


このたびはコナミの「VAMPiRE KILLER」 をお買い上

げいただきまして、誠にありがとうこざいます。プレイされる

前にこの説明書をお読みいただきますと、よリー層楽しく遊ベ

ます。正しい使用法でこ愛用ください。なお、この説明書は

再発行いたしませんので、大切に保管してください。
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謹 告
「バンバイアキラーJは弊社 (コナミ)が 独 自に開発したオリジナル商品であり著作権、エ

業所有権、その他の諸権利はコナミ株式会社が所有しております.

WARNING
VAMPIRE KILLER Is an or g nal game deve oped by KONAMI CO,LTD

KONAMI CO,LTD reserved a‖ the copyr ghts.trademarks and oJ〕 er ndustr al

property r ghts wth respect to th s game
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ステージ紹介

アイテム&武器

キヤラクター紹介
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遊び方 ―

コントtコ ールパッドの使い方 …P.

画面の見方

ゲームの始め方

操 f乍方法



プレイヤーを操作して、議を倒しながら進んでいき、各ステ

ージにいるボス議を倒すとステージクリアとなります。

プレイヤーは使用する武器がそれぞれ異なるジョニーとエリ

ックのどちらかを越びます。

プレイヤーはダメージを受けるとライフが減り、なくなると

残リプレイヤー数が 1つ減ります。

残リプレイヤー数がすべてなくなるとゲームオーバーになり

ます。ゲームオーバー後にコンティニューを選ぶと、そのス

テージの途中からブレイが続けられます。この蒔、ジュエル

数、武器のレベルアップ、攻撃アイテムは物廟化されます

(EASYレベルのみ、ジュエル数は半分残ります)。 コンテ

ィニュー回数は難易度により異なります。

ゲーム中にでてくるアイテムをとると、ライフの回覆や特妹

攻撃ができます。

ボス霰を倒すと、上空からrマジツク・クリスタル」が落ち

てきます。これをとるとステージクリアとなり、ライフが完

全箇覆します。

このゲームは、1人用です。本体のコントロール端子1に

コントロールバッドを接続してください。

Xボタン

Yボタン

zボタン

芳尚ボタン

スタートボタン

警泉果繰黒
方向ボタン…ブレイヤーの移動 モードの選択

←→ 最岩の移動

全 階段を登る

↓ 階段を薩りる しやがむ
スタート……ゲームスタート モードの決定ボタン ゲーム中は

ボタン  ポ_ズ (静止歯昔)

Aボタン……武器による攻撃 モードの決定

Bボタン……・ジヤンプ

Cボタン……攻撃アイテムによる攻撃

※オプション画面で、ボタン設定を菱量できます。X、 Y、 Zボ

タンは使用しません。



プレイヤーLIFEメ ーター ジュエル数

最撃万私

タイトル画面でスタートボタンを押すと、モード選択画面に

移ります。方向ボタンの上下で選び、スタートボタンで決

定します。

START… ………… ゲームスタート

PASSWORD… … パスワード入力後、ゲームの途中から

スタート

OPT:ONS… ………オプション画面に移る

「START」 を選ぶと、プレイヤー選択画面に移ります。

方尚ボタンでジョニーかエリックかのどちらかを選び、Aボ

タンまたはスタートボタンで決定します。

現在プレイしている

ステージ数とセクション

数が表示されます。

残リプレイヤー数ボスLIFEメーター

ボス敲との対義蒔に、

そのボス敵のLIFE

が表示されます。



警パスワード
「PASSWORD」 を選ぶとパスワード入力画面に移ります。パ

スワードを入力すると、前回終了時のステージから始められます。

パスワードが簡通つてぃるとゲームはスタートできません。パスワ

ードは、ゲームオーバー後に「END」 を選ぶと表示されます。

●パスワードの入力

Cボタンで選択檎のアイテムを選ぶ。Aボタンで入力。Bボタ

ンでキャンセル.パスワード入力後:スタートボタンで決走。

ゲームレベルが「EASY」 の再のみ、パスワード入力後にブレ

イヤー選択歯諭に移り、プレイヤーを養量することができます。

Aボタンを押しながらスタートボタンを轟すと、モード選択歯首に

戻ります。

警升フション占諭
rOPT10NS」を選ぶとオプション画面に移ります。ゲームの難

易農などの養量や、BGMなどを聞くことができます。方向ボタ

ンの上下で項目を選び、左右で変更します。スタートボタンでモ

ード選択歯論に戻ります。

GAME LEVEL(難 易農)… EASY(易しい)

NORMAL(普通)

PLAYERS(プレイヤー数)― 議失5人まで変更できる

CONTROL(ボタン設定)… コントロールバッドのボタン設定

を変更できる

BGM(音楽),SE(効 果音)… Aボタンで聞くことができる

Bボタンで中止する

OU!CK DttMO… ………… D!SPLAY(デモ画面あり)

SKIP(デモ画面なし)



ジョニー・モリス
ムチによる攻撃

永華号間………………………・……:… …………Aボタン

約め王…………… (ジキンプ革)Aボタン十芳間ボタン釜

員十…………………(ジャンプ中)Aボタン十方向ボタン下

ニリツク0り カード
スピア (槍)による攻撃

永羊号尚…………………………………………Aボタン

約め上…………・…………Aボタン+方向ボタン斜め上

貴十…………………(ジヤンプ準)Aボタン+号尚ボタン十

振り回し…………………Aボタン押したまま十万尚ボタン

スピア・ハイジャンプ
(通常の約3倍のジヤンプができる。)
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方向ボタン下を押し続けると、

エリックが点滅してハイジヤンプ

可能となり、 Bボタンを押すと

真上にハイジヤンプします。A

イジャンプ上昇甲は蕪議で、議

に体当たりするとダメージを与え

ます。

士
□―プフックによる移動

ジャンプ中に斜め上にムチを振り、天丼に突き刺すとローフフック

になります。ムチは通常、プロックの天丼にのみ突き刺すことがで

きます。Aボタンを押している間は、天丼にぶら下がつています。

ただし、体が壁などに触れると

ロープは外れます。ロープフツク

移動串は蕪霰で、敵に体当たり

するとダメージを与えます。武

器や攻撃アイテムによる攻撃は

できません。

ロープを伸ばす

…方向ボタン下

ロープを縮める

…芳尚ポラン正
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美われた垂め失雌「ラトランテイス」

が突如エーゲ海に現れる。
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ジュエル数が r¬ 」

増える

ライフメーターが半

券箇覆する

瞼表患
プレイヤーにより使用する武器が異なります。ジョニーはムチ、エ

リックはスピアを操り議を倒します。武器は紋章をとると、レベル

アップします。

レベル4(叢撮レベル)の話にダメージを受けるとレベル3に撲

ります。

はアイテム
ロウソクなどを壊すとアイテムがでます。

アイテムは触れるととれます。ロウソクは次の2糧liiです。

t⊇ ウソク(末 t:)

攻撃アイテムが入うている

ロウソク1率Ct｀ )

アイテムの単身は不定

ム  チ スピア(槍 )

レベル 1 皮のムチ 短いスピア

レベル2 讃ムチ(難い) 長いスピア

レベル3 嶺ムチ(農い) 農ぃスピァ(圭っ支)

レベリレ4 波動ムチ 人奥義像稽



攻撃アイテム
最墨ラィテムは茨の3憧 lliです。

攻撃アイテムはボタン操作とジュエル数で、議に与えるダメージ

が異なります。

レベル3の攻撃アイテムは、すべて究糧の攻撃アイテムに養化し

ます。究極の攻撃アイテムは、武器が最強レベルでジュエル数が

8以上ある蒔に変化し、この条件を満たさないと崖用できません。

プレイヤーにより、究極の攻撃アイテムは異なります。

中究極の攻撃アイテム

ジョニ… …水 龍

エリック…曇電機

(画面中を渦暮が暴れて畿にダメージを

与える)

燥数の電桑がりt芳に素ぶ)

●

ボタン操fl
消費

ジュエル

レベル 1 1

4

8レベル3

モリス家に伝わる妖簸「バンパ

イアキラー」を用い、バンノヽイ

アハンターとして活躍している。

ニリツク・りカード

芸術を整する青年であったが、
エリザベートによって恋人を吸

血鬼にされ、バンパイアハンタ

ーとして目覚め妖繕rァルカー

ド・スピア」を手に復讐を番う。

一陣基た



二リザベート・り■―トリー

300年前に処荊されるが、再び

撹機に逃らた女帳h鬼。ドラキ

ュラ橋欝覆浩の議式のしヽナI玖

を得るためそして人間たちへの

覆讐芯からヨーロッパを戦争ヘ

と導く。

ドt⊇テア・ツェンテス

エリザベートの下僕にして、魔

女である製の老婆。魔物たちを

操り、バンパイア八ンターたち

の行く手を阻む。

ドラキユラ危壽

キンシー。モリスとの死闘口敗れ

灰とイヒしたが、新たなるお休を
求めて怨念だけは地上に残る。




