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このたびはメガドライブカートリッジ

「ベア・ナックルⅢ」をお買い上げい

ただき、誠にありがとうこざいました。

ゲームを始める前にこの取扱説明書

をお読みいただきますと、より楽しく

遊ぶことができます。
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魔の原子、
死者3万人、

7月 4日 午後 2時、ウッド

オークシティー中央行政セン

ター内でラクシンが爆発。半

径 3キ ロ以内の地域が放射能

で汚染され、推定で死者 3万

人、負傷者 8万人の大惨事が

起きた。その放射能は 1週間

は持続され、救助活動もまま

ならず被害はさらに拡大する

と見られている。

警察庁特捜部によると、ラ

クシンがシンジケー トと深い

つながりがあるキリー研究所

から流出していたことが判明。そのラクシ

ンが今回の爆破事件に使用されたと見てい

る。また、犯人グループはいまだ特定でき

ずにいるが、シンジケー トを洗い出し、一

刻も早く事件を究明しようとしている。

ラクシンとは、最近キリー研究所のギル

バー ト博士によって発見された原子番号

122の 原子で、中性子と反応させると崩壊

を起こし、その際に莫大な放射能を放出す

る。その量は、ラクシン001ミ リグラムで

100万 人を優に越える致死量である。

ラクシン爆発/
.S、  しょう しゃ まん にん

負傷者8万人の大惨事″
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このゲームは1～2人用です。2人で遊ぶときは別売のパ

ッドをお買い求めください。

CONttROL2

lPバッド 2Pバ ツド

(ブ レイヤー2) (ブ レイヤー2)

そ う

■ゲームスタート タイトル画面

タイトル画面でスタート

ボタンを押すとセレクト画

面に変わります。

方向ボタン▲▼で

モードを選び、A・ C
またはスタートボタン

を押してください。

]PLAYER
ストーリーモード(1人プレイ)。 ―…………→]lページ

2PLAYERS
ストーリーモード(2人同時プレイ)。

-11ペ
ージ

OPT:ON
オプション画面に変わります。       10ペ ージ

BA丁丁LE
プレイヤー同士の対戦モードです。一―――→14ページ

■基本操作

ゲームスタート/モードなどの決定

ゲーム中はポーズ(一時停止)

ジャンプ/モードなどの決定

3`呉τK:ど瑳麓ξ[テ『量ittF3を薄蔀Z曇稚署:こ
さ貢Eと集謬ダ更ごウボタンの標作は、オプション凸首で養

更できます。(→ 10ページ)

プレイヤーの移動/モードなどを選ぶ

ヽ 2 PLAYERS
と BATTLEは 、

2Pパッドを接続

していないと選ベ

ません。

,..|′‐i ti‐,… ‐..■ Iを t議‐1
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セレク ト画面

スタートボタン

X・ YoZボタン



■プレイヤーセレクト
操作するプレイヤーを方向

ボタンく卜で選び、A・ Cま
たはスタートボタンを押して

重五喜城f;(ザfl讐瞥肇な。

■オプション画面
ゲ3会の

設楚などを変えられます。方向ボタン▲▼で変更
する項目を選び、▲▼またはBoc■日□国壼□目■■醒
ボタンで変えます。

LEVEL。………ゲームの難易度を

巨ASY～∨巨RY HARDま で

の4段階に設定。

PLAYttRS・ ゲ̈ームスタート時

のプレイヤー数。

A～Cボタン  I  X～Zボタン

SPECIAL:態 顆摂  l sPECIAL:晟 震態頼

A丁丁ACK:最 輩 。   l sttRIES:Bボ タンの

茂震態顆 |       タメ最撃
」∪MP:ジヤンプ   I BACK:渓労最撃

巨×IT…A～Cボタンを押すとセレクト画面にもどります。

ヽスタートボタンを押せば、いつでもセレクト画面にもどり

シンジケートの陰謀を阻止するため、いくつかのエリアか

らなる全7ステージを戦い進みます。
が めん    み かた

■画面の見方

①操作しているプレイヤー

②プレイヤーのライフメーター

③スコア

④残リプレイヤー数 プレイヤーのライフがなくなると1人

ずつ減っていき、0のときに倒れるとゲームオーバー。

⑤チャージメーター プレイヤーの “気"の量を表示。

⑥撹在、格簡革の議のライフメーター 謡男な霰は島災男が
あり、予備のライフ (数字で表示)を持っていることがあ

ります。その場合、ライフメーターが青く表示されます。

⑦撹在の茂農急頼 茂震農が☆の頭で製宗されます。

2人同時プレイ

の時に表示

;:砒H::i:嬰詣匁」負彙碁
CONttROL… A～Cボタン、×～Zボタンの操作を変更す

ることができます。

ます。



■ラウンドクリア
ラウンドをクリア

すると、ボーナス点

が加算されライフが

全回復します。

■lUP
スコアが5万点・ 10万点になると残リプレイヤーが l

人増え、以降、10万点とることに l人ずつ増えます。

■2P側の途中参カロ
l人プレイ中に次の表宗が出ていれば、プレィヤー2

の途中参加ができます。(2Pパッドをあらかじめ接続し

てあるときのみ表宗されます。)

プレイヤーを選ぶ

2Pパッドのスタートボタンを押し、方向ボタンく>
で操作するプレイヤーを選んでCボタンを押してくださ

い。

■ゲLムオTバー&コンティニュー
残リプレイヤー数が0のとき倒れると次の表宗が出ます。

方向ボタン▲▼で選び、Cボタンを押してください。

クレジット

プレイヤーを選ぶ

CONTINUE:倒 れたところから続けてプレイします。

方向ボタンく>で操作するプレイヤーを選び、Cボタ

ンを轟してくださぃ。コンテイニユーはクレジットの
数だけできます。

GAME O∨ 巨R11人 プレイのときはゲーム終了。

2人同時プレイのときは、残つているもう 1人のプレ

イヤーがそのままゲームを続けます。

■ネームエントリー
ゲームオーバーになつたときスコアが10位以内だと、

ネームエントリーができます。

右の表示のとき方向ボ

タン▲▼で文字を選

び、Cボタンで決定。

Bボタンで l文字前にもどります。

3文字すべて入力するか、巨D(エンドマーク)が出ている

ときにCボタンを押すと、ネームエントリーは終了します。



セレクト画面でBA丁丁LEを選ぶと、プレイヤー同士

の対戦ができます。

■ゲームの始め方
①右の画面のとき、

それぞれのパッド

の方向ボタンく

>でプレイヤー

を選び、A,Cま
たはスタートボタ

ンを押してくださ

い 。

キャンセルはBボタンです。     .
(プレイヤーを選ばずにBボタンを押すと、セレクト画

面にもどります。)

②プレイヤーを決定

すると、ラウンド

表示が現れます。

lPパツドの方向

ボタンく)で対

戦の舞台となるラ

ウンドを選び、A
。Cまたはスタートボタンを押してください。

(Bボタンを押すとプレイヤー選択画面にもどります。)

■対戦のルール
互いに、相手のライフがなくなるまで戦います。3本勝

負の試合で先に2回勝つた方の勝利です。

①操作しているプレイヤー

②ライフメーター

③スコア

④チャージメーター

⑤勝ち数

ヽタイムが0になると勝負は打ち切られ、残リライフの

多い方の勝ちとなります。

幾ヽリライフが同じだつた場合は引き分けとなり、やり
直しになります。



讐プレイヤーの震の操作号疑は、有線の要重贅装を覺てく
ださい。

撃撃設 L蟹」1111詐 笙讐彗11払 くとその議をつかみ

後ろから近づくとはがいじめにする。

ダッシュ :方向ボタントマレ

1,ど蒻 淵 F塁嘗
の倍の速さで移動する。

転がり :方向ボタン▲→▲ (▼→▼)

ジャンプ :Cボタン
敵をつかんでいるとき、または、

EC嵯搭ζ[叢房震暴稀種醤:襲
む。

I,ぜ Fttη拿事「[喬『:[ξ息
やく移動する.

通常政撃 :Bボタン

Bボタンを連打すると連続技を繰り

出す。

着 地 :投げ られたとき に▲ +C
敵に投げ飛ばされたとき、空中にいる

間に方向ボタン▲を押しながらCボ

タンを押すと、ダメージを受けずに着

地できる。

武器を持っているときにBoC
ボタンを同時に押すと、その武

器を投げつける。

はがいじめされたときにC→B
敵にはがいじめにされているとき、Cポ

タンで前方に蹴りを出す。そしてタイミ

ングよくBボタンを押す。

―

　

―

(く →く)

2人同時ブレイの協力技

味方をつかんでいるときや、はがいじめにしていると

きにCボタンを押すと味方を飛びこしてアタツクします。

また、各プレイヤーの投げ技で味方を投げ飛ばして、

敵に体当たりさせることもできます。

Cボタンで飛びこしアタック〃 昧方を投げる〃



材技わ殺』必■ A または >+A(く 十A)
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■武器必殺
>+A(く 十A)、 >→ >+B(く →く+B)
武器を持つているときに必殺技を使うと、その武器特有の

必殺技が出ます。ブレイヤーキャラによつて、武器必殺が出

る武器は違います。

Aボタンで出る武器必殺は

チャージメーターとは関係な

く使え、体力は減りません。

そのかわり、武器が早く消滅

するようになります。

武器を拾うと、その武器の耐久力がライフメーターの下に

表示されます。

武器の耐久カメーター

時間とともにブレイヤーの

気が高まり、その量がチヤー

ジメーターに表示されます。

それが頂点に達してOKサイ

ンが出ると、必殺技を体力を

減らさずに使えます。

気が十分にたまっていな

くても必殺技は使えますが、

少ない気で必殺技を使うほど

体力を多く消耗します。

サ
ミ
ー
の

ス
ピ
ニ
ン
グ
ブ
ラ
ス
タ
ー

め殺必̈“長い成■ >→ レ十日 (く →く+B)

茂震態頼は

'極

昌理冤
`象

男文鷹ピ暫憑笹羅覆τ蓄管墾亀撃
で成長し変化していきます(☆で表宗)。 ただし、プレイヤー
を1人失うと成長必殺は1段階前にもどつてしまいます。

またファイテイングパッド6Bの場合は、Xボタンを使う

コマンド哭場によつて晟震した懲頴摂を豪勒から荏うこと
ができます。(→ コマンドは技一覧表を見てください。)

フアイティングパッド6Bについて
フアイティングパッド6Bを使用する場合、X・ Y・ Zボ

タンで次の操作ができます。

アクセルのドラコンウイング

Xボタン コマンド入力ですべての成長必殺

が最初から使える。

Yボタン Bボタンを一定時間押したままにし

てはなす操作と同様の技を繰り出す。

Zボタン BttCボタン(同時に押す)と同様の

後方攻撃技を繰り出す。
ブレイズの飛翅双斬が…… 昇華双斬破に成長″



ドラム缶などの障害物を破壊すると、

革からアイテムや会鼻が島了≦る勇とが
あります。アイテムまたは武器の上でB
ボ?とをfす

と拾えます。 べっ 。き

王]雪争言累Eじ暑嵩露|:弊]2曇藁2喜覇覇

ラクシン爆破事件を

調査するアクセルたち

は、シンジケー トの研

究所で研究 していた

というザンと名のる男

から、再びラクシンが

しかけられているとい

う情報を得て、その現場に向かつたのだが……。

ラウンド1 ′波止場の戦いノ

倉庫にしかけられたラクシンはシンジケー トの罠だ

った。

敵を蹴散らし、倉庫から脱出だ〃

ラクシンの爆発を

間一髪で食い止め

たアクセルたち。

だが、ほっとした

のもつかの間、敵

の群れが襲いかか

る〃

“闘曝激“

■武器

■
感 勘 ま美れい、革く勧ず加 と標発すれ

波上場の死闘〃

倉庫を脱出したア

クセルたちを待つ

ていたのは、さら

に激しさを増した

敵の追撃だった。

■アイテム

]UP 残リプレイヤー数が1人増える



スラム街で戦いは

続く。そして、か

つてアクセルたち

に破れたはずの強

敵が……。

ラウンド3～高層建築現場の罠
バーには2個目のラクシンはなく、しかもニュースで

将軍誘拐の犯人はアクセルだと報じていた。これは罠

か? K地 区の工事現場に殴り込み、真相を暴け ‖

工事現場の落とし

穴に落ちるとダメ

ージを受けるぞ。

頭上から落ちてく

るドラム缶にも気

をつけろ〃

無敵のブル ドーザ

ーが迫る〃 ブル

ドーザーを攻撃し

て足止めし、その

スキに壁を破壊し

て逃げろ〃

工事中のビルを昇るエレベーター。ビルの屋上でアクセ

ルたちを待ち受けているのは…?

ラウンド2～繁華街舌L舞
シンジケートはいつたい何を企んでいるのか?
ザンの言葉にしたがい、アクセルたちは2個 目のラ

クシン解体に向かう ll

無法地帯と化した

繁華街での戦い。

繁華街にのさばる

シンジケートの手

下どもをひねりつ

ぶせ〃

デイスコの目もくらむ激しい照明の下で繰り広げられる

デス・ダンス〃

デイスコの奥にあ

るバーをめざせ〃



ラ ウ ン ド 4～ 地 下 ル ー ト ヘ の 誘 い

この地下道はシンジケートのアジトヘと通じている

はずだ。トロツコを避けながら突き進め〃

地下道を抜けると、

そこは忍者屋敷の

入口だつた。恐る

べき強敵がアクセ

ルたちの前に立ち

ふさがる。

ラウンド5～潜入ノ敵アジト
地下忍者屋敷を通り抜け、シンジケートのアジトに

潜入だ〃

果たして、奴らの企みをロロきつぶすことができるのか?

敵にばかり気を取

られていると、ト

ロッコにはね飛ば

されてしまうぞ。

線路が振動し始め

たら注意しろ〃

襲いかかる忍者軍

団〃地下忍者屋敷

には、隠された通

路もあるらしい。

いよいよシンジケ

ートのアジトヘ〃

行く手をはばむザ

コどもをロロきのめ

せ〃

目指すアジトの最上階の部屋には……?

ラ ウ ン ド 6～ 毒 ガ ス 迷 路 か ら の 脱 出

毒ガス噴射装置のカウントダウンが始まった。

一刻も早くペトロフ将軍を救出し、アジトから脱出

せよ〃

敵を全滅させ、エ

レベータールーム

の入口を開け〃

時間は 1秒たりと

も無駄にはできな

い。

毒ガスのカウントダウン

タイマーが0になると毒ガスが吹き出し、ア

クセルたちの体力を少しずつ奪っていく。



スイッチをアタッ

クして、エレベー

ターを作動させ

ろ〃

アジトの各フロア

には、いくつもの

小部屋がある。床

を走る電流などの

罠に気をつけろ〃

アジトのどこかにペ トロフ将軍が捕らえられているはず

だ。

行く手をさえぎる

バリアを消すには、

2基のバリア制御

装書を機集しなけ
ればならない。

ラウンド7～ラスト・バトル

将軍を無事救出したか、それとも……?

最後の対決は、もうすぐそこまで迫っている。

死力を尽くしてシンジケートの企みを打ち砕け〃

ガーネット
ネオカオスの一員。女性ながら、

高いジヤンプカとキツクカは男

を凌駕する。

蝙

Ⅷ
爪ず財
ネオカオスの一員。

キl

/′
/´

相手を捕らえるのが得意。



アッシュ
ネオカオスの長。その

精神構造は複雑で、―

度彼を怒らせたら、そ

の相手が死ぬまで暴れ

続ける。

アリンフ
エイジェント

金のためなら何でもやる暗殺集団。

その手回は極悪非道である。

フヴフ
M敲の衛詮。第薇鼻愕で首蒟のた
めには撃段を建ばない。首寒の隆入。



●電源OFFをまず確認 /

カートリッジを抜き差しすると

ヽゝ    きは、拡ず本体
のパワースイッ

チをOFFに し

ておいてくださ

い。

り、水で需らし

たりすると、故

障の原因になり

ます。

●保管場所に注意して/
カートリッジを保管するときは、

湿気の多いとこ

ろを避けてくだ

さい。

●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。

● ● ● ● 健 康 上 の ご 注 意 ● ● ● ●

ごくまれに強い光の刺激や詢嵐 テレビ国向などを見ていて、一時

的に筋肉のけいれん・意識の喪失等の症状を起こす人がいます。こ

うした経験のある方は、ゲームて遊 .ヽミ前に必ず医師と相談してくだ

さい。また、ゲーム中にこのような症状が起きたときは、すぐにゲ

ームをやめ、医師の診察を受けてください。

セガからのホツトライン。新作ゲ

ームソフトや楽しい情報を、どん

どんお知らせしています。
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〒 144東 京都大田区羽田 l-2-12 お客様相談センター

フリーダイヤル 函50120012235受 付時PB5月 ～金 10100～ 1フ :00(除く祝日)

〒062北海道札幌市豊平区豊平五条 3-2-34 ao11(841)0248
〒561大阪府豊中市豊南町東 2-5-3 ao6(334)5331
〒81D福岡県福岡市中央区白金 2-5-15 公092(522)4715

000000 000000
修理を依頼されるときは、

下記または各支店までお申しつけください。

佐倉事業所 HE補修管理課

〒205 千葉県佐倉市大作 1-3-4 8043(498)2610(直 通)

礼仁五輻ittρ France No l,607,029:」 apan Nos l,632,396/82‐ 205605(Pending)


