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STORY
一一A.D2030年 6彼らiま羊釉だつた亀銀に、美熱農盤を簡名して桑

た。彼らとは「MttGA LOAD MASTERS」 。当らの莉寧男||

より:その身を蕪気豊のメカで箇め、島課霊の霧機生寄株の採穀を

筆る磐たちである。その最撃男は経揃碕で、島採のどの箇の曇曇カ

も歯が立たず、ただ滅亡を待つのみのようにおもわれた。

しかし、まだ希望を捨てない男がいた。チヤールズ・ K・ 竹田、

彼はあたかもこの日が来るのを予知 していたかのように大西洋の孤

島へ家族、そ して数人の友人たちと移り住み、「ブラスターシステム」

の開発を進めていたのだ。ブラスターシステムとは、人間の持つ特

殊な藉簿濃を層幡させ、錫貰の完桑を占鵠に操ることを苛能にする

システムである。これによつて、物質の移転や空間の破砕など、さ

まざまな超現象を可能にするのだ。

そして今、ブラスターシステムを搭載した 2機のスーパーマシン

「ブラスター 1」 と「ブラスター 2」 は完成した。それぞれに竹田

の特殊な訓練を受けた娘、息子が乗り込み、MLM_を 倒すべく、巨

大空母「プラスターベース」から発進する……。

7

4欄輻 蝠 躙 躙 蒻 躙 靱 蒻 聰 魃 輻 鵬‖隕 輻 輻 輻 輻 躙 鰤 輻 蒻 輻 躙 揚
5



このゲーム{湊 5、たり用です。本体のコントロール端子 1(CON丁 目OL

l)とコントロール端子 2(CONTROL2)に コントロールパッ

ドを接続して下さい。スター トボタンを押すとタイ トル画面が表宗

さ れ ま す。タ イ トル 画 面 の メ ニ ュ ー で、 l PLAYE日 、 2

PLAYER、 TWIN SttT UP、 OPT10Nの いずれかを、方向

キーでカソールを動かすことによって選択 し、スター トボタンで決

定してください。

l PLAYER 娘、ホリィの乗り

込む「ブラスター 1」 を操作 します。

2PLAYER 息子、マイクの乗

り込む「ブラスター 2」 を操作 しま

す。

TWiN SET UP 「ブラスター

1」 と 「ブラスター 2」 のふたり

同時ブレイです。

OPT10N クレジットの数や残機数などを設定できるコマンドて

す。詳しくはP7「オプシヨンモード」を参照してください。

スタートボタン

自機を 8方 向に移動

ゲームスター ト、ポーズ

押し続けるとエネルギーを貯めることができます。

ボタンを離すと、ブラスターフラッシユが放出されます。

ノーマルショットを発射します。

オプションモード

ゲームの設定を変えることができます。方向キーの上下で頂口を選

び、左岩で高蓉の愛量を行なつてください。

OAME LEVEL

難易度を選択できます。巨ASY

(や さ しい)、 NORMAL(普 通 )、

HARD(や や難 しい)、 HA日―

DES丁 (難 しい)の 4段階の中か

ら自分に合つた難易度を選んでく

ださい。

PLAYER STOCK

ゲームスター ト時の残機を 3～ 6機の間で設定できます。

CREDiT

クレジットの数を 3～ 6の FB5で 設定できます。これによってコンテ

ィニューできる回数が決まってくるので注意してください。

SOUND TEST

ゲーム中の効果音を聞くことができます。

MUSIC TEST

ゲーム中のBGMを 聞くことができます。

EXlT

スター ト画面に戻 ります。

が めス′

競̈一離

職ンテイニ鼠…画面の操作
自機が全滅するとコンテイニユ

ー画面になります。コンテイニ

ュー したい時にはカウント内に

スター トボタンを押 してくださ

い。カウントが終了すると、タ

イ トル画面に戻ります。
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爾画の斃欝
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このゲームはふたりで同時

に遊ぶことができます。タイ

トル画 面 でTWIN S巨 丁

∪Pを選び、コントロールパ

ッドを端子 1、 2にそれぞ

れ接続 してください。ふた

り同時プレイだと、協力し

なから敵を倒す楽 しみや、

アイテムを奪い合う楽しみができて、遊び方も 2倍 に増えます。コ

ンティニューも、クレジットがある限りはどちらでも可能です。

警―‐・1■ 砕

フレイヤーには、ノーマルショットやアイテムによる特殊武器のほ

かにも、もうひとつの武器があ ります。それは、フラスターフラッ

シュ。Aま たはCボタンを押 し

続けるとエネルギーを充填 し、

離した瞬間画面中の敵にある程

度のタメージを与えるものです。

t'コ 程度なら一発でやっつけら

れますし、使い方によってはと

ても頼 りになる武器です。ただ、

エネルギーの充填中から発射す

る llar句 ょで、ノーマルショット

は使え /1イ な llますので注意 し

てください
`

lPエネルギー

ゲージ

lP残機数

lPス コア

スコア

エネルギーゲージ

残機数

2Pエネルキー

ゲージ

2Pス コア

2P残機数
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アイテム

アイテムキャリアーを破壊すると、パワーアップアイテムが出現 し

ます。 1機のアイテムキャリアーからは、一度に 5個のアイテムが

同時に出現 しますので、その時その時にあつたアイテムを選んで取

ってください。

ノーマルショットのパワーをアップするア

イテムです。取り続けることにより、最高

9段階までパワーアツプします。が、やら

れるとまた l段階に戻ってしまいます。

自機の上下にひとつずつオプションがつく

アイテムです。オプションからもショット

が出るので、攻撃の幅が広くなります。

占機の上下にシール ドがつくアイテムです。

敵の弾はもちろん、ある程度の敵ならシー

ル ドに接触させるだけでこわすこともでき

ます。

Ю               ‖



占機から、尚蒔|こ 6号尚の揮が実窮され奉

す。いろんな方向から敵が出現するエリア

などで使うと便利なアイテムですo

占機から発射され、敵に向かつて飛んでい

くミサイルです。誘導ミサイルlに比べ、

歳男は多歩老ちますが、芳商性に優れてい

ます。

占機より諭号間にいる議に高かつて素んで

いくミサイルです。貫通 1生があるので、ザ

コがならんで出てくるような時に使うと、

より有効です。

自機の後方 (斜め上と斜め後ろ)に ショッ

トが発射されるアイテムです。後ろから来

る敵が多い時などに有効です。



エリア紹介
自機の後ろに砲台がつくアイテムです。こ

の砲台はそれ自身が360度 にくるくると回り

ながら弾を吐きだ します。

SEASIDE
FRONT

これを取ると、その場ですぐに、ひとつに

つき500点のボーナス得点が得られます。 緻膠楊爾
MACHANIZED
CAVE
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てき      しょうかい

敵キャラ紹介

▲コルトカーハ

880Pts

▲ガトリンク・マシーン

1200Pts

▲エックフライヤー

100Pts、

>スワーム

980Pts

▲モビルキャノン

1230Pts

▲スピツトファネル

100～ 130Pts

▲リリカルバック

220Pts

▲ガンデッチー

500Pts

▲バックフアイア

490Pts

▲コインコ

1000Pts

▲オセッラ

100～ 150Pts

▲ソラリン

360Pts

▲ユンカー

300～ 500Pts

▲ブランチヤー

300～ 500PtS

▲ヘルボマー

l110Pts

▲フラッドレー

1280Pts
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これがブラスター 19 2だ !

Wldth12,744m

Widthi3.536m

戯

し よ ,じ ょつ

使用上のご注意

カートリッジは精密機器ですので、とくに注意してください。

電源 OFFを まず確認 /
カー トリッジを抜き差しするときは、必ず、本体のパワース

イッチをOFFに しておいてください。パワースィッチをONに

したまま無理に、カー トリッジを抜き差しすると、故障の原

因になります。

カートリッジはデリケート
カー トリッジに強いショックを与えないでください。ぶつけ

たり、磨んだりするのは厳禁です。また、分解は落持にしな
いでください。
たん じ ぶ     ふ

端子部には触れないで
カー トリッジの端子に角虫れたり、水で需らしたりすると、故

鷹の原薗になりますので

'楽

してくださぃ。

燥警場競に挫量して
カー トリッジを楳讐するときは、極端に写いところや業いと

ころを避けてください。直射日光の当たるところやス トーブ

の近 く、湿気の多いところなども厳禁です。
やくひん  つか    ふ

薬品を使って拭かないで
カー トリッジの汚れを拭 くときに、シンナーやベンジンなど

の薬品を使わないでください。
あそ

ゲームで遊ぶ とき は

長い時間ゲームをしていると、ロカ渡 れます。ゲームで遊 .ゝ
ヽ

ときは健康のため、1時間ごとに10分～20分の休憩をとって

ください。また、テレ輌 からなるべく離れてゲームをし

てください.

も
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