーチェイス ❿ 
■ケムコ_10月21日発売予定_8,800円 

操作はとてもかんたん/おもしろアクション登場// 

走つl：!3/ur,】*YEド5JISアク加ンガ 
このゲームは、見てるだけで楽 

しくなっちゃうqt力斗T7クショ 

ンゲームなのだ。各ステニジは斜 

めスクロールで、主入公キッ歹ク 

ラウンがひたすら障害物をよけつ 

つ逃げまくるといった感じ。 

に、-キッドが障害物でコケたりし 

たときの多彩なリアクションは見 

ものだ。ゲームのルールも超カン 

タンで、ステージ中のアイテムを 
•' ん はや 
燃える導火線より速く集めて、ゴ 

ールするというものだ。ただし、 

失敗するとスタート地点にもどさ 

れちゃうぞ。とにかく、このゲー 

厶はアクションははじめてという 

人でも楽しく遊べるゲームだ/./ 

::气鑛_ 
コケ騎 

¢1 

霞 



新作霊 niTI'l.WTi：- 
ゴーストチxイサー鼋精 
■バンプレスト_ 9月下旬発売_9,800円 

バンフ。レスト、オリジナル格闢ゲ-ム登場// 

：m-y^ 

STORY 
A.D a079o第三次世界大 
戦から数十年後の未来の棰東に/ 
制御体都市国家連合と呼ばれる 
奇妙な連合国家があった。 
この国は、あらゆる情報をネッ 

卜する超巨大ネットワークシス 
テムとw制御体"と呼ばれるそ 
れらを総合管理•制御するスー 
パーコンピュータに支配されて 
いた。w制御体〃の監視の目は、 
どんなささいなことち見のがさ‘ 
ず、こと、犯罪防止とい5点では、 
ほぼ完璧かと思われていた。 
しかし近年、H制御体Mの目に 

ち感知されない”ゴースト" 
呼ばれる者たちがあらわれはじ 
めたのである。政府は、多発す 
るゴースト犯罪に対抗するため、 
対ゴースト籣察_ nゴースト 
チェイサー"を設立した。 

一-— 

HM 

@必殺技と合体技を使 

、、コンパチヒーロー"や、、スーハ。 

一ロボット大戦〃などの人気キャ 

ラクターゲームシリーズをもつハ# 

ンプレストから、オリジナル格闘 

アクションゲーム「ゴーストチェ 

イサー鼋«」力梁売される。舞台 

は、第三次世界大戦後の未来世界 

なのだ。 

赤いゲ-ジと青いゲ-ジ？ 
このゲームではパンチやキック 

といった通常技qほかに、コマン 

ド入力技と2人同時プレイ時に使 

える合体技があるのだ。また、体 
力（青いゲージ）が赤い状態で、 

かつ、チャージエネルギー（赤い 

ゲージ）が満タンのときには、超 

必殺技も出すことができるぞ。 

園IF®沴次尺趙淡 
ここでこのゲー 

ムの主人公たちの 
プロフィールを紹 
介しよう。右に紹 
介したのは、対ゴ 
ースト専門に組織 
された ''幽霊課" 
に属するサイボー 
グ捜査官たちだ。 

全5ステージの 
敵をけ散らせ// 
このゲームは、各ステージがい 

くつかのエリアに分かれた5ステ 

ージで構成されている。各ステー 
ゆうれいか ちょうかん 

ジの最初に、、幽霊課〃の長官ダあ 

らわれ、指令をくだす。その任務 
すいこう まかい てききち 

を遂行すべく、魔傀たちは敵基地 

へと向かうのだ。 
©BANPRESTO 1994. 

KX-20 *3Sdr。勵鬼 
のサポーターのバィ 

iオロイド。と 
も呼ばれてぃる。 

2人プレイ用にくわえられ 

たシステムに ''合体技〃があ 

鼠 

；| • j〔とび技 

馨 

II 
ツイン-ブレッド 

3投げ技 サマ-ソルトスピン 

隱越^と^ 

投げ技 イズナ.パスタ- 

顯®とび技 ブラ;(7フィールド 

1 「投げ技 パイルドライバー 



SP屋の床いちめんに広がる黒い 

械毯〇わずか2センチほ$しかな 

いJ、さな茶色いウサギの大群が、 

黒のシルクハツトをかぶって整列 

i)ぎを 

ブ続ぃ 

妙なウサギの夢」。6年前の姉とキ 

ーワードはまったくいっしよだ。 

たぶん自分も「謎の失踪」をする 

ことになる。この世界とは別の世 

界へどこかの「異空間」へ、お 

そらく行くのだ。姉のサイコも、 

きっとそこにいる。 

どこかでポンッという小さな音 

がした。われ处えって、練毯のよ 

うに部屋< 

なウサ； 

然， 

eりとサイコ 

のことを思い浮かべていた。これ 

からどんなことが起こるのかはわ 

からないが、6年前に忽然と姿を 

消したままの姉のサイコに会える 

という確信のようなものがあった。 

「パソコン」、「10歳の誕生日」、「奇 

ょぅ义J 

Mu 
目をこらさ 

なウサギたちか' 次々とはじけて 

いた。わずか2センチばかりの小 

bした砂の粒で埋ま 

i：砂漠のようになつ 

$いの大i 

ILて' 

のように小さくなった。細かな砂 

粒ほどの/』、ささになっても、微妙、 

にウサギの形を保っている。部屋 

庥はわずかな時辱で、ウサギの^ 

[で埋まり、黒しMi 

うになった。 

締め切ったはずの部屋に、突然 

風が起こり、ウサギの形をした大 

量の細かな砂を一瞬で巻き上げる。 

ウサギの砂をたっぷりと含んだ風 

がダイスケを襲った。全身に細か 

なウサギがたかって、ダイスケは 

黒し渺の像になる。雜ほどにな 

ってもウサギたちは生きていて、 

目•鼻•口•耳、それから全身の 

皮膚をとおして体内に侵入してく 

る。体がだんだんと乾いて、砂に 

なっていくような、奇妙な脱力感。 

不意に脳か破裂して、バラバラ 

お八ガキ大募集/ 
ウサギたちに飲みこまれてしま 

ったダイスケは、いったいどこへ 
行ってしまったのだろ5か7 
このコーナーでは、「ジャムズ」 

になった脳の破片が床に飛び散っ 

たような感覚に襲われた。たいへ 

んだ/体内に次々と侵入してく 

る砂粒のように細かいウサギに全 

身たかられたまま、ダイスケは椅 

子から立ち上がり、床に散乱した 

頭がい骨や脳みその破片を拾い集 

め、もとあった位置にはめこもう 

とする。だが、脳の破片が、どう 

公い。さがし 

クの形を 

<体内 

@ダイスケの思、考は途切 

れ、体は完全に砂になった。ダイ 

スケはもういない。なにかを拾い 

集めようとしている少年をかたど 

った黒I渺の像が、ひとつ置かれ 

ているだけだ。少年の形をした砂 

の像が、さらさらとくずれはじめ 

た。くずれた砂はどこかをめざし 

て、ひとりでにころがっていく。 

そのときダイスケは、すでに別 

の世界にいた。 

に対するみなさんのこ'意見をお待 
ちしています。お八ガキをくれた 
人のなかから、毎号抽選で5名に 
特製テレホンカードをプレゼント 
します。どんどん応募してね〇123 
ページのゲーム紹介ち見てね。 



,スーパーファミコン素朴な疑問いっ老よ解決 
ちょっと讓こもとってみようかな 

(純•なに)33 
今回はゲーム用語を集め 
てみたのだ。なにげなく 
使ってるコトバもいっぱ 
いあるけど、「じや、どろ 
ゆろことなのときい 
てみたというワケ。意外 

な発見があるかち!？ 

専門用語は 
ちんぶんかんん 
ゲーム歴半年以下负 
初心者访館 初臟 

0^0 ACTやRPGながゲ•ムジャン！^ 

略語についT教久T 

最初は、一口にゲームといっても、 

アクション、口ールプレイング、シ 

ューティングなど、いろんな"ジャ 
ンル〃があることにおどろくかもし 

れないね0雑誌ではこのジャンルを 

よく英字3文字で表現している。 

たとえばスケジュール表にはたく 

さんのソフトがならんでいるけど、 

しめん 
誌面ですベて紹介するのはムリ。夕 

イトルと発売メーカー、発売日、価 
格だけしかのっていないソフトが毎 

号たくさん出てきてしまう。これだ 

けじゃどんなソフトか想像もつかな 

いけど、ジャンルを見ればどうやっ 

て遊ぶゲームかくらいはわかるよう 

になるよね。 

ジャンルの略しかたは、雑誌によ 

って決められているので、これが標 

準といったものはない。たとえばァ 

クションがACTだったりACGだった 

りするのだ。また、「弟切草」の''サ 
ウンドノべル"のように、メーカー 

から提唱した新ジャンルもある。 
TheスーではN0Vと表示しているけ 

ど、ほかの雑誌ではETC (エトセト 

ラ）にしているところもあるよ。 

Theスーで使っているおもな略語は右 

のようになるんだ。（_部• F) 

ACT-アクション(ACTion) 

RPG-ロールプレイングゲーム 

(Role Playing Game) 

SLG-シミュレーションゲーム 

(Simulation Game) 

SHT-シューティング(SHooTing) 

SPT-スポーツ(SPorTs) 

PUZ-パズル(PUZzle) 

ADV-アドベンチャー 

(ADVenture) 

•66ページの新作ソフト情報のペー 

ジの下ち見てみてね。 

°皆 
ゲームワ7卜访メガ数つT 

なん访こと7 

[メガ]数の単位0 0が6つで1メガしくはVガビッドという単位に 

となる。1，000,000=1メガ。 なるのだ。コンピュータにとっての 
「スーファミ初の24 メガ./」とか「100 

メガショック/」というときに使わ 

れるメガ数というのは、ソフトの容 

判断基準は、電気が通る、通らない 
という、0か1かの世界なんだけ 

:の〇か1かの情報をもつ最小 

量（大きさ）をあらわしていて、正 の単位がビットになる。 

この容量が多ければ多いほど、い 

ろんな情報をもっているっていうこ 

とになって、分岐が豊富なシナリオ 

や、緻密な画像を作ることができた 

りする。でも、「あのおもしろさでた 

ったの4 メガ？」なんてお得（？）な 

ゲームもけっこうあるので、まどわ 

されちやイカンよ。（むすていん） 

•スーファミの限界は64 メガとい5C 

結局は使いかたなんだけどね。 



〇發 
特集（なせ•なに)33+ギ3—カイ3—ゴ編 

：)マしドつマな一に7 

〔コマンド〕Command。命令、指揮。 

ゲームの世界では、コマンドとい 

うのは基本的に''命令する"、''命令 

をあたえる〃という意味で使われて 

いることが多い。ドラクエに代表さ 

れるようなRPGでは、戦闘になると 

画面の左上にコマンドが出てくるよ 

ね。たたかう、じゅもん、にげる、 

といった文字を選ぶとその命令どお 
りに、キャラは行動する。昔のADV 

ゲームで(夂コマンドを入力すると 

き比わざわざ「トル」、「カギ」と一 

文字一文字入力したもの。それがフ れんぞくさつじん 
アミコンの「ポートピア連続殺人j 

などからルコマンド（はなす、し 
らベるなど）を選べばいいかたちに 

なってきた。 

格瞬ゲームて•(奴段技を出すときの 

複雑な入力も、コマンド入力と呼ん 

だりするね0 部•さんきち） 

〇皆 オブシ3し(OPTION/絲しょん) 
つてなH:? 

[オプション] optiono選択0 とがありますが、おそらく自機の'、才 

語知からさっするに、使うか使わな マゲという意味なのでしよう。 
いか絲に艱できるもの、つまり （元某メーカー開発• K) 

、'オマケ〃みたいな意| 

味で'ゲ-ムて做ゎ 

れてぃるょぅです。 
またシューティン 

グでは、自機と同じ 
やくわり ぶんしん 
役割をする分身を、 
オプションというこ 

眢 
RPG初心者*?すが、 
経験値、HP、MPつT 
なん负ことマすか？ 

H Pとはヒットポイントの略で、 

キャラの体力を、MPとはマジック 

ポイントの略で、キャラの魔法や特 
し*こうげき しめ いゥぼんて# 
殊攻擊ができる•を示すのが一般的 

です。だからHPの値が大きいほど 

うたれ強いキャラとなり、MPの値 

が大きいほど、たくさん、かつ強力 

な魔法が使えるようになります。 
また経験値とI乳そのキャラがそ 

れまでにつんだ経験を数値化したも 

のです。ですから、大きな経験（ポ 

スキャラを倒すなど）をすれば、そ 
れだけたくさんの経験値が手に入る 

というわけです。 部.H) 

11世界観11つTどういう：3卜？ 

世界とその住人たちの生きざまを、 

どう位置づけ、解釈するかという考 

えかた。ゲームでI丸ザに「世界 

設定」と同じ意味で使われる。 

しかし、作者が一貫した世界観を 
tうCよう〇ん货つ 

もっていないと、登場人物の行動や 

セリフに説得力が出てこない。 
たとえば、ドラクエVの最終ボス 

がその野望を止めること 

ができなかったの次「世 

界Jがそうしむけたから。 

そのやるせなさを理解で 

きたプレイヤーもまた、 

ドラク：lvの世界mをつ 
かんでいるのだ。 

要がある。だから嚴密には世界観 

と世界設定はちがうものであるはず 

なのだ。世mそれはすなわち作 

り手の無言のメッセージかも。 
(石楚主補 

•「ドラッキーの華や吾5jは、その 

"の一天気"な世界観で一世を風!!し 
たゲームであつて、その……〇 

n f7 /> _ 

•ムでは遊ぶ側も作 

:界観を共有する必 者と世与 

"B.B■"と"PW"つ仿んぬ卜？ 

B.B.はバッテリーバックアップの 

略、PWはパスワードの略です。バ 

ッテリーバックアップと内蔵電 

池などを利用して、その時点でのプ 
レイしている状態を記憶（セーブ） 

させる方法で、新作スケジュールで 

このあとにつづく数字は、データを 

記憶する入れもの（ファイル）がい 
くつあるかを示しています。X 4な 

|する入れものが4つ、つま 

广が4つまでできるというこ 

とを意味しているのです。 

、記憶す. 

セーブが 

いつt?う、パスワードはその時点、の 

データに対応する記号や文字が表示 
あんごう t*う9ょう 

され、この暗号を入力すると前回終了 

した状態のつづきからプレイができ 
るようになります。現在はRPGなど、 

IなものにはB.B.が、ACT 

[するていどのカンタン 

なものにはP Wが使われることが多 

ぃょぅです。 _部• H) 

•セーブの反対で、データを入れて 

ものから出すことをロードとい5。 

まちがえるとタイヘンなコトに…… 

状態が_なも 
など面を指定す 

rようやく発売獅1:/職けT卜j 
つUうけ0T/W〃つマなんてすか？ 

〔バグ]bugナンキンムシ。ブログ 

ラムのあやまり。 
ゲームソフトもふくめ、コンピユ 

一夕のプログラムができあがると、 
Cよう#ようそうてい 

あらゆる使用状況を想定してテスト 
がなければ、はれて製 

Iに出ることになる。し 
を行い、離がな 
品として市場にu 

かし、「予期せぬできごと」が起こ 

り、見つけられなかった異常事態が 
発見されることがある。このエラー 
をバグと呼び、原因を追求して手直 

しすることをバグをつぶすなんてい 

ったりする。う-ん、気持ちはわか 
一るけど.…"P (ぶ一.むすていん） 
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対！ゲームなどで、圧倒的に 

不利な状況を相手に強要して攻める 

ことをハメという。 
飛びこみをガードさせたあと、操 

作不能の状態におちいっている相手 
を投げる ''カタメ樹ナ‘"が現在、いちば 

悪なハメ技だとされている。 

(杉くん） 

みんなに嫌われ3といウ 
”八メ技11ゲTなに？ 

"処理落以はどうレう鼸於扣？ 
どうしてあこ祕？ 

〔綱落ち〕画面上の表示物が多ぃ 

ときなど、計算処理が間にあわず、 
表示速度力»に落ちるm 

ゲームの画面というの(夂6盼の 

1秒ごとにきりかわっています。つま 

りこの6盼の1秒の間に、次の画面で 

どの場所にキヤラクターが動いて、 

グラフィックがどう変化するか、と 

てるとか、ACTでキャラがやたらい 

つぱい動いているなど)ために、6盼 
の1 秒では間にあわないこと力《ありま 

す。こうなると、すべての処理が終 

わるのを次の6盼の1秒後まで待たな 

ければならなくなり、果として全 

匡が遅くなったように見える 体 <7)^1が: 

のです0 

いうようなすべての作業を終わらせ 

なければなりません。 

ところ?^、ときとしてこの量 
が多すぎる（SHTで弾がめいっぱい出 

これを防ぐには、とにかく姻^の 
速いプログラムを組むというテクニ 
ックカ求されます。 

(元某メーカー開発• K) 

こと。かならずしも画面上の絵（彳 

G)とは一致しないため、アタリ判 

定が大きいとか小さいとかいうこと■ 

が問題になる0 (石楚三千5 

•このアタ1J判定で難«度のバラン 

スをとることも可能なのだ。範囲が 

大きいほど、攻擊を5けやすいカラ 

ダになつてしまう。 

いわゆ3U落ちゲー"っT 
どウいウも负な坊7 

〔ドット〕dote点 

卜、7卜絵とかWッドって 
なんてすか7 

いくタイプの/couy—厶(7^。「コ 

ラムス」や「ぶよぶよ」などの異母 

兄弟がたくさんいるのだ。 

(_部-K3)これに， 
• ”落ちモノ"ともい5ね。最近はますます 

BB 
。点。 く、画面上の距離も、サイズも、：？ 

ゲーム画面をコントロールする最タリ判定も、すべてドット単位で決 

小の単位0小さな正方形をしていて、められている。 

ゲーム画面に近づいてよく見ると、 よくハードごとに、いくつXなん 

CGもドツトの集まりで作られてい ドットとかいわれるが、これは1画 

付戦〃の要素: 

、、八マる"連 

ることがよくわかる。CGだけでな.面がいくつのドットからされて 

I詈いるかを示していて 
— いぅ。この数 

ど、細かい表 

[がくわわつて、 
遊びに…二〇 

HI 像度〃という< 

が多いほど、糸 

現が可能になるのだ。 

M周辺機器"つて変な：!トパだけど、 
どんなモノtさす达ですか7 

〔周辺機器〕peripheralsoコンビユー 

夕に接続されるハードウェア。 

特別な機能をえるために、本体に 

用するもののことを一般 
という。本体の機能にな 

にかをプラスすることが目的なので、 

周辺機器だけでは役に立たないもの 

また、使用する方法が限定されて 
いるため、特定の相纏以外では使用 

できないものがほとんどだ。たとえ 

ば、スーファミの連射パッドはメガ 
ドライプでは使えない。これはハー 

ド間のやりとりの決まり（インター 

フ;Lース）力< ち力、•つているためであ 

る0 (編集部.MIA) ^b ど- • MIA) 
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ただ遊んて3だけじや 
つまらなレ 
ゲーム功Ctなら 
なんてち知4たレ人は 中__ 

話題刎化、v卜機や32ビ，、;卜檐坊 
ne*v卜"つマなんTtか7 

〔ビット〕bit少し。少量。コンビュ 

一夕の情報の最小単位0 
はんだんきC摯ん 

コンピュータにとって判断基準I丈 

っているか、いないかであ 
り、二の情報をもつ最小の単位がビ 
ットであるコトはメのところで 

説明したね0コンピュータは> 足し 

算も割り算も、_賓算も、〇と1、 

この2つの数字だけで考えるのだ(こ 
こでは2織という数の数えかたが 

基本になるんだけど、興味のある人 

は数学の先生にきいてみよう)。 
このビットを8つ集めたパイトが 

基準の単位となり、数字や文字のほ 

か、さまざまな情報を表現している。 
では^ 32ビット機や64ビット機と 

いうのはどういうものか？これら 
はマシンの頭脳SU分であるCPU (な 

ぜなに25を見てね）が、一度に扱う 

ことができるビット数をあらわして 

いるのだ。平行して扱うビット数が 

増えるということItそれだtttt•算 
のうりよ < ふくぎつ 

姻^力も高まるということ。 
な画面、動き、も難なく処理できる 

ってわけなのだ。 （むすていん） 

つてどういうし刪？ 
〔マルチエンディング)プレイ中の 

ネ彌により、エンディングが変わる 
こと。「真のエンディング見た？」 

「弟切草」や「かまいたちので 

のストーリーやエンデイング丄ス 

卜ーリーの節々に設けた分岐点で連 

んだの内容によって変わって 
きます。の数だけスト—り- 

を考えて害いているのです。 
なかには》あるエンデイングに到 

達した場合のみあらわれる選択肢も 
あります。ですから、サウンドノぺ 

ルシリーズはなんどでも遊ぶこと 

のできるゲームになっているのです。 
(チュンソフト.中西） 

RPG大好き〇冷坊もとI:なった 
"r-ブルト_ゲってな1:? 

マスターと3〜6人のプレイヤー 

で遊ぶ RPG のこと。 プレイヤーは自 
分のキャラクターの行動、それだけ 

をあやつり、マスターはストーリー 

を考え、 敵や町の人を動かし、 
をつかさどる、などゲームをす： 

に欠かせないすべてのことをルール 

にのっとって知Sする。 
おなじみのコンピュータRPG<7)よ 

うに1人で遊ぶものではないから、 
おおぜいでワイワイいいながら遊べ 

る楽ししガームだ。 

(AM •ハマー） 
•戰Hのダメージの大吉さはサイコ 
口をふって決めたりするのだ。ちよ 

5ど11ゴッコ〃遊びのよ5なカンジ。 

督 "ェしカウニト，，っマ 
どういうしくみになってい3达？ 

テストブレイによく出てく 3 
，-ムパ吣ス"パどういう窻味？ 

少々複雑すぎたのか、想像もしなか 
つたパーティーを組むことがあり、 

ンスターに出くわすこと。 いろいろ笑わせてくれました。 
メタルマックスシリーズを例にし （データイースト株式会社•斉藤） 

〔エンカウント〕encounter出会い。 

遭遇0 RPGなどでフイールド上で突 

嚭モン 

ますと、このゲームではマップ単位 

でモンスターの初期出現率をもって 

おり、歩くたびにジワジワと確率が 

上がるようになっています。出現す 

るモンステーt丸ある棟推なアルゴ 

リズム（手順）を使用して「モンス 
ぶんぷこうせいず せんたく 

ター^布力、らMします。 

〔ゲームバランス〕敵の強さと自分| 

の成長度など、快適にゲームを進め 

るために考慮される要素。 
たとえば「ドラゴンクエスト」 

^序盤はスライムなどの弱し' 

か登場しない。だから、弱くて装 

の貧弱な主人公でも戦つて成長する1 

ことができるのだ。これが、最初か 
らドラゴンが、一^進むたびに出ていにはいえないけど、これがハ#ラン 

きたら!？ジャンルごとに梅^に意 スということだ。（ホンダべるの） 

嗓あいがちがってくるので、いちが •ヤル気をそがないコトが大切I? 
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翻スクt2_!W：翮刊か九って 
どづちが今访7 

〔スクロール〕scroll。巻きもの。画面表 がスクロール。でも、卷きものの長 

示位置を前後(左右)に動かすこと。さにも限界があるため、巻きとった 

''巻きもの〃を少しずつ広げるよう ら取りかえなければなりません。画 
に、なめらかに画面が展開していくの 面きりかえというもの比巻きもの= 

1 〜函デ-夕をぃ 
っぺんに取りか 

為一黎えるということ 

asasssaa^^ ^ A jm なのです。 
i (跬メ-力-醆.10 

^rrr^rrr^M- 
-—へ 一 ’一 V— 

〇必 :)ムシユ- -7—t?—^T—K^T 

なん坊3卜7 

〔コンシューマー〕consumer消費 

者。〔ァー*T—ド〕arcade商店街の通 
路。ゲームセンター。 

「コンシューマーゲーム」とはつまり 

家ゲーム機のこと、「アーケード 
ゲーム」とはすなわちゲームセンタ 
一のゲームのことなのです。最近で 

はァーケードゲームをコンシューマ 

一にうつしかえること（移植）がよ 

く行われ1：いますが、基本的にはこ 

の2つはまったくちがうものと考え 

たほうがいいでしょう。たとえば、 

ナムコの「スズカ8ァワーズ」はァ 

一：_ 

ーケードとスーファミ版があります 

が、画面に出てくるバイクの絵の細 

かさや効果音、BGMの美しさを]:激 

すると、アーケードのほうに軍配が 

上がります。しかし、定価8,800円で 
なん度も遊べるスーファミ版に対し、 

アーケードの機械は1回ごとに100円 
払わなくてはいけません。 

さあ、キミはまとめて払って一生 
遊ぶか、100円払ってゲーセンキング 

をめざすのか!？ 

(株式会社ナムココンシューマー販 
売部南無子あに丸） 

m 
グラフィックの美しさ、助においては、や1^' 
つぱりア-ケ-ドにはかなわないよ^: ■9MSHHHI 

眢 RGBとかAV接続 
つてな一に9 

テレビのカラー画像が、赤(Red)、 
緑(Green)、育(Blue)の3色の光で構 

成されているのを知っていた？ 

RGB接続だと、この3つの信4を 
別々に入出力するために解像度が高 

ぐよりキレイな画像て•ゲームを楽 
しむことができる。この信号を1つ 

にまとめて しているのがAV接 

続なんだけど、テレビによって接続 

できる方法がちがっているので注意 

が必要だそ‘。 （纏部.MIA) 

IV TiKT 

為 

"サードパーティー，，っマ 
なんTすか7 

1•—とは文字どおり 
''第3者〃、スーファミなら任天^と 

はアカの他人の会社ということにな 

ります。だからアカの他人のマシン 

を利用して商品を作るとなれば、そ 

の使用料を払わなければなりません。 

当然その使用料のぶんは、ソフトの 
値段に含まれるのです。 

(纖部• K 3) 

•この場合、八ードを提供している会 

社を基準にしてるんだけど、じゃ、セ 

カンドパーテイーって*? 

眢 次世代機とさわがれてますが, 

どウレ今も访它さt坊Tすか7 

みんながいま家で遊んでいるゲー 

ム機は、スーファミだったり、メガ 

ドライプだったりするだろう。これ 

らのゲーム機のCPU (-^なぜなに25 

を見てね）は16ビットのものなん 

だ。このCPUが大きくなればグラフ 

ィック、サウンドなどいろんな意味 
&ようげんのう9よく 

で、ソフトの表現能力をアップさせ 
ることができる。そんなことが可能 
になるゲームマシンで、現在の16ビ 

ット機を上まわる32ビット機以±の 

マシンを次世イ嫌と呼んでいるんだ。 

具体的にはすでに発売されている 
3DO(リアル)、年末にかけて親が 

予定されているセガサターン、ソニ 
一のプレイテーシヨン、そして来年 

秋に発売が予定されている任天堂の 

64ビット機（アメリカではウルトラ 
64、日本では未定）などをさしてい 

るよぅだ。 (瞧部.F) 

_スーファミだつてファミコンの、 

Dつばな次世代機だつたんだからね。 
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すてにゲーム 
なしTは青春它 
語れなレキミに• .上慰!;!鐘 

眢 CPUつてな一に9 

<スーファ」 
鎌にス 

くCPUとは？> _ぅぃ 
I Central Processing Unit 

|演算装置)。読んで字のごとく、中枢 
で計算WIをする装置。 
コンピュータのなかてで卩リのする 

仕事は、大まかにいえば「計算Jと 

「判定」、そして入出力装置の「制御」 

です。 
メモリにたくわえられた命令（プ 

ログラム）を読みとり、キーボード 

やジョイパッドから入力された_ 

をもとに計算を行って判定をくだし、 
その結果をテレビ画面などの出力装 

置に表示させます。 
それひとつではなにもできません 

が、コンピュータの中枢を司どる/こ、 

臓部がCPUなのです。 

» 

ファミの場合〉 
察にスーファミに使われている 

CPUですが、型番を65816といいま 
して、ファミコンで使われていた 

CPUの上位格^にあたるものです。 

スーファミ内での役割も、ふつう 
のCPUと同じで、基本的には、計算 

や判定しか行いません。画面表示に 
かかわる細かいことは、専用のI C 

(PPUと呼ばれたりします)にまかせ 

ているので、じつはゲーム機の画像 

艇能力やサウンド機能というの比 

そういった周辺装置の能力しだいだ 

つたりします。でも、それらを最終 
的に制御するのがCPUなので、ゲー 

厶機全体のft能は、CPUによって決 

まるわけです。とくに处S速度を決 

定するのがCPUのクロック数oCPU 

はある決まつたテンポにした力< つて 

動いていますが、このテンポが速い 

ほど処理速度が速いということになりI 
ます。ちなみにスーファミのクロッ 

ク数は3.58 メガヘルツです。 
(元某メーカー開発*K) 

贄 スーファ2坊 
音源についT教九T 

スーファミにはサンプリングとい 

Iう機能があります。これを使えば世 

界中のありとあらゆる音が再現でき 

るのです。しかし、音のデータはか 

1なりぼう大で、たとえばサンプリン 

グ音（人の声など）を1分間流そう 
とすると一度に4メガ使用しなけれ 

ばなりません。それでは容量がいく 

Iつあってもたりませんね0ですから 

サンプリング音以外の音源も使用す 

サンプリンク以外には7 
ゲーム機の音源には、ほかにもいろいろ 
ある。メガドライブなら風PCXン 
ジンなら波計メモリ音源があるけど、や 
っぱりこ:h^、らの主流(iCD-ROM叻よう 
なCD^•源だろうね0 

るのです。 
ゲームミュージック(丸くりかえ 

すパターンの曲も含め、限られた容 

量のなかでたくさんの曲を作らなけ 
とうぜん こうかおん 

ればなりません。当然、'如果音〃と 

いうような、弾を発射する音、ジャ 
ンプする音なども作らなければなら 
ないのです。だいたい、1つのゲー 

ムについて、40〜50の曲が作られて 

います0 
スーファミのゲーム音について深 

く知りたければ、「マリオペイン 

デどの音楽をき 
してください。 

源^^— 源 

COT 

眢 ”スブライト"つて 
なん勿：3卜Tすか*? 

ださい。もし、車 

で描かれている場 

"スプライト〃とはキリンレモンの 

ライハVレで、透明で飲むとスカツと 
するという……ゴメンなさい。マジ 

メにお答えしましよう。 

車が走っている絵を考えてみてく 
もし、車と背景が1枚の絵 

b場合、車が動くよう 

すを表現するに丄（1)背景の一部 
(動いたあとの車がしめる部分）を 

消す。⑵消した部分に率練を描 

く。⑶動く前の車の絵を消し、背 

景を描く。というたいへんな作業が 

必要で、処理も遅くなってしまいま 

す。いっぽう、背景と車を別々の絵 

にしてやり、背景の上に車の絵を重 
ねて車の絵だけ動かしてやれば、す 

ごくカンタンな作業ですんでしまい 

ます(もちろん処理も速い)。この「背 

景と独立して動かすコトができる絵」 
のコトをスプライトというのです。 

(株式会社T&Eソフトぴぱぱび）_ 知 
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Q.「悩んて''るタール人を救え/」の 
''ター/レ人"て7んのコトrすか7 
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ゲームと著作権达»係它教九T 
ど勹い勹ときに問題にな3功7 

著作権とは、なんのことかわかる 

少し難しいけど、辞書的に 

脱明すると、思想または感情を創作 

品に雞したもの鬚綿)を縮し 

もマネしてはいけないものなんだ。 

もしマネされてしまったら、''著作権 

の侵害"といって、マネした人を法 

律で罰することができてしまう。 
ゲームの紹介ページのすみにある 

'Copyright* (©xxx……とかあ 

るもの）は、.作った人がダレなのか 

をあらわしているんだ。だから、キ 
ミが、かってにドラゴンポールのキ 

ャラを使ってゲームを作ったりする 

と、©に示される著作権者から訴え 

られてしまうんだ。直接キャラを使 

わなくても、内容自体がドラゴンポ 

ールのゲームに似ていても、やっぱ 

り著作権者であるバンダイに訴えら 
れてしまうというわけ。 

なりました。いまでは毎日あたりま 

えのように、人間が見たまま感じた 

ままの情«を、臨場感を伴って伝え 
ているテレビも、「視覚jと「聴 

免j、双方の情報を提供できる、、マル 

チメディア機〃ということができま 

す。つまり*マルチメディ7"は 
いまにはじまったものでないので 

す。現在はその可育生の充実に対し、 
ビジネスとして参画するさまざまな 

企業の活発な動き力凌面化している 
状態、といえると思います。 

情報の媒体として、当面はテレビ 

がもっとも効率のよいものとして君 
臨するでしよう。このテレビを通し 

てできること、の次なるステップは、 

—方的な情報の提供だけではなく、 
情報を受ける側が与えられる情報に 

対して「選択相Lをもてるようにし 
たり、反応を直接返した上で、ちが 

ゲームを作るときは、オリジナル 
なおもしろいものを考えてね。 

(株式会ネ土パンダイ古田） 
參II-でも写真を使わせても6って 

るとい5コトで表記をいれてるよ。 

う情報を受けられるといった「双方 

向Itjをもつ情報交換（インタラク 

ティブ性）を可有gとする、つまり、 
きく •見るだけにとどまらない「対 

話」を実現するということでしよう。 
3 DOは、ネブラスカ州で行われる 

インタラクティプTVの実験に參加し 

ています。そして、対話のできるメ 

ディア作りの実現にも力を注いでい 
ます。また、ふつうのテレビに現在 

の3 DOシステム™を接続するだけ 

で、通常のテレビ番組だけではなく、 
フォトCD、ミュージックCD、ビデ 

才CD、CD-G、3 DOのエンターテ 

イメントCDなどによる多様な情報を 

得ることができるようになります。 
すでに3 DOはマ■/げメディアの一 

端を具#Wな形にしているのです。 
(3 DOジャパン株式会社•前田） 

日ごろわかってるつもりで使ってるコトバでも' 説明して 

よっていわれると難しいもんだ……（ブツブツ)〇ところで、 

ひさびさの*冧な螽鮪コーナー、いかがだったでしょ5か7 

スーファミを萎するがゆえに生まれた素朴な疑問がある読 

者-緩は' いつでもはがきでこのコーナーあてにおたよりを 

ちょろだいね。これまでに出てきた疑問でも、もっとココを 

つっこんで/というMSがあればなんどでもお答えします/ 

〒103東京都中央区日本橋浜町3-42-3 

あて先Iサ ソフトバンク株式会社 
Theスーパーファミコン編集部 

「いつでもなんでもきいてください」の係 



近未来循ISE1 
さあ、いよいよ「ライプ•ア•ラさますところからはじまる。こ, 

今回は熱い近未来編をくわしく紹介// 

イプ」も発売間近だ。そこで今回は、でアキラは、クルセイダースの存 

「近未来編jと「SF編」の2つのシ在を耳にする。そして、公園の中 

ナリオを徹底紹介しよう。最初は央には1軒のタイヤキ屋が••…。そ 

近未来編だ。シナリオは、まず主う、無法松の店だ。だ法松は 

人公アキラが公園のベンチで目をまだいない。ひととおり公園でク 

ルセイダースの情報を手に入れる 

と、出ロイ寸近でやつらに包囲され 

てしまう。そこに 

そして、いきなり戦闘開始だ。 

rこれだけはお忘れなくが 
►チェッカーバトル 
全シナリオ共通の戦闘システム。攻撃範囲 _二:辱 

が技によってはっきりと決まっているので、 
敵と味方の攻撃を見極めることが大切になる。 
理想は遠くからの一方的な攻撃だ。 

_ 
► Yボタンの使用 _ 
このシナリオでは、主人公アキフはァレパ 

シ-•のもちぬし。一言でいってしまうと、相|關 
手の心がよめるのだ。そのため、この能力を 

?9g -- -ii 二^ 

便わないと无に進めないことかあるぞ〇 — 7 
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寿商会の発明オヤジ藤兵衛が 
古代の^ボットブリキ大王復活// 
藤兵衛は、表向きはただの道具 

星の主人にすぎないが、本当の姿 

はマッドサイエンティストだ。科 

学者としての才fgもあなどれない 

が、自分をサイポーグに改造して 

しまう性格はァブナい限りだ。彼 

がひそかに研究を続けてきたのは、 

古代の艇ブリキ大王〃0この巨 

大ロボは、その力とともに藤兵衛 

の店の地下に眠っているのだ。 

ブリキ大王操作法 
ブリキ大王を動かすためには、 

まずピンクの象、本、もっきん、 

青いマスクに次々と触れなければ 

ならない。その後、1階へもどっ 

て手を洗ってトイレでしゃがむと、 
はじめてコックピットに乗れる。 

，身SOEA 
ブリキ大王は、藤兵衛力骑究を 

続けてきた巨大ロボだ。その昔、 
せいじゃ ねんりき 

バビロニアの聖者か強力な念力で 

動かしていたものらしい。だか現 

在では、その勇姿を藤兵衛の店の 

地下に横たえたままなのだ。藤兵 

衛の研究にもかかわらず、この巨 

大ロボの衝舌はまだなのだ。しか 

し、ブリキ大王をふたたび動かす 

ことができるのは、アキラの念力 

をおいてはほかにはないだろう。 

チビッコハウスで平和に暮らしていたが 
元気のいい子供たちが楽しく暮でいるからか陰ながら援助を 

らしているチピッコハウス。アキ しているらしい。いかにも松らしい 

ラももちろんその1人だ。そして 感じがするぞ。さて、ハウスの子供 

子供だちのめんどうをよくみる保 

母の妙子ねえさんもいる。彼女は 

どうも、無法松に恋/を抱いてい 

るようだが.〇一方、無法松はと 

いうと弟ぶんであるアキラが住ん 

たちはアキラカ％出するとおみや 

げをやたらせがむのだ。そんなと 

きは、邪険に扱わずアイテム（食 

ベ物）をあげてみよう。なかなか 

いいものをかわりにくれたりする。 

クルセイダースゆるすまU// 
平穏な日々を送っていたチビッ 

コハウスにも、魔の手がしのび寄 

っていた。突然とどろいた妙子の 

悲鳴とともに、クルセイダースが■ 

I*擊してきた。アキラは、無法松 

に助けを求める妙子の心を読んで、 

クルセイダースとのパトルをはじ 

める。しかし、そのスキにカズが 

さらわれてしまった。馬区けつけた 
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i 新作 SUPER GUIDE 
筑波研究所で謎の研究が行われていた!? 

この筑波の研究所では、シンデ 

ルマン博士が秘密のプロジェクト 

を進めている。警備体制のぎよう 

ぎようしさからも、この研究が尋 

常でないことがわかる。そこでは、 

液体人間の研究が行われているの 

だ。研究所内にはあやしげなカブ 

セルがところせましとならべられ 

ている。このプロジェクトの目的 

は研究所で働く者たちにも明かさ 

れてはいない。だが、液体人間と 

陰呼大仏の間にはなんらかの関係 

があることは明らかだ。 

ついにストーリーも核心に•••そ1/Cラストバトル.V 



SFil 
まずSF編の人間関係を紹介しよ5が 

SF編は、宇宙船という南ざされ 

た空間でおりなされる6人と1台 

のロボットの心理ドラマでもある。 

レイチェルをはさんでのカークと 

ヒューイの三角関係0キューブを 

友と扱うカトゥーと毛嫌いするダ 

ース伍長などなど。 

この船の船長ホルだ。 
モニターからとは、な 
かなかシブイ登場だ0 

SF編の主人公ロボットのキューブ誕生// 
このSF編は、ライブ•ア•ライ 

ブ7シナり才のなかで唯ーロボッ 

卜が主人公だ。メカにかんしては 

バツグンの才能をみせるカトゥー 

が作り出したキューブがそれだ。 

力トゥーはキューブを人間並みの 

友人として接している。おまけに、 

キューブには学習能力があるため、 

いろいろなことを教えこむこヒが 

できる。本を読むことだって可能 

だし、コーヒーを入れることだっ 

て覚えた。ただし、おいしいコー 

ヒーの入れかたは覚えていないよ 

うだ。だが、このシナリオではキ 

ユープがなにを学んでいくかが、 

一つの鍵になっている。 

とにかく、興味を引かれたもの 

はなんでも触れてみよう。 

ホノ 14&Sは、その外 

見からナイスミドルつ 

て感じをうける。しか 

し、どことなくみよう 

なところもある。モニ 

ターでしか顔を見せて 

いないのだ。 

uフレッシュルーム ショートカツ！-され3Yペン!-あ0/ 

力-ク 

ホル船長 ダース伍長 

閉さされた空間のドラV*かま明らかにV 
ライブt 



新作 SUPERGUIDE 
船のアンテナのトラブルが•••まさかの 

宇宙船のアンテナがこわれてしま 

つ.た。そこで、カークとカトゥーカ< 

調査をかねて、修理に向かった。と 
ころが作業中のカークがおかしい。 

生命維持装置がこわれていたのだ。 

すぐに医務室に運ばれたカークだが、 

すでにこときれていた。なにかが、船 

内で起ころうとしているのだ。 

突然カークに起きた事故まさか 
の展開になってしまう。•だれが想 
像しただろ.う力、。 

カークに続いてヒューイとレイチェルも• 

異種生命体ベヒーモスが船内に逃走した// 
船内でいろいろと不可解な事件 

が起きていく。それと同時にホル 

船長への不信感がつのつていくの 

だ。クルーとの接触はモニターの 

みという点もなにか不自然だ。そ 

してヒューイまでも死んでしまう。 

そんなとき、船長から「おきのど 

くに、おきのどくに……」というメ 

ッセージがとどく。クルーたちが 

船長の部屋へかけつけると、意外 

にも、そこには船長の死体が……〇 

船長の部屋から出てきたクルー 

たちを、ベヒーモスが急襲した。 

それではじきとばされたキューブ 

は、力トウーとはぐれてしまった。 

船長が犯Aだと 



なんとキューブが2体いた/はたしてビちらが本物？ 
はなればなれになった力トウー 

とキューブ。しかし、なぜか2人は 

ふたたび出会うことができない。 

f 台ともこわしにかかる。しかし、 

i カトゥーはきてんをきかせ、2台 

に質問をして本物を見つけだし、 

? ニセキューブは破壊されたのだ。 

力トゥーをさがしていたキュー 

ブは、もう1台のロボット（ニセ 

キューブ）を発見する。ニセキュ 

ーブはカトゥーの部屋へ入ると、 

そこにいたカトゥーを襲ったのだ。 

功て、そこにゃってきたダ-スカトゥ-はにせものにヶガをおわされてしまい、 
住長は2台のキューブを見て、2結局べドて大事をとるこ 

いよいよストーリーもラストに…メゴンCPUを倒せ// 

©スクウェアキャラクター/©スクウェア©1994づ、学館1994 
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❾麵醉吕謙。。。。。 
なんの成果もなく墓場からもど 

ってきたネスたちは、町なかで新 

しいウヮサが飛ひ交っているのを 

耳にした。話によるとゾンビと話 

しをしている女がいたという。ホ 

テルの前でその女らしい人かげを 

見たという情報も。ホテルに急行 

してみ妾とたしかにその女はいた。 

情報が变化茲ヒント屋 
ヒント屋さんの情報は、ネスたちが 

イベントをクリアするごとに匕する 
んだ。知っていた？だから、冒険にい 
きづまったら何回も足を運んでみよう。 
そのつどちがう情報を入手することが 
できるはずだ。お金はかかるけどね0 

■PSUPEROimXEl 
MOTHER 

〇 
鳩 

■任天堂■発売中■ 9,8 0 0円■バッテリーバックアップ 
□ギ-:め这努 

これだけ攻略しても、まだ半分いってない刊先は長い)ガm 

树録に続してスリークか5ドコドコ砂漠まで攻略£謅聖1謊 

ゆうき じょうほう 
町のなかで情報を集めていくと、 どんよりとした暗い厶ードがた 

だよっているスリークの町。なん 

でも墓場からはい出してきたゾン 

ビとゴーストに、町を掌握されて 

しまったと*、。ゾンビたちの来# 

に備えて人々は家の扉をかたく閉 

ざし、守りをかためているらしい。 

それでも勇気ある人たちは、町 

のまんなかにあるサーカスのテン 

卜に集まり、ゾンビ対策本部なる 

ものを設立（といっても4人だけど 

……）して、ばけものと戦おうとし 

ている。手伝うというネスたちに 

対し、「子供じゃあね」という冷た 

いことばを返すおとなたち。単独 

で調査するしかないようだ。 

ギーグの手下のゲップーというモ 

ンスターが、ゾンビをよみがえら 

せたらしいことがわかった。さら 

に、墓場の奥にある迷路の向こう 

に、悪いばけものが住んでいると 

いう情報も入手することができた。 

墓場の奥には人間型のゾンビが 

2人立っていた。近づいてもネス 

とポーラをジロジロ見るだけで攻 

撃はしてこない。奥をのぞいてみ 

るとたしかに迷路の入り口らしき 

ものが口を開けている。だがゾン 

ビがジヤマで入ることはできない。 

no 



ネスとポ-^は- 

齡となり、ここからはジェフが 

主人公となる。中断した理由は 

プレイしてみ;^ば、わかるはず。 

スノーウッドの寄宿舎で寝てい 

たジェフ味、夢のなかで見知ら 

をきいて目をさます 

3冒険スタートだ。 

愈 ‘ 
その名のとおりウインターな胃。雪^る町 
で2人めのなかまジェフが目をさますそ。 

宿舎の1階にはめんどうみのい 

いガウス先輩がいる。ロッカーの 

ヵギをくれるぞ。だが、ちよっと曲 

がっている。そこで先輩は、カギ 

を開ける機械を新しく作ってくれ 

るのだ。装備を整えて宿舎を出発/ 

サルとおばさんが店のなかにい 

る。ガムを買ってくれたらサルを 

あげるとおばさんはいう。サルく 

んは、あとで役に立ってくれるぞ。 

'にあげて< 

❾麵齡瓣回□瞻瓣へ 
タス湖はドラッグストアにいた 

バルーンモンキーのおかげで渡る 

ことができた。着いたところには 

ダンジョンがある。入り口の立て 

札を見てみると、低予算ダンジヨ 

ブリックロードダンジョンと 

書いてある。低予算だけに、かん 

たんな迷路で構成されているぞ。 

いきづまっ；£5ホテルへ 
冒険の途中で「明日になれば 

……」、「そのうちに」というセリフをきい 
たときはホテルに泊まろう。時間力^! 

することで、進行するようになっているイ 
ベントがあるのだ。いきづまったときも、 

とりあえず一泊するといいぞ。 

I M M 讣*力に I ぃパ ，|へ 
しザ* デジl 一— 

關顯 
なんとかなるかもね0 

〇 
ジェフ(織もとからはなれ、立 

者になるため、この寄宿 

にはげんできた。眠りに 
つきかけたジェフを起こしたのは 

少女の声。「呼びかけがきこえたら 

南に向かって進んでください」と 

派な科学者に 

舎て勉学に“ 

少女はいう。同じ部屋に寝起きす| 

るトニーが行動を開始するジェ 

に、ロッカーのなかに身を守る装| 

備があるはずだと助言してくれる。| 

夢のなかの少女がいったとおり 

宿舎を南下していくと、湖が見え 

てきた。とても大きくて、ひ弱な 

ジェフには対岸まで泳し、で渡れそ 

うにもない。湖のほとりには双眼I 

鏡をもった人が何人かウロウロし■ 

ている。話をきくと伝説のタッシ 

一を観測するタッシー：ウォッチ 

ング隊を結成してタス湖にやって 

きたらしい。ほんとうにいるの？ 

©繊E1H颂 
ブリックロードダンジョンの先 

には、さらに洞窟がある。なかに 

は発光する物体があるのだが、ネ 

スがいないとクリアできないイべ 

ントらしい。無視して進もう。 

❼娜，響 
ストーンヘンジの中心には、地 

下へと続く入り口がある。だが、 

なかに入ることはできても、こけ 

しのようなものがジャマをして先 

に進めない。無視するしかないぞ。 

0 mmm娜□刪讎 
ストーンへンジの南にはアンド 

ーナツ博士の研究所がある。彼は 

なんとジェフの父だったのだ。ジ 

ェフから少女のことをきいた博士 

は、スカイウォーカーというマシ 

ンを貸してくれるのだった。 



新作 SUPER GUIDE 
©誠Hf ©介，窗渺 
スカイウォークに乗ったらいよ 

いよスリークへ向けて出発だ-••…と 

思いきや動かない。すぐ博士がや 

つてきてボタンを押すのだと教え 

てくれる。研究所专出たマシンは、 

さまざまな町の上空を飛んで目的 

地へ。乗り心地はとてもよかった 

が、あえなく不時着。だけど、落 

剛南鋼漏漏働獨 
ジェフがくるまでに時間がかか 

つたのかスリークの町に変イ匕が…。 

町の南にばけテントなるものが、 

ゾンビたちの手によって建てられ 

ていた。近くにいた男の話による 

と、テントのなかではえみつを作 

つているという。はえみつはばけ 

ものたちの大好物だとか。テント 

のなかに入ろうとするとテントが 

ばけテントをやっつけたネスた 

ちは、はえみつを手に入れること 

ができた。これで、ばけものたち 

を集められるかも。そう思ってゾ 
たいさ < ほんぶ 

ンビ対策本部に向かうと、アップ 
きんき！》うれんらく 

ルキッドから緊急連絡が入った。 

アップルキッドから連絡を受け 

たらホテルに泊まろう。マッハピ 

ザといっても、となり町への配達 

はそうとうに時間がかかるのだ。 

ゾンビが集まるマシン、ゾンビ 

ホイホイの発明に成功したという。 

マシンの配達はマツハピザさんに 

お願いしたとか。 

繁^ 

❿ぬを讓纖驗苷 〇 3獅函ヘ 

次の日の朝、ぺットから起きて 

ドアを開けるとマッハピザの配達 

人が息せき切ってホテルにかけこ 

んできた。ネスたちをさがして、 

町のなかをかけずりまわったらし 

.ゾンビホイホイt夂テントのよ 

うな建物のまんなかに置いて使う 

のだと、アップルキッドがいって 

いた。うまぐいけば地上にいるゾ 

ンビはすべて退治できるとか……。 

テントのような建物といえば、 

ゾンビ対策本部のサーカスのテン 

卜がよいのでは？テントのまん 

なかには設置できなかったが、は 

たしてゾンビはやってくるのか？ 

墓場の奥にし、た見張りのゾンビ 

はいつのまにか、いなくなってい 

た。これで秘密の通路に入ること 

ができるぞ。アイテム、装備を整 

え、一戦交える心づもりで潜入だ。 

地下通路の奥には、ゲップーの 
手下オエップが待ちかまえている。 

なかなか強いが3人パーティーと,'. 

なったネスたちには歯が立たない。 

あっけなく道をゆずってくれるぞ。 

ジェフのチIックコ7ンド 
戦闘中に使えるジェフのチェックコ 
マンドは、敵のディフェンスとオフェ 
ンス、どんな攻撃に弱いのかを調査で 
きる。 
効果のあるPSIが*示されることもあ 

るので、有効利用したい。 

ゞ《げノきつ/上/ハしふf丄 

圓圜國 
,PSI力裱示されることもあ刪い■私K抽^純 

ボーラのいるコマンド 
戦闘中に使えるポーラのいのるコマ 

ンドはいろんなことが起こる。HPが回 
復したり、敵をしたりといいこと 
もあるが、逆に味方を混乱させたりす 
ることもある。 
注意して使いたいね0 

味方に害をおよ•ことがあるのが， 
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9多□淡 
オエップを倒したネスたちは、 

通路の果てに出口を見つけた。 

通路をはい出し:た一<行の目の前 

には豊かな緑ifoWEがってし、す:。 

この先には、.せいさんが住む 

サターンノ!{レーという村がある。 

コアラなみの人気をほこる超メ 

ジャーな生きものが待ってるぞ。 

どせいさん力^!■する病院 

テルはタダて利用できる。旅の疲 

れを存分にいやそう。村を歩いて 

みると、どせいさんの数がとても 

少ないことに気づく。滝の向こう 

にあるゲップーの基地へ、連れ去 

られてしまったとか。日がたつご 

とに村人が減っていくというから、| 

ただごとではない。基地へ入る^:. 

めの合いことばをきいて滝へ急行。 

滝にところに行ったら、どせい 

さんのいったとおり、入り口を左 

に進んで、突き当たりを右に曲が 

つて、見張りの人と会話しよう。 

ギーグの手下、ゲップーがひそ 

む要塞だ。秘密Si也だけあってと 

にかく守りはかたい。ゲップーの 

手下が、ひっきりなしに襲いかか 

つてくる0途中の通路では捕らわ 

れのどせいさんが、3虽制労倒させ 

られているところを目撃。その場 

で救うことはできない力<、ゲップ 

一を倒せば解放してあげることが 

プーはいた。_ 

スリークにゾンビを運んだのも、■ 

そしてどせいさんをさらったのも、 

こいつのしわざだったのだ。ゲッ 

プーを倒せば、すべてが解決する 

纖職藤 
どうにかこうにか、ゲップーを ていた。そこにある温泉で、ゲッ 

こらしめることができたネスたち。プーにつけられたゲロゲロを落と 

捕らわれのどせいさんを救うこと すことができる。いい湯だな〜。 

もできた。秘密基地の奥にある通 

路は、どせいさんの村につながつ 

温泉の東には、ミルキーウエル 

と呼ばれる洞窟がある。不思議な 

力が働いているらしく、どせいさ 

んはあまり近づかないという。音 

を覚えるイベントカ偫ってるぞ。 

どせいさんに別れを告げてスリ 

ークへもどってみると、町の人が 

出迎えてくれた。ゲップーをやっ 

つけたことで、ゾンビがいなくな 

つたという。めでたし、めでたし。 

以前はトンネル内におばけが出 

るというので運行がストップして 

いたハイウェイバス。 

のがいなくなったの• 

、'BUSSTOP〃 の看板をチェッ 

クするとバスがやってくるぞ。 

ス。だが、ばけも 
ので業務を酬( 

マジック八タフライ最大限利用 
PSIポイントか画復するマジックバタ 

フライはつかまえると、いなくなって 
しまう。だが、戦闘してハtタフライの 
いた地点にもどってみると、復活して 
いるのだ。バタフライいる場所で経験 
値かせぎすれば、ラクチンなのだ。 

BBE 

MOTHERS〜ギ—グの逆襲 





大岩を確壊し炎の屬窟へ 
やくこ たお どうくつ 

こちらは为Cのェ 
リアのポイント0 
雪原エリアは、 
すペリやすい./ 

サンドワームを倒し、角笛 
を見せよう。それ令多ラゲ:. 
レスに入れるようになる。 

蕭额爾^^®凝 
•イロンの火薬應 
ガライス山で、大岩に行く手を阻まれたアレクス。 

とっぱ ばくだんひっよう 
ここを突破するためにはタイロンの爆弾が必要だ。そ 

こで、アレクスはタイロンに頼まれて、モンスターが 

番をする火薬庫に火薬を取りに行かなければならなく 

なった。そこには巨大サソリ.ブラティカが•••••.V 

だけだ。カサドラの町では口 

_原エリアの氷の要塞 
炎のネ識が手に入つHT"一1•一一 Fliこの部^ 



新着ソ外の見どこ4をクW-ズアップ/ 

カービィポウルミリティア超高速•本格囲碁ツヨシしつかDしなさい~対戰ぱずるだま横 
山光輝三国志篇戯「スゴロク英雄記j雀友記一悟空乱打本格将棋〜風雲兒蘸王中野浩一監修 
競M王ライオン•キンクスーパーラクビー機動戰士ガンダム(仮）クラッシュ•ダ5— ザ• 
ファイヤーメン麻雀戦国物語5ッキーの東京ディズニーランド大釅険ポコニャン/へんぽ 
こりんアドベンチャーバトルクロススーパーレッスルエンジェルスモータルコンパットI 
UFO仮面ヤキソパンTOKORO’Sマージャン本格麻雀嫌萬IIスーパーフィッシンクビ 
ッグファイトドラえもん3~のび太と時の宝玉ジャムズ永遼のフィレーナ海釣り名人-ス 
ズキ纈マキシムカーネイジ(仮） 

ィ市r*lル 
カービイの世界を舞台にした不思議な玉遊び •任天堂參9月21日発売•7,900円•バッテリーバックアップ 

漏賴麵纖撕 
-1一-1 U 九/+ 4^ブ_7^< .T - 1« wtttTir^ri.1—~rriTgfM-T-rrT—— 立体のコース上をはねてころが 

る、ポールになったカービィ。任 

天堂の新作は、この*カービィポ 

ール〃を打ってカップインをめざ 

すゲームだ。というと、ゴルフゲ 

ームじやないかと思うかもしれな 

いが、目的だけがゴルフと同じで、 

あとはちがうのだ。 

コース上には何匹かの敵キャラ 

がいるだけで、なんとめざすべき 

カップが見あたらない。じつはポ 

ールを敵にぶつけると星になり、 

最後の残った1匹がカップに変わ 

るのだ。カップインするまでの打 

数を争うので、どの敵を最後まで 

残してカップにするか、要するに 

''どういうルートで敵を倒してい 

けば効率がいい〃かを考えて打た 

囑燃 

なければならない。また、打ちか 

たによっていろいろなスピンをか 

けたり，打ったあとにボールの動 

きを変イ匕させたりすることも可肯go 

戦略性にアクション要素をプラス 

した、いままでにないゲームだ。 

実際に打つ前に、ポールの軌道をガイドライ 
ンで表示することによつて、シミユレーシヨ 
ンすることが可能0协0者には複雑なバウン 
ドの予測かス可能だから、うれしし娜1だね0 

ファミコン版にあった、敵の能力を奪ってし 
まうコピー能力。高いところから打ち降ろす 
ときにパラソルの能力を使うと、フワフワと 
コントロー 几^しな力 <ら降りることもできるよ。 

■_■ビ<1酿膽…㈣ 
ユーモラスなカービイカ<横ス 

る「星のカービィ」は、ゲームボ 

—イとファミコンですでに発売 

されている人気アクションゲー 

ム。口で吸いこむことによって、 

いろいろなアクションか*できる 

ところ力< おもしろ*、ったよね0 

そのほかゲームポーイでは、ピ 

ンボールのゲームも出ているぞ。 

rp対戦％兹％そ/ 
1Pモードはより少なUT数で 

コースまわることをめざすか‘、2 

Pではより多くのボイントを稼ぐ 

ことをきそう。 

敵を倒すと星に変わるのは1P 

と同じだか、たとえ相手が先に獲 

辦した星でも、自分がそのあとに. 

通過すれば、星の色が自分の色に 

変わりポイントになる。そして、 

どちらかがカップインした時点で 

次のホールに移るのだ 

(計8ホールの合計ポ 

イントで勝敗をきそ 

ぅ)。 
相手のポールに体当 

たりして位置を_さ 

せたり、コピー能力を 

使ったり、また敵を倒 

さずに星を取りにい.っ 

たりなど、相手との微 
みよう しんりせん 
妙な心理戦が勝敗を分 

けそうだ。 



•ミリテイア 
5LCf12M •ナムコ參11月is日発売予定籲予価8,800円參pw I 

新作ス^^ 

适未来雅台のリアルmSLG/ 
ナムコから登場する「ミリティ 

ァ」は、近未来の荒廃した地球を舞 

台にした、リアルタイムSLGだ。 

M者ゾルゲフの手に落ちた地 

球を取りもどすため、プレイヤー 

は地就! 放軍コロ ニ-連合軍、 通 

.称ミリティアを指揮するのだ。疑迫力満点。ゲームはリアルタイム 

トラー」やミサイルによる戦いは、グンなのだ。こりや燃えるぞ〜。 

•ツヨシし:)かりしなきい -m\mm 
< PUZ»8M 參コナミ參10月発売予定參8,500円 2 

raだまとl字娜， 
画面を見てもらえばわかるよう 

は；流行りの落ちモ〆パズルゲー 

厶だ。先にゲーセンではオリジナ 

ルのキャラを使ったものて登場し 

ているが、スーファミ版^^^ 

と、TVで放映中のツヨシしっ 

かりしなさい』のキャラを使って 

いるのだ。 

li 

-ムのル-ルは、同色のおお 

だまをM、横、 

_べると}肖せる0そ(7^^{こ反応 

しだまがおおだまに変身す 
る。こだま自体"!は消せないこと 

もポ#/シトの一つだね0 

•超高速本格麵 
MB•未定 參セタ参発売日未定争価格未定籲マウス: .対応#1 

•esc:•娜麵 
しようぎふどうちい 

スーファミ彳_では不動の地位I 'ァミ■では不動の一- 

を築いたセタが、 今度は囲碁で勝 

負する。そしてやはり、森田将棋 

シリーズで強烈なパワーを見せて 

くれたカスタムチップの最新版を 

搭載しているのだ。その名もズパ 

リ「スーパーカスタム32」。こいつが 

計算待ちの時間f短縮してくれる。 

対局のほうも個性的な6人を相 

手に、さまざまな打ち手が楽しめ 

る。總も9随、13路盤' 19路 

盤の3タイプをそろえ、初心者か 

現在最高水準の32bit RISC-CPUを採用した力 
スタムチップ）カセツト側て•可能な限りの処- 
理速度を出すことに成功している。 

らベテランまで楽しめる内容だ。 

対局成摘から自分の級がわかる判 

定機能もついているぞ.// 

mm 

I 
• TAB *1211/1 nンジ；lル泰⑽発売予定•予価9,刪円•マルチプレ什- 

鼬光輝三国志紋3’口穴ft：験/ 
歴史シミユレーシヨンゲームと 

して発売されていた「横山光輝三 

国志」が、今度はスゴロクゲーム 「ロクゲ- 

になって#場だ。三国志特有< 

将集めや国取りの要素もパッチリ 

再現0また、武将にレベルアップ 

の要素、武器、はかりごととの相 

性などの要素もあるぞ。 

〔ミリティア〕© I993NAMCOLTD.〔超高速本格囲碁〕© SETACO..LTD.CToyogo.lNC.〔ツヨシしっかりしなさい〜対栽ばずるだま〕©嫌::潔/嫌談社•フジテレビ© 1994 KONAMI ALL RIGHTS 
RESERVED.〔横山光輝三国志盤戯-スゴロク英雄記j〕©光プロ/大日本印刷/テレビ東京/ANGEL. 



•雀友記悟空乱打 • 
9 TAB*8M參ヴァージンゲーム#ii月発売予定攀予価8,300円以 

.本格将棋風雲兜龍王• 
春ヴァ—ジンゲ—ム擧12月発売予定參g,800円»B.B 

『西遊記』を舞台にし嫌雀ゲー厶 
孫悟空が大活躍する中国古典の 

代表作『1?遊記』。それをモチーフ 

にした麻雀ゲームが出るぞ。 

メインのシナリオモードでは、 

プレイヤーが三蔵法師、孫悟空、 
ちょはっかい さごCiう 
猪八戒^沙 1吾浄になり、中国から 

天竺まで経典を入手するため旅す 

る。旅の途中には行く手をはばむ 

ifeたちが出現麻雀で戦い勝ち 

そるのだ。 

ぬいていくのだ。そのほか、妖怪た 

ち16人から任意に選んで遊べるフ 

リー対戦モードと、麻雀牌を«った 

神経衰弱など3つのゲームが楽し 

めるサブゲームモードもある。 

ほんかくてき しようぎ 
本格的な将棋ゲームの登場だ。 

とくにエディット戦は、将棋の実 

力養成にはもってこいのモード。 

初心者から者ま遊べ 

るぞ。マウスにも対応しているよ。 

◎卜ーナメント戦 

予選プロックから卜ーナメン 
おういけいしよW•ん 

卜、さらに王位継承戦と勝ち進 

み、優勝をめざすモード。難易 

度、時間の設定はできない。 

◎対局戦 

1局だけの対コンピュータ*i 

人間戦力谜メ 
かんそうせん 

Igo感想戦: 

【ベる0各種設定が 

◎エディト戦 

駒を自由に配置できるモード 

と、過去の名人戦の棋譜を再現• 

して好きなところから差し継ぐ 

ことが可能なモードの2 

•ライオン•キング • 
ACT-24M •ヴァー ジンゲーム參12月発売予定參3,980円© 

行;1巧…！^，:r1 
SLCm4M •ココナッツジャパン•発売日未定•価格未定響■ 

ジヤンクルの王者をめざして戦え•/ 
「美女と野獣」「アラジン」に続く、 
こんかこうかい 
今夏公開のディズニーのアニメー 

ション映画「ライオン•キング」が 

アクションゲー•厶になったぞ。 

主人公はもちろん、ライオンの 

シンパ。アフリカの大自然を舞台 

に、幼年期が前半6面、成体期が 

スステージも2面用意されている。 

ゲーム中にはムフアサ、ラフイキ、 

スカーなど映画にも登場したキヤ 

ラクターがいたり、ゲーム中の音 

楽14曲すべてに映画のサウンドト 

ラックカ嘴われていたりと、映画 

の世界がそのまま味わえそうだ。 

3ステー-ジめにはヌーに追し、かけられる強制 る。爪 
前ス.ネロ—ルのシーンもあるのだ。 の 
[雀友記悟空乱打][本格将棋風雲児龍王]© 1994 virgin games kk 

え上右 後半4面の計10面、そしてポーナ 

[ライオン.キング]©The Walt Disney Company 

フンフン八ッ八ッ、こきまくれ/ 

[中野浩一の競輪王]© 1994 COCONUTS JAPAN※画面写真は開発中のものです。 



•ザ•フアイ 
簕40■•未定參ヒュ-マン參9月g 日発一-ド| 

消防士になって火; 
むぬ一㈣ぜつT 

ヒューマンからスリルあふれる 

アクションゲームの登場だ/プ 

レイヤーは、消防士となりコンビ 

ュータのあやっる相棒ダニエルと 

ともに、火災の鎮火を行うのだ。 

火災現場では、まるで生き物の てきたりと、危険がいっぱい。無 

ように動きまわる火を消すだけで 事に火を消すことができるかな？ 
に おく き•うuよ 

なく、逃げ遅れた人の救助もたい 
にんむ ゆか とつぎん 

せっな任務。しかし床が突然くず てんじょう らっか 
れたり、天井からライトカ落下し 

•りラ%”ミ 
ACT98M •アクレイムジャパン# 9月30日発売#8,900円レ, 

W lr • OJ] 

、'クラッシュ•ダミー〃とは、自 

動車の衝突実験で使われるダミー 

人形のこと。なんとこのゲームは、 

その人形をあやつるアクションゲ 

一厶なのだ/敵は世のなかから 

安全というものをすべて消し去っ 

てしまおうとするロボット、ジャ 

ンクマン。敵に当たるたびに体が 
バラバラになっていくダミー人形 

だけど、世の安全を守るため、体 

をガタピシいわせてがんばろう/ 

ジャ：^マ:Jを倒せ天一^ 

•スーパーラグビ• 
• SPT-8M參トンキンハウス參1〇月21日発売參moo円參b.b.し| 

抑拥ワールトカッコ/ 
のある試合が楽しめるぞ。しかも 

うれしいことに、ラグビーをあま 

り矢nらない人のための解説モード 

もあるのだ。このゲームをプレイ 
して来年の'流行を先取りしよう/ 

•機動戰士ガンダム(仮） 
茨攀パンダイ參発売日未定•予価9,800円參B.B.隹 
械'执ル*、トユ'、“，へス' 

リアfl/獅ムシミユレーシヨン:： 
’9样のスポーツ界はサッカー 

のワールドカップで盛り上がった 

けど、来年の'9阵にはラグビーの 

ワールドカップが開催されること 

は知ってたかな？今年の10月 

にはそのアジア予選が行われるが、 

_時期にその予選をより盛り上げ 

てくれるゲームが発売されるぞ。 

このラグビーゲームの特徴は、 
しあいてんかい おう 
試合展開に応じて画面がアップ画 

面にきりかわる点0とても臨場感 

3こぞのと苦に；^ 

SmBi 
■厶圓 

ガンダムファンに朗報だ。なん 

と、待ちに待っていたSDではな 

いリアル.ガンダムのシミュレー 

シヨンゲー厶の登場なのだ。 

しかもゲームストーリーは、テ 
ものがたり しょう こうせい 

レビ版の物語を14章に構成した 

ものと、6章で構成されたオリジ 

ナル•ストーリーの2麵が楽し 

めるようになっているぞ。 

MSの随戤だ// 

テレビ版シナリオでは、プレイ 
れんぼうぐんそうさ 

ヤーは連邦胃を操作することにな 

る。また使用できるユニットはお 

もにガンダム、ガンキヤノン、ガ 

ンタンクの3機だけ。これはあく 

までもテレビシナリオに忠実に再 

現されているから、フアンは必見0 

—IL 戆 — 
_ 

砂漠に姿をあらわした青いモビルス—ッ•ク 
フ。もちろん乗っているのはランパ•ラルだ。 

[スーパーラグビー]© T0NKINH0USE 1994 



’ 

I人〜スズキ編•麻輕 
SIG.8M.eaビクター月発売予定•予価9,800円.b.boJ 、TAB.8M •四次元參9月3〇日発売.い〇〇円.b.b ：| 
海釣Dはスポーツだガ 

E Aビクターから、海釣りゲー 

厶の発表があったぞ。 

このゲーム、さまざまな技術を 

駆使して、スズキ（シーバス）を 

釣るというもの。とはいっても、 

堤防でボーッと糸をたれる、とい 

うのではない。何種類ものルアー 

や©を駆使して魚との駆け引きを 

楽しむという、スポーツ色の強い 

打倒信長/麻雀戦国時代// 
釣りなのだ。釣果を競うチャンピ 

オンシップモードもあるし、釣り 

ファンなら見のがせないぞ。 

四次元から麻雀ゲームの発表だ。 

この「麻雀戦国物語」は、戦国 

時代の有名武将になりかわって、 

日本全国を麻雀で統一しようとい 

うもの。10人の武将から一人を選 

んで全国統一、打■倒j信長をめざす 

『麻雀戦国物語』、好きなキヤラク 

ターと相手を選んで対戦する『フ 

リー対戦ム16人でトーナメントを 

戦う『麻雀大会』の3つのモード 

がある。どの武将も個性的で、い 

ろんなところで ''しゃべり〃が入 

るから、思わず気合いが入るぞ。 

— --- - ° ―■::ごIPmupufr严— 

•ミツキ-®東京テイズニーランド大畐険 
⑩ilCTWOAf 籲トミー春12月発売予定籲予価9,800円 • 

.' 丨 'v 

ッ4Cr* 8M 
.■ー ヤン/，ま昂 ,■ % asa—| wmmm ^ ^ アドベンチャー 

春東宝參12月下旬発売予定#予価8,800円 

T□しでキミも冒険しよ5/ 
東京デイズニーランド（以下T 活躍するゲームを発表したぞ。 

DLと省略）のオフィシャル•ス このゲームの目的はTt)Lに散 

ポンサーであるトミーが、このT 

D Lを舞台にミツキーマウスが大 

らばったミッキーのgかまを見つ 

けだし、ショーを成功させること。 

ゲームに登場するステージは力り 

プの海賊やスペースマウンテンな 

どおなじみのアトラクションば力、 

りで、ゲーム中のサウンドもエレ 

クトリカルパレードのテーマ曲な 

ど楽しい音楽が満載なのだ。 

へんぼこりん7クシヨンだ/ 
藤子*F•不二雄原作で、アニメ 

もNHKで人気放映中の「ポコニャ 

ン/」がスーファミでアクション 

ゲームになって登場するぞ。 

ゲームは横スクロールタイプの 

アクションで、ポコニヤンは、.力 

ンガルー、鳥、ハリネズミの3種 

類に変身し、動物などのかわいら 



魔擧と神擧の牡絶な2)麗ぃ 

:死!^そ■欲fc!»： 

新作^^ 

參アクレイムジャパン♦発売日未定#価格未定 

画像取りこみによるりアルなキ 

ャラクターの動きと、どんな対戦 

格闘にもないような個性的な：^ 

ナ《5 の 
種 

か 題だった「モ_ 

卜」のスーファミ， 

に登場するぞ。 

今回の敵は、前作のボス、シヤン 

ツエンをあやつっていた魔人シヨ 

ウカン。みずから人間界征に乗り 

出したシヨウカンを倒すため、12A 

の格闘家が闘いをいどむのだ。 
キャラクターが前作の7人から 

iー タルコンバッ 12Aに増えたことで必殺 
ばん. だん わざ しゅるいおおはば 
版第2弾がつい 技も全部で57種頃と大幅 

アップ。なんとキャンセ 

ル技も可能になった。ま 

た、いろんな話題を振り 

まいた究極神拳も1人2 

觀に増ぇ、個性的な雰囲気を保 

ちながらも対戦格闘ゲームとして 

よりグレードアップしているぞ。 

79仍故PJ•念你隹U亜莒仍宜科:苗指今れス* 

败車を妨塞菘の£/ 

[モータルコンバット2 ]MORTAL KOMBAT® 1©1993 Licensed from Midwayr® Manufacturing Company. All rights reserved. 
Acclaim Entertainment. ®&©I994 Acclaim Entertainment. All Rights Reserved.画面はS-N E S版のものです。[バトルクロス、スーパーレッ: 
©IMAGINEER CO., LTD./GREAT CO., LTD.画面写真は開発中のものです。 

これはパソコン版の「レッスル 

エンジェルス3」をSFC用にリ 

メイクした、女子プロレス団体経 

営シミュレーションゲーム。 

プレイヤーは女子プロレス団体 

八トルクロス 
© RAC.8M 籲イマジニア#12月発売予定•予価9,801 

超遣激な箱庭レ| 

W 
s 売予定•予価9,81111円 9SLG»12 

—スゲ■ム/ | 

パ_レツスルエンジ2：ルス1 
♦イマジニア籲12月発売予定春予価9,刊〇円鲁B.B... 

イマジニアの「パトルクロスj 

は、未来のエアバイクレースを題 

材にしたレースゲームだ。さまざ 

まなしかけのあるコース（全8コ 

ース）を、多彩なアイテムをとつ 

て、ほかのパイクを妨害したり、 
f♦く かいひ きていしゅうかい 
逆に回避したりしつつ、規定周回 

を走って勝利をめざすというもの。| 

ゲームモードは、4人のプレイ| 

ヤーから選べるストーリーモード、| 

最大5人まで対戦できるバトルモ 

ード、1人専用でハイスコアをめ 

ざす腕試しモードの3つ。やはり 

友だちとの対戦が盛り上がるぞ。 

を経営しつつ（興行やサイン会な 

ど)、レスラーを#成して、他団体 

のタイトルベルトを獲得するのが 

目的。登場するレスラーは58名。 

試合では、^カードパトルシステ 

ムが採用され^技が決まると 

i力あるグラフィックが表示 

されるのも特徴だ。 



•UFOfi_ャキソ/O 
4CT，8Af  ^den’z鲁!〇月発売予定♦価格未定 

怒Uのおけ玉 
ケトラーを倒 

日清の焼きそば「UF0_|のプロ 

モーションで作られたソフトが、 

ついに発売されることになった。 

抽選にもれてしまったキミも、こ 

れで楽しむことができるのだ。 

CMでおなじみのマイケル富岡 

ふんする鼴惑星の王子「ャキソハ*>」 

が、ケトラーにさらわれたマユミ 

姫を助けるべく、地球に降り立っ 

た。おなじみのユニークな！2、殺技 

もすベてあの声て•再現0テントに 
ねぶくろ いちりんしや 
寝袋、1 車などの人気のグッズ 

もアイテムとして登場するぞ。 

•TOKO町Sマ，ジャン 
TAB'8/1/1 ♦ビック東海參9月30日発売予定#9,500円 

最近、マージャンゲームが多い 

けど、やっぱりゲームなんだから 

ちゃいけません。- 

んの登場。どこか_ 

たことのあるキャラクター18人 

が、性格どおり（？）の打ちかたで 

# TAB.4M •ナグザット籲切月発充予定•価格未定#b.b. 

I 
5£G*/2Af •ナグザット•発売日未定參価格未定》b.b. I 

f•夕が充実/ 
ほんかくマージャン 

成の桃麻雀が、パヮーァッ 

プして帰ってきた/今度は、実 

在する有名プロ雀士やタイトル戦 

ゲームモードは、5年間で12戦 

を卜ーナメント形式できそう「タイ 
せいは たいきょく 

トル制覇」と、「フリー対局jの2 

つ。環境設定が11項目で自由に設 

定できるうえ、対局のデータは細 
ぶんせき ほぞん 

かく分析され保存されるぞ/ 

| 
mu …，.lull ill 1111—I 

ナグザットから、コミカそで遊 

びやすく、しかもリアルな爲りゲ 

ームの登場だ/目的別にわかれ 

た9つのシナリオにS徽していく、 

のだけれど、ブラックバスだけで 

なく、幻の魚といわれている土佐 

の、、あかめ〃や、釧路の、、イト 

ウ〃なども登場するのだ。魚 

は、それぞれ個性的なので、緊 

張感ある釣りを楽しめるぞ。 

[本格麻雀徹萬I] ©1994 naxatsoft / GAPS INC[スーパーフィッシングビッグファイト]© 1994 naxatsoft /協賛マミヤオーピー[UF0仮面ヤキソ 
バン〜ケトラーの黒い陰謀〜]© NISSIN FOOD PRODUCTS CO..LTD./DENTSU INC. © ITCJnc. [TOKORO’S マージャン]© M.M.P/© VIC TOKAI 
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•マキシマム•か•ネイジ(償） 
ACT»16M •アクイレム外パン修1!)月発売予定•予節,8〇〇円 ,I 

[^歒ぺノムがなかまに/〇 

•ド5意もん3 
ACT*12M •エポック社參12月発売予定#9,5〇〇円#pw 

過去未来ぺ大画陵/ 
みんなの人気もの、ドラえもん 

のスーパーファミコン用ゲームの 

第3弾がいよいよ登場するぞ。 

今回のゲームの舞台は原始時代 
かいたく みらい 

から西部開拓時代^未来世界とさ 

まざま。歴史を自由に変えられる 

「時の宝玉」を守るために、時代を 

こえたのび太の大冒険がくり広げ 

られるのだ。もちろん登場キャラ 

クターはドラえもんをはじめとす 

る5人> とくに今回は、ひみつ道 

具を使うときやイベントシーンな 

時功宝玉％さがせ/ 
どて登場キャラの声がきけるよう 

になっていて、本物のアニメを見 

ているような臨場感があるぞ。 

[マキシマム•カーネイジ（仮）]©1994 Marvel Entertainment Group,Inc. ©1994 Acclain Entertaiment.AII Rigths Reservered.[ジャムズ]©1994 CARROZZERIA JAPAN/©クリークト/ドリー厶スタ 
ッ？[ドラえもん3]©藤子•小学館•テレビ朝日©エポック社[永遠のフィレーナ]©TAKESHI SHUDO/TOKUMA SHOTEN INTERMEDIA INC. 1994 



歴代CHAMP参加/ 
歴代チヤンプは、ステージ上でのトーナ 
メント戰からシードで•加。しかし、2 
人ともベスト4に残れなかった。残念/ 

イベントも 
いっぱい 

令年のチヒオンはだれだ 

I N国技館〃か 催されたのだ。 

スピードは^3つ、コントロー 

ラのコンフイグは一切ナシ、とい 

う厳しし、ルールにもかかわらず、 

全国から日本一をめざす強者たち 

が、なんと8000人も集結した。 

新キャラを使用している選手は 

ほとんど見られず、オーソドック 

スにリュウ、ケン、そして気功拳 
おおはば _ 
で大幅にパワーアップした春麗の 

姿が多く見られた。 

パスポート参加者および、予選 
を勝ちぬいてきた選手が激突/ 

本選は8回。優勝決定戦に参加 
できるのは、4人だけだ。ここ 
からは試合のレベルち上がり、 
連統技もバリパリ見られたそ。 

暴 
決勝1Jーグ 
いよいよ優勝決定戦/ここだ 
けは、ポイント制の雄当たり戦 
となる0ちなみに、ストレート 
勝ちだと3点、2勝1敗だと、 
勝者には2点、敗者には1点が 
与えられる。もちろんストレー 
卜負けの選手はボイントなし。 
この条件で3回Hい、全試合終 
了時に、最もポイントの高かつ 
た選手が優勝者と.なる。試合の 
模様はモニターで中継されたそ。 



いまさらではあるが、必殺技は 
e•う9ょく れんだ 

、'コマンド入力〃、、ボタン連打〃、、夕 

メ〃 の3_がある。しかし、そ 

のコマンドなどに関しても、それ 
I；たい かん9♦くか 
自体を簡略^することができるの 

だ。国技館大会が終わっても、道 

場は来年にむけて、新U仗術を 

提供し続けるぞ。 

昇龍拳をヨガフレイムコマンド 
昇龍拳やヨガフレイムのコマン えることによってかんたんになる。 

ドをそのままに考えるとけつこう とくにヨガフレイムコマンドはほ 

横タメ系コマンド 
タメに関しても、横タメのみコ てふたたびタメはじめ、そこでボ 

マンドを変化させることができる。タンを押すことによって、次の夕 

下のようにタメをいったん解除し メ時間《爷§ くてすむのだ。 

上の方法を利用して行われるの 

がこの，ソニックサマー*と呼ば 

れる技だ。使いこなすと非常に強 

力な技だが、タメ時間の関係で、 

ガイル以外では非常に難しい。デ 

イージェイでは困難な技0 

出しにくいが、下にあるように考 とんど波動拳と同じでいい。 

奥義ソニックサマー 

バルログにへんな技発覚././ 
^スクリ ーコマンドは、レバー 

転というものだが、これでは 

立ったまま相手に技をかけること 

ができない。スクリューは正確に 

いうとT—4—(または逆）の4 

方向が連続で入ればいいというも 

の。つまり、下のようなコマンド 

コマンド•+ VIZ和 !,〜+ポタン 

タイトルのとおり、変な技が 

発見されてしまったのだ。なん 

と、しゃがみ強パンチをキャン 

セルして立ち強パンチが出せる 

のだ。2ヒットコンポをねらう 

こともできるが、残念なことに、 

立ちパンチのときにしかキャン 

セルすることはできない。 

スクUユー系コマンド 



籲遺距離攻擊 
立ちやしゃがみの強ノ ンチが 

參居常に遠くまで届き、攻撃力も 

かなりある。相手の攻撃の外か 

ら攻撃できるという点で、この 

I文撃を行うことがいい。 

•近距離攻擊 
近い間合いでの基本は、立ち 

中パンチかしゃがみ中キック。 
どちらも1文撃がヒットしたあと 

にほかの中や強パンチやキック 

攻撃を連続でつなげられる。 

•ジャンブ攻擊 
飛びこむならキック。空 

中て•相手を迎撃するなら虽キ 

ックだ。また、ジャンプからの 

連続：^も強キックがベストだ 

ろう。空中投げlil誰しい。 

•しゃがみ攻擊 
相手の足払いの外から？!^す 

ることを考えると、強キックが 

非常に使える。とくにガイル戦 

では中足払いなどを攻擊できて 

いいと思われる。 

しやがみI嬅 
mンチ 

中パンチ 戴族 

強Aンチ 

齡ック mm 

中キック 讎了 

強キック 7ugai®B6 

垂直ジャンプ攻撃 
弱パンチ mmi 

中パンチ mmj 

強Aンチ mmi 

ッと mmi 

序キンク mmi 

ック wm 

斜めジャンブ攻撃I 
弱パンチ 

中パンチ mm 

強Aンチ mm 

弱キック mm 
中キック 飛麵 

強キック 

大きく上まわる成長を見せている0変更点は、気功挙のコ 

マンドが差更された、通常技も追加された、空中投げの 

間合いが広くなったといった大きなもの。移動力、攻撃 

射程、攻撃力すベての面において強力なものをもってお 

り、通常技での連続攻撃を極めさえすれば、非常に強力 

なキヤラになることはまちがいない0 

基本通常技 
技のスピードが全体的に速ぐ 

キも非常に小さいというのがも 

とも大きなポイントだろう。そ 

によってくりだされる通常連続 

の数々は、どんな場合からでも 

力なI文撃を行うことができるよ 
たいくうひっさつわざ 

になっている。対空必_がな 

ぶん、通常技に対空I嫁が多い。 
そのほとん <は立ち攻撃に集中 

ており、普段相手を攻撃すると 

はしゃがみ攻撃といった大きな 

:担ができあがっている。ジャン 

’の高さか*Bいこともあり、空中 

，でも優位に立てることが多い。 

遠距離立ち攻撃I 
弱パンチ 平，了※ 

中パンチ mm 
顧ンう 

齡ック 中麵 

中キック 上職 

ック! 

近距離立ち攻撃I 
弱パンチ m 
中パンチ 

強A。ンチ 織※ 

弱キック 磁了 

中キック 

強キック 各状沉での適切な技 



対突攻撃を究璧(二 
無敵時間のあるスピニングバー 

ドキックは対空I嫌にはなりにく 

いため、通常技にすべてをまかせ 

るしかない。ほとんどの技が対空 

になるが、とくにキック系はすべ 

ての状況で対空：擊にすることが 

できる0対戦相手によって使い分 

ける必要も若干あるが、これを極 

めれば、空攻擊の必要をあ 

まり感じなくなるのだ。 

レ"1ふp」 

趦遽鷂掖攝授 
通常技でもしゃがみ中技から次 

につなげることがかんたんて•、こ 

れをコンポにすること力<好ましい。 

しかし、キックに関してはボタン 

連打ができないので、ほぼ目押し 

に近いものもある。これはキック 

ではなくパンチにつなげればよい。 

•超ダメージ技 
逆ガード攻擊から通常技を邀^ 

でたたきこむ4ヒットコンポがあ 

る。これ常にタイミングか 1S 

しいが、決まれば相手はほ(JSW 

に_する。中足払いを2回入れ 

るのがポイントだ。 



•遠距離攻撃 
一番距離が長い遠距離強パン 

チがいい。相手の飛び道具使用 

時を攻撃できる唯一の技なので、 

これをうまく使わなければ相手 

に近寄れないだろう。 

籲近距離攻撃 
近距離攻撃の射程はどれも短 

い。そのなかで使用するならば 

中キック。これが入ったあとに 

_の攻撃につなぐことが比^ 

容易にできるからなのだ。 

•ジャンプ攻撃 
ジャンプ攻撃はどれも似たよ 

うなもの。使うならば中キック 

がいいだろう。技か•出ている時 

間や攻撃判定など力^-番使いや 

すくなっている。 

•しやがみ攻撃 
相手の足払いや、ダルシムの 

パンチ攻撃を攻撃できるといつ 

た点で、しゃがみ中キックか 

いだろう。_この攻:撃は、近距 

でかなり使えるぞ。 

クがい 

近距離 

アメリカ代表 バイソン 

必殺枝尨けTコリ押レ佐 
相手に突進する必殺技を多ぐ ちっているバイソン。その 
スピードはかなり速く、相手が反応できないほどなのだ。 
それをいかして、ただ必殺技だけを使っていても非常に 
強い。攻擊破壊力は全キャラ中かな0上にお0、深く考ぐ 

えなくてもいい初心者キャラといえないこともないだろ 
うが、これも極めると恐ろしいほどに強くなる。しかし、 
キャンセル技が少ないために、やや単調な試合運びにな^ 

つてしまラことちある。 " 

-メグ--： 
K C 各 I 
二かくダッシュ必殺技か3金力。これさえ注 

基本通常技 
すべてのIj®の破壊力が非常に 

大きく、かなり早く相手を倒せる。 

立ち強パンチはかなり遠距離まで 

とどくものの、そのほかの攻撃の 

射程はほかのキャラに比べてかな 

り短く、相手に攻擎するまでが非 

常に難しい。飛び道具をもったキ 

ャラに対しては通常技はあまり意 

味をもたないので、やはり、必殺 

技にたよらなければいけない。 

近距離ではしやがみキック系の 

撃がやや光り、相手の足払いを 

iしたりできるといった特長が 

ある。難しいキャラなのだ。 

攻撃が 

攻撃し 

弱パンチ ジャブ※ 

中パンチ 八ッファローアッパー 

強Aンチ パツファローストレート 

弱キック エ；レポ※ 

中キック パッフip 口-ボディ-プロ- 

パッファローフック 

近距離立ち攻撃 
弱パンチ ジャブ※ 

中パンチ アッパー 

ストレート 

弱キック X；レポ※ 

中キック ボディーブロー 

1ック ボディーブロー 

垂直ジャンプ!輝 
弱パンチ ジャンピングストレート 

中パンチ 八ンマースタンプ 

谳\。ンチ 八ンマープレス 

弱キック ジャンピンクストレート 

中キック ジャンピンクブロー 

強キック ヘッドクラッシュストレ-卜 

しやがみ攻撃 j 
弱パンチ □—ジャブ※ 

中パンチ □ーストU—卜 

強Aンチ ライジングアッパー 

弱キック ロージャブ 

中キック アンダーブロー 

強キック アースクエイカー 

斜めジャンプ攻撃 
弱パンチ 八ンマードロップ 

中パンチ ジャンピンク'フック 

強パンチ ヘッドクラッシュストレ-卜 

弱キック ジャンピングストレート 

中キック ジャンピンクブロー 

齡ック- ヘッドクラッシュストレ-卜 
各状沉での適切な技 



通常技にIIしては、見佐 
パーのIj®は、すべて対 

ンドバッドはと 

もかく、i * 

目がァッパー 

空攻撃になっていると思、っていい 

だろう。あとは弱攻撃なども対空 

攻撃になるのだ。もっとも確実な 

ものとしては、近距離ならバッフ 
ァローヘッドハ♦ッドを、遠距離で 

相手がジャンプしたらダッシュア 

ッパーがいいだろう。 

超連続技伝授 
キャンセルできる技は弱攻撃に 

限られるが、中攻撃から中攻撃へ 

のつながりが多くある。また、立 

ち中キックなどからキャンセルし 

ないでダッシュアッノヽ。一などにつ 

な力<るI文撃もあるカヾ、タイミング 

が非常にシビアだぞ。 

•超ダメージ技 
ジャンプ^から弱パンチや弱 

キックを入れたあとに、キャンセ 

ルダッシュアッパーを入れ、そこ 

で中ノ《ンチを連打しておくことで 

4〜5段攻撃になる。必殺技を弱 

ストレートにしないように0 

対空攻擊を完璧(こ 

かんたんに相手^^とす前に長く、上に広いとい、っi 
ことができるぞ。 .麗をもつたすばらしいパンチ。 

00 
立ち弱パンチ遠距離中パンチ 

近ければ弱で、遠ければ中や強相打ち^5で使、つのなI' 
でだせばいい。 当たれば破壊力は高い。 

ダッシュアッパIしゃがみ強パンチ 
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ソード•ワールドSFCS 
■TSEソフト■発売中_9,900円_RPG■巳•日X 3 

このゲーム、多くのサブシナU才 

が用意されているけど、知らない 

と見逃してしま5ものもある。そ 

こで、全サブシナリオを含んだフ 

ローチャートを大公開。さらに、 

序盤〜終盤直前までのシナリオを、 

徹底的に攻略していくそ。 シナリオフ□ーチャート&完全炊略 

シナ1J才進行フロ チヤ 卜&メインシナ1J才攻略 
シナリオ1 

オラン、古代遺跡への扉亭 
シナリオ進行フローチヤート 

(書いてあるのはシナリオの発生場所もしくは時間。赤地のシナリオがメイン 

w シナリオ2 

オラン〜エレミアの街道 

シ八ールの村(オラン〜エレミア） 

f シナリオ4 

サーガスの村(オラン〜エレミア) 

T シナリオ5 
オラン〜エレミアの街道 

f シナリオ6 

エレミア、丘のくじら亭 

卜E 
シナリオ8 

エレ5ア、シナリオ7のあと 

i 
エレミア、ルナンド 

といかない 

シナ!J才11 

ザインひとときの夢亭 

▼ シナU才12 
ザイン〜ロマールの街道 

r シナリオ13 

ザインひとときの夢亭 

シナリオ14 

ザイン〜ロマールの街道 

^ シナリオ15 

ロマール、赤いヨロィ亭 

シナリオ16 

ロマール、街を出るとき 

シナ1J才17 

ドウーデント 

シナリオ18 

ドウーデント 

シナリオ19 

レイド、北の白クマ亭 

鱺はクライマツクスへ// 

usvswm r 

メィンシナリォらず 

クアしなければいけないシナリ 

才のこと。このシナリオ1は最初 

のシナリオだからか、完全な1本 

道0アーヴェルがなかまになった 

遺跡探索 

ら、 
と•うぞく じょうほう 
盗賊ギルドでをきこう 

シナリオ ■■[銀狐亭殺人事件] 
口^シナ 

Hob 
銀狐亭で宿泊¬ 

り 才。ま ず宿のなかの人圣員に聞き 

こみをし、地下室などもくまなく 

まわっておく。話をきいてまわっ 

ていると、2人めの犠性者が出る 

ので、また全員にききこみ、そし 

て、3度めの殺人が起こったら、 

地下室にいってみよう。釋し階段 

が見つかるぞ。あとは戦闘だけだ 

が、スぺクターはほとんどの攻撃 

を受けつけないので注意。シェイ 

ドの魔法か省効： 功なのだ。 

シナリオ 
エレミアを出る1 

ドといっしょに行くことにすると 

発生する。ぬけ道を進んで、木がな 

ぎ倒されているところに突き当た 

ったら、まず早に進んでゴーレム 

にあう。この段階では絶対に勝て 

ないので、戦わずに逃げて東へ進 

ザイン密入国] 
なかを探索してゴーレムを止める 

合い言葉を見っけるのだ。 

合い言葉を見たら、あとはゴー 
レムのところにもどれば0K。ま 

た建物内を探棄するなら、入り口 

付近の死体がもっているアイテム 

を奥の台座にはめると、モンスタ 

む。そうすると建物があるので、 一たちが活動を停止するので楽だ。 
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エレミアを出る&、に、ルナ 

ドの誘いを断るとこのシナリオに 

なる。した力<つて、シナリオ9と 

10は、どちらカヾ-方しか起こらな 

いことになる。 

内容的には、選択肢もなく完全 

[マンドレイクの反乱] 

■PHI 
圔 

な1本道シナリオなので、つまる 

ようなことはないはず。シナリオ 

9とどちらを選ぶかは好みの問題 

だが、こちらのほうが率は楽。しか 

し、シナリオ9のほうがアイテム 

などがたくさん手に入るのだ。 

ESSEKTii 
ザインを出よう胃に止 

められてから宿屋に戻ると、客が 

1人増えている。この客に話しか 

けるとシナリオがはじま今。まず、 

林で木おりに話をきき、洞窟に入 

って巨人と精霊使いを倒す。街に 

病める街] 
に行けるようになるので、行い 

ってひとしきり質問_をする。家を 

出たらシグルドを尾行し、尾行先 

の家に入る。隠し扉があり、なか 

に入ると戦闘になるので、勝った 

らシグルドの家にもどり、彼を問 

ラーノスの屋敷には最後に 
行く。先に行くとロクなこ 

もどって、宿の主人と武器星の 

主人に話をきくとシグルドの家 

いつめて戦闘。あとは、ラーノス 

の屋敷に行って最後の戦闘だ。 

BESE^Q [百手巨人の憂うつ] 
ザインからロマールへ行く途中、し、ふたたび遺跡へ行く。へ力卜 

自動的に発生。村で村長と話をし 

たら、依頼を受けて北の洞窟べ行 

く。敵を一掃したら、洞窟の奥に 

流れている川をわたって地下遺跡 

へ行き、やはり敵をすべて倒して 

ンケイレスと話したら洞窟の入り 

口までもどり、ワナをしかけなが 

ら後退する。宝物庫までもどると、 

精霊使い+オーガと戦闘になる。 

この精霊使いは強力な呪文を使つ 

へ力トンケイレスと話をする。そ てくるので、万全の状態で戦うの 

のあと、村にもどって村長と話を がいいぞ。 

ロマ-ルを出ょ自 

動的に発生するシ^^^li 

パレードに行き当たるので、見物 

七に話をきく。街にもどったら、 

闘技場の受付で辱をきき、ワイロ 

でなかに入る。牢の巨人と会話し、 

観客席で試合を見る。牢にもどっ 

てふたたび巨人と話そうとすると、 

司祭か#やってくるので話をきき、 

そのあと巨人と話をする。このと 

きは、何回もはな卜かけるよう。 

さらに上の階の剣闘士たちと会話。 

このあと受付に行くと出場手続 

きがて♦きる。準決勝まで勝ちぬい 

たら、巨人のところに行く。する 

と暗殺者がいるので倒し、巨人を 

回復してやる。あとは、決勝戦で 

哀しき巨人] 
■ n 

II 

1 

欄 | 

it:へ 

/ ^ % 

[シャド•ドル登場/] 

るシナリオ。まず、丘に行って 
草を4種頃取ってくるのだが、確 

実に戦闘になる。マンディコアに 

はスタンクラウドが有効。草をあ 

つめてジャンのところにもどると、 

廃屋にくるかどうかきかれるので 

行くことにする（行かないとシナ 

リオ終了になってしまう）。このあ 

との選択は自由だけど、レアン(シ 
ャドーニードル）たちと戦うこと 

は絶対にしないようにしよう。 

ベルダインの讀 
するとはじまる。 

[自由人の墓場] 
:話を とは、まっすぐパルマーの墓をめ 

ざす（倒した敵が衝舌しているの 

パルマーの墓に行くとなかまがス で注意)。墓につくと、もとのパー 

べクター に取りつかれるので、 宿 ティーにもどってゲセナ（シナリ 

屋にもどってそこの冒険者と組む。才14の精霊使い）と戦闘になる。 

主人公の技fgにもよるが、魔法が ほとんどの攻撃がきかない_ 

使えるメンバーを選ぶといい。あ だが、シェイドの魔法か韦効だ。 



全サブシナ1J才徹底攻略ガ 
サブシナリオはメインシナリオ 

とちがって、プレイしな^くてもか 

まわないものが多い（3金制的にプ 

レイさせられるものもあるが)。し 

いたら、村はずれでサーカス団の 

団長のテントに入る。そのあと、 

いったん宿屋にもどって主人と話 

をし、士たたびテントにいって団 

長の依頼を引き受けよう。裏山の 

洞窟べ行き、とりあえず動物だけ 

っかまえて団長のもとへもどる。 

そして、ふたたび裏山へ行くと犬 

けいけんてん 
かし、経験点のことを考えても、 

またゲームを楽しむということか 

ら考えても、プレイしなければ損 

だといえるだろう。 

のある部屋に行く。あとは、ほと 

んどオートで進むぞ。 

シナリォ [ 
これも、オラン〜エレミア間で 

発生。霧にまよって調^をはじめ 

ると村に入るので、村人と会話。 

そのあと村の入り口にもどってハ 

-ピーと戦い、少年の願いをきい 

て逃がす。次に、村の老人のもと 

へ行き、彼の誘いをことわる。 

風の歌声] 
するとメッセージが出るので外 

に出てセンスオーラ。村が消えた 

ら北西の墓へ行ってエルバルトの 

頼みをきく。エラン(北東にいる). 

のところに行ったら彼の話をきき、 

今度はエルバルトを説得。あとは 

幽霊に呪文をかけていけば0 K。 

シナリオ 2 I 
'ミアに行く途中 

>ょつと強いが、 

巨人の影 
オランからエレ 

で起こる。敵がちよ 

基本的にはダンジョンを探索する 

だけのシナリオなので問題なく解 

けるだろう。精神点が減ったら、 

無理せずオランにもどって回復だ。 

シナリォ][ウンデイ-ネの契約] 
やはりオラン〜エレミアの途中 

じゅんかす 
で起こる。順番としそnr中州で 

ウンディーネの話をきく—川で村 

長に水の護符を借りる—渓谷で聖 

別の魔晶石をもらう—中州にもど 

って、石碑の前で聖別の魔晶石を 

使う、となる。問題となるのは、 

渓谷で「ゆつくり登れ」といわれ 

るところ。ここは、システムの移 

動スピードをいちばん遅くすれば 

0K。あと、途中で回復ができな 

いので魔法は大事に使おう。 

シナリオ 
これまでのシヂ 

と、ちょっと骨があ. 

オラン〜エレミア間で起こるシナ 

リオだ。村に入って宿屋で話をき 

[陽気なサーカス団] 
あ/Wtい は成< 

がいるので、案内されて廃屋へ。 
ろうか かいろうじょう 

廃屋の廊下は回廊状になっていて、 

1周するとメッセージが出る。そ 

うしたら、東個jのあやしげな力べ 

シナリオ 

とシナf才開i 

[不定形の侵略者] 
エレミアのf 

主人の話をきくとシナリオ開始。 

港で洞窟へ行く船にのり、入り口 

で話をきいて洞窟へ奥にいる敵 

を倒して外に出ると、入り口にい 

た連中がモンスターだとわかり戦 

闘になる（洞窟で精神点を使い果 

たしてしまわないように)。宿屋に 

帰ってヤードを問いつめると、2 

階に逃げてしまう。泊まり客全員 

に、話をききつつセンスオーラを 

かけていけば発見できるぞ。 

シナリオ 8 [鼸エレミアの馬具で] 
'リアして、宿のットという男に会うのでなかまに 

_ そうこがい 
シナリオ7をク’ 

外に出ると発生。ナルマンの依頼 

を受け、2つのギルドで証人t 

つてやる。ギルドから調査依茸 

されたら、両ギルドで話をきいた 車ギルド倉庫N 

あと馬車ギルドへ。外に出るとチ んだらゴードン< 

倉庫街で話をきき' する。そして、 

依頼されたギルドにもどって報告。 

倉庫で見張って盗賊を倒したら馬 
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シナリオ 
Lル』 
Iぃビィに 

[羊が-E、羊が二匹…1 
ザインを出；rd 

とすると、 

会う。羊を搶つけないようにオオ 

カミを倒すには、スリープの呪文 

を使う。すべてつかまえるとアビ 

イがいなくなるので、フィールド 

の入り口までもどる。そこにアビ 

イの主人ディクトンがいるので、 

彼と話してフィールドの西の舞に 

入り、ワーウルフを倒せは終了だ。 

シナリオ H [虹の橋をこえて] 

-ザィンの宿屋^^!ると 

mm 
ここからはじま令。シア村のジョ 

シュアの家へ行き、ガイスを倒す 

と夕食にさそわれる。このあと、 

.いくつかある選択は好きに選んで 

かまわないが、けっきょくどれを 

選んでもメリー.ベルは倒れてし 

まう。そうしたら、七色の花を取 

りにいくことになるのだ。ここに 

出てくる敵はわりと強いので、魔 

法をうまく使い、こまめに回復し 

ながら進んでいこう。 

シナリオ [ロマールの闇市] 
ロマールの靑屋の主人と_なす東のナテイラの店へ行き、サテユ 

とスタート。購入すIS?口につい ロスの角笛を買う。このあと、い 

てだが、答をいってしまうとロン 

グスピア•真珠のネックレス•宝 

石箱•永遠の花束•魚のくんせい 

の5つを買えばよい。これでマズ 

ルを勝負に勝たせてやれる。マズ 

ルに金券をもらったら、闇市の北 

くつか自動的にイベントが起こる 

ので、なにか起こるたびにナテイ 

ラと話をするようにする。そのう 

ちナテイラがいなくなるので、ス_ 

ラム北西部へ^く。そこで戦闘が 

2回あり、勝つとシナリオクリア。 

シナリオ T 
シナリオ16クリア後、ドゥーデ 

ントに向かうと発生ずtシナリオ。 

事実上、シナリオ18とあわせて1 

本のシナリオになっている。完全 

な1本道シナリオだが、洞窟内に 

巨人の国にて] 
はワナがある。みずから村長と名 

乗る男がいるのだが、これはニセ 

モノなのだ。本物の村長には、メ 

.ッセージスピードを遅くしてはな 

しかけなければいけないぞ。 

シナ1J才 
W 
>〇まず、3つI 

シナリオ17クリ， 

続く形ではじまる。まず、3つの 

村の村長たちから話をきき、日の 

沈む;罢谷へ向かう。がけになって 

いて進めないが、調べると橋がか 

巨人の迷宮] 
北西部に出口がある（写真参照)。 

迷宮を出るとそれらしき剣がある 

が、これはダミー。本物は階段を 

登った上にある。取ろうとすると 

ゴーレムか*isつてくるので、部屋 

かる.。そして、赤い花がさいてい_ 

るがけを調べ、そこから遺跡に入 

るのだ。遺跡の奥は、完全に暗闇 

の迷宮になっている。オートマツ 

プて银在位置を確認しつつ進もう。 

の入り口のところで「ひきよせの 

ゆびわjを使う。あとは、動けな 

いゴーレムを倒せば0K。 

その後は 
シナリオ20から先、サブシナリ 

才は1 

跋に 
ま1本もない。あとは、物語の 

.美心に迫っていくだけなのだ。 

ここから後の展開は、ぜひキミ自 

身の目で確かめてほしい// 
「自由人の街道jをめぐる物語は、クラ 
イマックスをむかえる••…-〇 



B3 
美女と野獣 ハドソン 

ステージクリアコマンド 
愛知県/矢野まどか 

「ランクけして」対戦ランキング消去 
BlKn泰:■斗M靈al 

■芯爾謂護.fega 
供狐舰邐 

まずふつうにゲームをはじめた 

ら、スタートポタンでポーズをか 

ポーズを力ttr 

けよう。ポーズ中に1コンから左• 

Y- L-下の順にコマンド入力し、 

じど■うてき かいじよ 
自動的にポーズが解除されたら成 

功だ。その後のゲーム中にセレク 

卜とLポタンを同時に押すだけで、 

マップのどこにいてもステージク 

リア時の画面にきりかわり、その 

まま次のステージに進むことがで 

L+セレクトを押せば 

ねもちくんJと呼ばれるハメに…。 

きるぞ。しかも、どんどん面とば 

しを続けていけば、エンディング 

まで見れてしまうのだ。 

なかなか先に進めなかつた人も、 

これでスムーズなストーリー展開 

を楽しめるぞ。 

E3 
チューンにレ¬ ーンに レースに となにかと 

お金のかかるこのゲームだが、な 

んと、尹斤持金3千万円をもった状 

態でゲームスタートできてしまう 

ワザがあるのだ。 

やりかたは、ストーリーモード 

で名前を、'おかねもち"にするだ 

ゼロヨンチヤンプRR メディァリング 

名前入力でお金持ちガ 

け。これだけお金があれば最初か 

らやりたい:^題だ。また、ほかに 

も!!^な機能として"メモリけし 

でと名前入力すれば、ストーリ 

—モードのセーブデータ消去が、 

''ランクけして''で対戦モードの 

ランキングを消去できるぞ。 

次のステージへ 

「おかね=6ち」で所持金3000万// 





ソード•ワールドSFC 2 t&eソフ 

うれしいミュージックモード 

入っているとなんか得した気に 

なるサウンドテスト。とくに、RPG 

にはじっくりききたい曲が多いの 

で、こういう機能はとつ.てもうれ 

しいよね0 

そしてそのやりかた。まず、名 

前を決めるときに「キキタイ」と 

入力しよう。これで、すべての音 

楽がきけるミュージックモードに 

きりかわるそ*。 

「キキタイJでミュ-ジックモ-ドへ 

itン■ーラ• t一力£ビクターエンタテインメント 

感激サウンドテスト 

またまたお得なサウンドテスト 

だ。この「サンサーラ•ナーガ2」 
の場合、やりかたはもっとかんた 

:を入れて、メーカーロゴ 

に2コンのスタートボタン 

を押すだけ。すべての音楽、効果 

音がきけるうえ、Yボタンでフエー 

ドアウト機能も使えるので、 自分 

だけのサントラ•テープを作った 

りするときにも便利だね0 

ん。磁I 
■織こ 

Sコンのスタ-トボタンでサウンドテストへ 

S3 
口ードランナーツイン T&Eソフト 

全パスワードー挙公開 
Theスーパーファミコン編集部提供 

パスワードを入力好きな背景で 

全100面のパスワードだ。おま るようになるぞ。たとえば、海の 

けに、フリーモードにおいてもパ 世界の背景でプレイしたいなら、 

スワードを入力すれば、その世界 海の世界（81〜90面）のパスワー 

までの背景から好きなものを選べ ドのどれかを入力すればよいのだ。 

:: 

I 細,i|iii|ii|ipi^iiiiii_ 

お菓子の世界 逋跡の世界 おちちゃの世界 薬の世界 勉強©世界 
面数 パスワード 21 SURI 31 EROA 41 KIAN 

2 ADAK DETE ES WORO 3E AEDO 42 UAWA 

3 ANOM 13 SONI E3 KOTO 33 RNOK 43 KIEM 

4 IAMU 14 NARA E4 NUTA 34 NOYU 44 URUS 

5 IRAG 15 SOET 25 UTAE 35 SEDO 45 EDON 

6 AIKE 16 IASO S6 TTUB 36 NIAM 46 UIOT 

7 ERAK 17 SAPD 27 ETEK 37 GUTA 47 EMOT 

8 UTOU 18 NEUR S8 UZUT 38 TUFO 48 □MOW 

9 KODI 19 AEDE 89 IMEM 39 NOKO 49 IREA 

10 AKOD 80 TEBU 30 UYON 40 ROKO 50 KIME 

r~~a 代の世界 氷の世界 炎の世界 海の世界 ナイトメアの世界 
51 □IUQ 61 EIEA 71 UTIJ 81 EDAB 91 ATAK 

58 QROK 6S □KOT 78 TOKA 82 EKNN 9S ONIH 

53 ODIK 63 □NEN 73 TERA 83 EBON 93 SAHO 

54 ANON 64 UZHO 74 RAYO 84 ANOT 94 NHOJ 
55 IEKN 65 KUMA 75 WENU 85 □ONI 95 OGQN 

56 EBOW 66 RAKO 76 SAGI 86 ADEU 96 UOYK 

57 KURE | 67 HOTI 77 NIHS 87 □TOK 97 EDOR 

58 KUZU 68 AASI 78 AGER 昍 AHAR 98 OKOK 

59 TEAT 69 HSAS 79 □SUR 89 ANOY 99 AHIA 

60 AINN 70 AYON 80 EGUT 90 ASIR 100 KAZE 
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ドリフトキング土屋圭市S坂東正明首都高バトル'94 bps 

好きなだけチューン 

ふつうシナリオモート:て*は、ラ ユーンしてくれないので、勝てな 

イノ NVレに勝たないと坂葡規分はチ L认はなかなか車の性能をあげる 

ことができない。しかし、最初か 

らチューンし放題という、うれし 

いコマンドがあるのだ。坂東商会 

の画面が出ているときに2コンの 

上とスタートボタンを押_しながら、 

1コンの下とタンを同時に押そ 

う。賊音例鳥ったら咖だ 

その後、坂東親分と話せば、自 

分の好きなだけチューンをするこ 

とができるぞ。ときどきチューン 

できなくなることもある-が、再度 

'同じコマンドを入力すれば0 Kだ。 

この画面で 2コンの上+ 
スタートボタ 
ンを押しなが 
ら1=1ンの下 
+Bポタン 

二の画面でコマンドを入力しよう。もちろん 
スタート直後でも0Kだそい 

mm スー八一F1J 

£3ポ-ルポ 
F1サーカス3 日本物産 

ポールポジション獲得法 

ワールドチャンピオンシップま 

:たはスポットエントリーの予選で、 

てしまう裏ヮザだ。予選走行中、 

下+セレクトでリタイアすること 

を押しながら下+セレクトボタン 

を押してリタイアし.てみよう。画 

面にはリタイアの表示が出るが、 

次の順位表ではケタちがいのタイ 

ムでかならず1位にランクされて 

いるぞ。そして本^ではポールポ 

まり早< 'J 

コースの特 

うわけ。この技は予選走行中なら 

.いつでもできるが、あま 

タイアしてしまうと、コースI 

徴がつかめず、結局は本戦でいい 

タイムを出すことができない。い 

つリタイアするか見きわめ、うま 

かならずポールポジションがとれ ができるが、このときLとRポタン ジシヨンをとることができるとい くこの技を使いこなしてほしい。 

予選夕側秒/かならずポ-膽ヨン 

ジグソーパ—テイ— 

静止画鑑賞モード 

電源を入れてメーカーロゴが表 

示されたら、すばやく1コンから 

B• X• Y• Aの順にコマンド入力し 

メ■力-ロゴ表示こ 

nHQRI 

よう。コマンドは非常にかんたん 

だが、メーカーロゴ面画の表示時 

間がかなり短いので、のんびりし 

B-X- 
Y-Aの 
順に入力 

ているとすぐにタイトル画面にき 

り力、わってしまうそ、 

うまく入力に成功すればバック 

かHfeに変わり、そのままアート 

ギャラりーモードがスタートする。 

ここではゲーム中に登場するすべ 

てのパズルの完成図を見ることが 

できる。''絵〃そのものや、画面右 

と下にある矢印をカーソルでクリ 

ックすることで見たい絵を選ぶこ 

とができる。ボタンひとつで美し 

I、グラフィックが次々とあらわれ 

るさまは、見ていてかなり気持ち 

いいのだ0 

ア■トギヤラリ■へ完成固だけ見れるぞ 



ピンクウ■マン磡 

n 

上がFを押しながら決定 
で上^^^^^^^^ 

轉_号4 

麄；J 

ファイプロ女子オールスタードリームスラ厶ヒュ_ 

復活クラッシュギヤルズ 

ーマ: 

十字: 

ピンクウ 

ゾに力ーソルを合わせたら、 

キー■の上か下を押しながら決 

定してみよう。往年の名タッグ、 

クラッシュギャルズの2人が登場 

するぞ。ちなみに、上+決定で1 

号が、下+決定で2号力智場する。 

クラッシュギヤルズ登場 

Hi 

スーパーパチスロマージャン 

マウスでメダルが 

1コンにマウスを 
接続し、マウスの 
両方のポタンを 
押したまま電源 
を入れる 

マウスをもっている人へのサー 

ビス技だ。 1コンにマウスをつな 

ぎ、その両方のポタンを押したま 

ま電原を入れよう0パチスロでゲ 

ームをはじめると、なんと、最初 

から1万枚もメダルをもっている 

のだ。こんなに使いきれる？ 

E3 
ファイプロ女子オールスタードリームスラムヒューマン 

隠しレフ；!: U—登場 

あらかじめ設定変更のパスワー 
きのう ぜんぶ 

ド機能で' 全部「Xjとパスヮー 

全部「X」にすると 

ド入力してから試合をはじめてみ 

よう。リンクこ!:にはなんと、リレ 

ハンメル冬季五輪でマスコミをさ 

わがせた、あのハーディング（ら 

しき人物）がレフェリーとして登 

場するぞ。また、全部「〇」とパ 

スワ- 

しても： 

がレフェリーとしてあらわれるぞ。 

全部「〇jだと 

クロスボーン.ザンスカール連 

合軍の宇宙専用ユニット*ラフレ 

シア"。パトルモードで、下+ Bの 
そうさ つうじょう れんしゃ 
操作で、通常1個のノ <グを2連射 

出することができるぞ。 

ワードA*しておくと、選手と 
とうろく よしだまりこ 

ても登録されている吉田万里子 
ゼロヨンチヤンプ闩R 

自動修正機能7 

名前を入力するときに、いわゆ 

る放送禁止用語を入力すると…… 

強制的にある1文字が伏せ字にな 

り、ゲーム中その名前が出てくる 

と匕ーッという音か*"鳥るのだ。で 

も、こんな名前じやね0 

裏 ★裏ワザには、タイトルとその"裏ワザができるソフト名"を 

明記し、くわしくわかりやすく説明してください。わかりやす 
、フい八ガキのほうが採用率は高いかも7また、自分の住所、氏 

f 名、年齢、鼋話番号と、F-2以上になったときにほしいソフト 

_|_名も書いてください。なお、おなじ裏ワザが多数あった場合、 

早く届いて解説のすぐれているものを選ばせていただきます。 

¥103東京都中央区日本橋浜町3-犯-3 

ソフトバンク㈱Theスーパーファミコン編集部 

「驀ワザグランプ1J」係まで 

スーパーファミコンソフト1本S図書券5000円 

Iスーパーファミコンソフト〗本S図書券4000円 

スーパーファミコンソフト1本S図書券3000円 

雲目 
編集部オリジナルテレカS図書券2000円 

編集部オリジナルテレカS図書券1000円 

編集部オリジナルステッカーS図書券500円 
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新装才ーフン/ 

スクウェアのファンによる 
ファンのためのページ 
新作「クロノトリガーJも発表されたし、1 
見出しも変わって『スクウェアワール 
ド』も気分一新。より楽しいページを 
作るために、これからもスクウェアファ 
ンのパワフルなお八ガキ待ってるよ。 

鶴県/ ぷっぺ■オルちゃんが 
筋肉だるまときらっていたのは 
表向きだったのね》じつは仲良 
しな2人て•しfc- 

:雲マッシュの川流れ 
ことあるごとに一人Jl|を 

流れていってしまうマッシ 

ュ。その行動は兄さえもあ 

きれてしまうほど。なにや 

らこれにはワケがありそう 

と、ハガキでちまたのウワ 

サをチェックだ// 

ある日川に流 
されていたとき 
に、うかつにも 

I ^ s^&urKi 
|if 
2だフ 
とつ才 

三重県/卜ーラ■いい男ってい 
うよりもいいざまって感じ。濡 
れっばなしでカゼをひいたりし 

，飾 
り.}-の4 

iT虹朱 lifa)■で 

3：球！^tv で 
他れ站(油 

し幻tv乃时栌 ； - / 

かれこれ5年ばかり蓚行でたまったアカを 

落とすため。 (千葉県/かしら~忍、） 

じつは兄貴と同じ病気もちで、かわいい多： 
の子に助けてもらってお近づきになろうと企 
んでのこと0 (兵J*県/矛lM) 

ますます力の入るこのイラ 
ストギヤラリー。案外横書 
きのハガキ妙ないって知 
ってた？いろんなタイプ 
のハガキを待ってます。 

企 

コルツ山で修行時代、近くの川に住むカツ 
パをいじめていたためその恨みで水難がつき 
まとっている。 （福岡県/原田斧須J 

前世が魚だったから。 
(兵庫県/月の民あるま） 

右いしレ魚とまずい魚!？ 
セリスがシドのためにせっせと取ってきたあの魚 

たち。動きのおそい魚を食べさせると、シドのぐあ 
い力菊くなってしまうんだよね0今回は、それはい 
ったいどんな魚なのかを、ハガキに書いて(描いて） 
送ってね0もちろん、おいしい魚のイラストも待っ 

[てます。締め切りは9月16日（金)必着のこと。 

お八ガキ待ってま〜す/ 

1■スクウェアワールドjでは、みなさまからのお八ガキを 

大募集しています。スクウェアのゲームにかんする感想や 

意見、カラーイラストなど、ドシドシご応募ください〇ま 

た企画ものの八ガキも下のあて先まで送つてね。また、こ 

んな企画やコーナーをとい5お八ガキもお待ちしておりま 

す。なお、応募のさいには、住所、氏名、年齢、電話番号 

をかならず書いてください。八ガキを採用されたかたには、 

編集部オリジナルステッカーをさしあげます。 

東京都中央区日本橋浜町3-42-3 
ソフトパンク（株）Theスーパーファミコン編集部 
「スクウェアワールドj係まで 



ェLEAGUE ぬさ 
Jリーグの将来をになラ新星 
岩本輝雄(ぺ〖レ7—レ平塚)に 
期待六/ 
「家から通えるから」という理由 

でサツカーの世界に飛びこんだ無 

名の高校生が、スターへの階段を 

登りはじめた。岩本輝雄~■。ベ 

ルマーレ平塚の、というよりいま 

や日本代表が誇る攻擊的サイドバ 

ツクである。 

岩本は1972年5月2日生まれの 

22^〇横浜商大高校からフジタに 

入団後、ニカノール•コーチに素 

質を見いだされ> レギュラーに抜 

てきされた。そして94¢ベルマー 

レ平塚の」リーグ昇格とともに、全 
そんざい きょうれつ 

国のサボーターにその存在を?^ 

にアピールしたのだ。 

今年に入つてからの岩本の活躍 

ぶりはすごい。まずアンダー23Jリ 

-グ選抜のメンバーに選ばれ、キ 

ングスカップに出場。帰国後すぐ 

に」リーグの一員として、超満員の 

スタジて厶ではつらつとしたプレ 

イを披露し、ついには「日の丸を 

つけたい」という幼いころからの 

夢まで実現させてしまったのだ。 

しかもキリン杯、アシックス杯と 

日本代表でもレギュラーとして起 

用され続けている。いまでは''岩 

本輝雄"の名前を知らないサポー 

ターはいないだろう。わずか1年 

前までJFLのフジタでプレイしてい 

た若者が、あっという間に日本サ 

ッカー界のスターにまで成長した 

のだ。DREAM COME TRUE/ 

まさにこのことばがぴったりくる 

活躍ぶりである。 

じつは関係者の間で岩本は以前 

から注目されていた。それは昨年 
7-ルップ 
のW杯最終予選を前に、日本代表 

不動の左サイドバック都並のケガ 

〔岩本m© 1972年5月2日生まれ0 1780TW 
70k&血型〇横浜商大高出身。 

からは「都並の代役に岩本を」と 

いう声が上がつたことからもわか 

る。JFL当時から、彼は知る人ぞ知 

る逸材だったのだ。 

岩本の魅力はなんといっても左 

足にある。彼の左足のキックカは 

日本人で1、2を争うといわれる 

ほど強烈なのだ。Jリーグでもと 

きどきスタンドがどよめくほどの 

ロングシュートを放っている。ま 

たコーナーキックやフリーキック 

などのセツトプレイでも彼の左足 

は威力を発揮0もちろんテクニッ 

クも十分だ。 

そして、もう一つの魅力がスピ 

ード。左サイドをオーノ<ーラップ 

するときの彼の走りは、カール• 

ルイス型0つまり徐々に加速がつ 

きスピードが増していくのだ。そ 

れだけの素質があるからこそ、彼 

ジシヨンながら、前線で得点にか 

らむ仕事ができるのだ。 

彼の今後の課題は守備力のァッ 

プだ。岩本はアシックス杯で中盤 

に起用されたこともあり「これか 

らはサイドバックではなく、MFで 

プレイしたい」といっているが、 

MFであれ、DFであれ、守備をしな- 

ければならないこと に変わりはな 

い。今後、守備力をつけ、フアウ 

ルせずに、相手の攻撃をくい止め 

るプレイを身につけたとき、岩本 

の評価はさらに高まるだろう。 

いずれにしても岩本が小倉、城 

らとともに、次の日本代表を背負 

う選手であることはまちがいない。. 

悲願のW杯出場へ向けて、彼にか 

かる期待は大きいのだ。日本サツ 

カーのカギをにぎる男 ''テル"を 

みんなで応援しよう。 



〒103東京都中央区日本橋浜町3-42-3 
ソフトバンク株式会社 
Theスーパーファミコン編集部BANK SYSTEM係 

このジグソーパズル比あと1ピ 
ースで完成します。それはこのう 
ちどのピースかな？ の記 
号て答え*t ください。 

(出題とイラスト/桜井一） 

今月のしめきり 9月1B日©必着 

9月1B日号の 
答え 

フガチ 

お名前 

生年月日 

19 年月日生 

ご住所 

ma 
iR 

TEL ( ) 

希望 
ブレゼント 番! I 
同封 
のバンク数 

BANK SYSTEM ❿ 
BANNK SYSTEMとは 

BANK SYSTEMS BANKを集 

めると142ページにあるプレゼント 

がもらえちゃうコーナーだ。もち 

ろん、li号ついてくるBANKだけ 

ではなかなか希望するプレゼント 

はもらえない。そこで、下のボー 

ナスパズルに挑戦しよう。 

ポーナスパズルに答えると、正 

^のなかから30«に300BANK 

をプレゼント。応募のさいは、かな 

らず10BANKと応募券（クイズの 

答え、名前、生年月日、住所、TEL 

を記入したもの）を官製ハガキに 

はって、下のあて先まで送ってね0 

BANKカヾ集まったら 
142ページにあるプレゼントのな 

かで希望する商品に必要な数だけ 

BANKがたまったら、応募券に名 

前、生年月日' 住所、TEL、希望プ 

レゼント番号と商品名' いつしよ 

に送るBANK数を85入して、集め 

たBANKといっしよに封筒に入れ 

て送ってほしい。プレゼントの発 

送はBANKが編集部に届いてから、 

多少時間がかかることがあります。 

7月8日号 
ボーナスパ;〇レ 当選者発表 

おめでとう、下の30名に300 
BANKを送るよ。もしここに載つ 
てからI力月以上たってもBANK 
が届かないときは編集部まで產 

北海道•牛山雄気 
青森県•草場明美 
宮城県•奥富美砂子 
秋田県•石渡裕佳里 
福島県•奥野義一 
茨木県•漓水雅之 
群馬県•島野正克 
埼玉県•井上哲也 
千葉県•森野弘造 
東京都•山本尚弘 

神奈川県•小沢完治 
富山県•高野竜也 
石川県•信夫聪 
山梨県•米山洋平 
長野県•村畸絵美 
静岡県•和泉真希 
愛知県•竹村和美 
三重県•柳村徳子 
京都府•米川久和 
大阪府•玉田正晴 

兵庫県•網田宏昭 
和歌山県•港広良 
鳥取県•緒方美香 
徳島県•小林祥幸 
香川県•間島寿光 
高知県•原明典 
福岡県•鈴木昌紀 
長崎県•竹野里絵 
宮崎県•山下有香 
鹿児島県•菊地秀正 

•下の応募券および丨0BANKのはいって 
いないものは無効となります。 ださい。 

引委員会の指導によりBANKに•末尾のアルファベットも含めて同じ番 
.  号喊はI枚のてす。 

注 
杳 •公引 
風限が 、ます。有効期限のす^ 

応募 券 
あて先 
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BANKSYSTEMPRESENTS 

li 
200bank 

o< 

m 

0第よtア 

700BANK 

ムニfj?卜 

f 

❹ 
鋭意I! 
製作中$ 

❼ 
mm 
製作中!; 

? 

© 
銳意 
製作中4 

〇 

鋭意？! 
製作中社 

450BANK __ 600BANK 

UM 
--_lETSTSlfyiffTfH- 
800ban 

' M 

51 0 
f NOW PRINTING 

1，500bank 

11 

❿ 

物 

3,000bank 

❿ 

'(な 

1，000BANK 

! 0 

： 

6,000bank 

0 

'rぐ 

•技子みソフトまだ発売されていないものを希望することはできません 
•ス^ソフトは送付までにかなり時間がかかります。 
•お好みソフトによっては入手不可能なものもありますので、ご了承ください。 

THE SUPER FAMICOM 

10BANK 
THE SUPER FAMICOM 

10BANK 
⑥ @ 



応募方法 
tじこみのアンケート/、ガキに嘉 
聖商品のアルファぺット記号と商 
品名を書いて、切手をはって送っ 
てください。そのとき、かならず 
住所、氏名、TELを書いてくださ 
ぃ。言欲暴Mが科^な場合はi 
ことなります。ゲームソフト希望 
の場合はソフト名もわすれずに書 

ス-パ-ストリ-トファイタ-1チャンピオンシップM 
% mJL, || h f^<7\ B、Cとも非売品/提供：カプコン 

〇夕7TルC3名）8 _に_1で行ゎれたス 
ーパーストリートフアイ >ター!！ 
チャンピオンシ^プ’9 4(7)特製グ 
ッズ。キミの成績はどうだった？ 

❻謐ック 

©「夕しクシード』テレカ（5名) 

©LOUテレカ（3名） 

〇「ゼロヨンチャンブRRjステッカー 
nn又、 人気はますます上昇中のゼロヨンチヤンプ。編集部ナ 

1994年No.l2(7月8日号） 

読者プレゼント当選者発表 
(敬称略） 
お好みスーファミソフト 
岩手県•玉田英里奈、宮城県•佐 
藤利香、茨城県•市原和秀、栃木 
県•望月淳、群馬県•根岸久美子、 
群馬県•吉江清之、埼玉県•古川 
幸宏、埼玉県•増子絵美子、千葉 
県•高田和登、千葉県•安藤優、 
東京都•大山慎一郎、東京都•林 
佳規、神奈川県•木内義治、静岡 
県•岸信久、静岡県•小野雄気、岐 

阜県•赤池康宏、愛知県•涌井博 
之、愛知県•渡部進、滋賀県•吉田 
傑、滋賀県•島田智章、大阪府•西 
村綾子、大阪府•浅井さやか、兵 
庫県•澤館孝則、兵庫県•阪東一 
貴、和歌山県•矢田静香、鳥取県• 
相馬武夫、山口県•野林美砂子、 
徳島県•佐籐大喜、福岡県•佐藤 
文彦、大分県•山田誠 

▼ 
「笑っていいとも/ 
タモリンピック」ソフトSテレカ 
埼玉県•加藤貴、東京都•松本昌 
俊、長野県•恩田正則 

「スーパーテトリス2 + 
ボンブリス限定版」ソフト 

福井県•松田ミヨシ、愛知県•山 
崎幸枝、山口県•宇田川英之 

▼ 
「ドリフトキング土屋圭市a坂東 
正明首都高パトル’94」キーホルダー 
北海道•森和広、埼玉県•雪上裕 
之、静岡県•志波繁民、兵庫県• 
須藤孝之、大阪府•吉沢幸枝、長 
野県•阿部裕男 （ほか24名） 

▼ 
「バトルZEQUE伝j特製下じき 

茨城県•松坂広太、栃木県•新出 
智男、埼玉県•荒川英二、千葉県• 
武石恒志、東京都•松原勇次、神 
奈川県•浅野達夫、愛知県•国師 
大輔、京都府•佐野哲平、大阪府* 
深井政史、愛媛県•外村陽 

(発売中のものにかんしては商品の 
発送は10〜11月中に行います。な 
お、現在ゲームソフトは都合上、 
希望数のスムーズな入手が困難な 
状況ですので、少々お時間がかか 
ります。ご迷惑をおかけしており 
ますが、ご了承ください〇) 

応募上の注意〜かならずアンケートハガキを使い、商品番号と商品名（SFCソフトの場合はソフト名）を明記してください0 
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FRI 
Theスーパーファミコン9 /16号発売 
•ライブ•ァ•ライブ(RPG) 

3 

SAT 
田沼意次、大名となる(1758) 

丁 
SUN 

スタルヒン、300勝(1955) 

5 

MON 
金田、三振奪取世界新(1962) 

6 

TUE 
平城上皇、旧京に復するよう命ず（810) 

7 

WED 
信長、義昭を擁し京に向かう（1568) 

~8T 
THU 

元号を明治と定める（1868) 

9 

FRI 

重用の宴で菊酒を飲む（685) 
•チョップリフター■ 
(ACT) •ザ.ファイヤーメン（ACT) 

Ho~ 
SAT 

カラーテレビ放送開始(1960) 

11 

SUN 
岩宿遗跡の発掘(1949) 

~^2T 
MON 

新橋•横浜間に鉄道走る(1872) 

TUE 
千利休、京都で茶会を催す(1537) 

了 
WED 

『二十四の瞳』封切り（1954) 

THU 
関ヶ原の戦い(1600) 
參スパニクスター（ACT) 

16 

FRI 
Theスーパーファミコン9 /30号発売 
•リーデイングジョッキー（ACT) 
•おでかけレスタ〜れれれのれ（ACT)參実戦/パチスロ必勝法2 (TAB) 
籲上海HI (PU2) 

次号は9月16日（金)発売 
特集ゲーム業界戦国時代〜ザ•対決/ 

任天堂Vsセガ、プレイステーションVsセガサターンなど、ゲーム業界をにぎわして 

いる興味津々なテーマを斬る/ 

特別付録「サムライスピリッツjスーパーガイド 
タカラから発売される人気格闘アクションの攻略ブック/ 

ドラゴンクエストVI、エストボリス伝記n、ライブ.ア•ライブ、MOTHERS'龍 

虎の拳2、ヘラクレスの栄光iv、レナスnほか最新ソフト情報満載/ 

S質問テレフォン 
03-5642-8186 
月曜日〜金曜日の午後4時~6時 
質問テレフォンは、本誌の内容にかんするものに限ります。 
ゲームのヒントはお答えしません。 

事関連の原稿を書ける人のでき 
る人を_しています。 
【資格】（ライター希望者）18歳1U±で東京近 
郊在住で、ある程度文章力のある人0 

希望者)体力に自信のあ态人〇 
【応募要項】ゲームにかんする感想や批評(テ 
—マ自由）を40脖以内にまとめて、履歴書 
といっしょに^^してください。採用の場 
合はごMします。1力月たってもMが 
ない場合次不採用と了解してください。 

STAFF 
•編集長 
川口洋司 
•副編集長 
福田信之北村州識 
參編集スタッフ 
倉持亮一三枝昭太 

=中島毅 
k星野彩子 

伊藤保幸^ 
蠢辺一弘i 

小林義人 
^ターズ•クラこ 

I児玉！!一痍ちのD 
5力 
i櫛田理子杉澤英樹 

I山岡去男 
:島津康彦 
辺森田博昭 
^鹿島美香 

:大屋哲男岩瀬陽一 

-中元正敏八重樫彩蔵 

朝日幸嗣小林 
(ケイライター: 
藤森英明野安幸男稲元徹也 
畠山欣文 
(ターニングポインツ） 
石埜三千穂(ヘッドルーム） 
中野清久(キューズ） 
市川和久吉野さくら倉持征木 
(プロスベック） 
エストール 
•編集アシスタント 
猪苗代憲！j 
籲編集協力 
作山哲広r 
折原光治しらさぎ凱山岡去男 
斉藤由起子小林仁I 
渋谷洋一MASA田辺3 
高橋実弥子斉藤郁子月 
マツダきやろる本澤f 
遠藤栄昭高橋剛 
•レイアウト 
渡辺縁ゆみ八ウス 
ギャングランド土井野修清 
エストール渡部玉美 
藤田正菅原弘美(プロスペック）, 
籲フォトグラフ 
鬼頭栄次： 
•イラスト 
桜井 
薄川安3 
B.MAI 
•校正グルナプごじらアレフ 
•写植CTSテーマ東s 

こ日本印刷株式会 參印刷i 

Special 

J株式会社， 

3cia( Thanks: 
ELECTRONIC GAMING 
MONTH い^. 
電視遊楽雑誌， 
SUPERPOWER. • 
GAMEFAN MAGAZINE . 



I発売鲁定価3901光g 
―.v i巨匠、新銳、大集合.グ-•< 

P電話でRPGができる/ 

テレラォ承ム‘ サイコーナノサ サンサンマルマル 

^03-3573-3300^ 4 
8 29~9 28まで実施中/ 



クリークト/ドリームスタッフ 株式；E社カロッツ 
1994 CARROZZERIA JAPAN フフSココ_は任天_の商標です。 亍103東京都中央区日本橋浜町卜6_8 T 

世界征服-&たく、rむ、「悪£?■)秘密結社」め執拗な挑戦に 

サイnと^イスケは勝つことが-Tき3か? 

熱いマジ-P/LダイスバトILは 

知力を賭けた"善"と〃悪"とC7S知恵くらべだ/ 

2ブしィや1T相手它攻撃しながら、ゲームが楽しMます。 

I難易度選択 

テゥニッゥに合わせT、ブラゥティスモード、しべルー、 
しペル5'しぺル1〇め4つめ中から選択でキ、ます0 
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1994年9月16日発行(隔週金曜日発行）第5卷第16号通巻88号 
発行ソフトバンク株式会社出版事業部 
発行人•橋本五郎編集人•稲葉俊夫 
亍103東京都中央区日本橋浜町3-42-3 
電話営業03*5642*8100編集03*5642*8126 

更京支店 TEL. .03) 5820-2251 

11111111111111111! 

知恵と勇気と遊び心の 
大冒険活劇RPGrマザー2」、いよいよ完成！ 
ゲームファンの心に残る名作“ MOTHER”の最後の強敵ギーグが、逆襲を開 
始しました。この宇宙最大の破壊者から、あなたは美しい地球を守るこ各がで 
きるでしょうか…。現代を舞台にした大冒険活劇RPG“MOTHER2ギーグ 
の逆襲”糸井重里とそのチームが贈る、今までにない楽しさがいっぱいです。 8月27日(土)発売予定 

■Wmm 
メーカー希望小売価格 

9,800円(税別） 

：•東京(03)3540-9昍9大阪(06)210-9999京都(075)525-3444名古屋®脚大3000岡山(086)255-E130_札幌(01D612-4144 

VAfuywuzr sacIBBa好評！(なぜ•なにf第5弾はギヨ—カイヨーゴ編= 

Printed in Japan T1024173090438 雑誌24173-9/16 ig|^{ 


