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ドナの森 スペシヤルJをお買い上げいただき、

議直めりがとヽききいました:ケニムをおめ
る箭ここあ鼓鼓読醜讐をお読みしヽたたとます
と(より薬しく越もヽことができます:
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今こそ立ち上がれ/

愛する者のために。

昔、人々が華せに暮らしていたある

都市があった。その都市の名は「テツ

オン」。人々は、いつも楽しげで笑顔を絶

やさず、小鳥たちは唄をさえずり、楽園ともいえ

るような街であつた。

その幸せは、その書―人の勇者によって得られたもの

であつた。

人々 が羊莉にきらしていた蒔、着に急の農疑横い ワ`
ードナ″がやってきて、人んを廃援の力で永皇玉に菱
えていった。ワードナは、その水晶玉を写えることで

様々な魔物を手下にヨ|き入れようとしたのであった。

「誰かワードナを倒す者はいないのか。」

「このまま、街はやられてしまうのか。」

街を逃げ出す者さえでてきた。

そんなとき、一人の勇者が現れワードナと勇敢に戦い、

その荘羅な鱗いの後、ワードナを岩の槽に曲じ込めた
のであった。そうして平和と華せがあとづれたのであ

つた。

それなのに………、不撃は再び、美如罰れた。
艦<の☆山の借☆により、失地震が逸き岩の槽の釜が
開いてしまつたのだ。

ワードナはこのチャンスを逃さずに飛び出した。

「こしや<な人間どもめ。長い間、こんなところに閉

じ込めよつて。覚えていろよ。私の力を思い知るがよ

い |コ

ワードナは、復讐とばかりに人々を水晶玉に変えてい

つた。そして、その水晶玉で農場どもを次々と手下に

していつた。

それでも懲りないワードナは魔物どもをも使い、人々

を次々と水晶玉に変えていつた。

人々は、恐れおののき逃げ回つたが、とうとうこの街

には生きるものはいなくなつてしまつた。

それから、長い年月がたちその都市は、うつそうとし

た深い森にああわれた。今はもう、その森を訪れるも

のはない。

人は、その森を「ワードナの森」と呼んだ――・。

ワードナは、今もなお、様々な手下どもを使い、その

隷に選い込む人をを永皇玉に菱えている。

そればかりではな<、 水晶玉に変えられた人々を助け

にその森に入つていった人までも、いろいろなワナで

殺してしきうのであつた。

今ここに、旅をしている若人が二人ぃた。その少年と

少女の二人は結婚をしたばかりであった。

少年の名はライトス、少女の名は

ビティー。

そんな二人が、こともあ

ろうか「ワードナの森」

に迷い込んでしきつたのだ。

ワードナの手下のメ`イジ″¬曜訃
が、二人貌 っすだ以
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法によつてピティーを水晶玉に変え、

ワードナに渡すためにつれ去つてしきつ

た。ライトスは悲じむ0眼もな<、 ビティー

を助けるために一人、メイジの去つてい

った号へ、ヮードナの森の糞へ員へと進ん

でい<のであつた。

森の中で、ライトスを待ち受ける魔物たち。い

ろいろな方法で容赦な<ライトスを攻撃して<る。

その攻撃をかわし、魔物たちを倒しながら進んでい<

ライトス。魔物たちを倒せば、」ヽさな水晶玉やわずか

ばかりのお金を手にいれることが出来るが、その水晶

玉はつれ去られたビティーではない。しかし、水晶玉

を手にいれていくうちにライトスの力が増してい<の

だ。おそらく、水晶玉に変えられた人々が力を貸して

<れているのであろう。

それに励まされるようにライトスは進んでい<。

その頃、水品に変えられたビティーは……。

…… ここはどこなのかしら。体にも力が入らないわ。

どうしたのかしら?何も思い出せない……。

そうだわ。ライトスと暗い森に迷い込んで、それから

……そう、何なのかしら、魔道士が現われて、私は魔

法にかけられて……。

ああつ l私は水晶に変えられてしまつたのだわ。今ご

ろ、ライトスは……。

きつと、彼は助けにきて<れる。きつと……。

そのうちに小さな建物が見えてきた。そこに入ろうと

するライトス。しかし、その前にはP5番であろうか、

ドラゴンが待ちかまえていた。そのドラゴンに見つか

つてしまつたライトスは、夢中でドラゴンに戦いを挑

み、何とか倒したあと転がるようにその建物に入つて

いつた。

その煙場は、あ店であつた。親切なおじいさんが、こ

のワードナの森を進むのに役に立ついろいろな物を勧

めては<れるのだが、ライトスの持つているお金には

限りがある。しかし、買えるだけの物を買つたあと、

ライトスは再びこの店に来ることを誓い、ビティーを

探しに出かけるのであつた……。

辟_´´́ r‐



陽塚塚塚
コントロールバッド

このゲームは

1人用専用です。

魔法の炎

“あまり遠くまで飛びませ

ん。"

月の剣

“回転しなから飛んで行き

ます。"

星の剣

“波型に飛んで行きます。"

太陽の剣

“最も強力なレーザー型で

す。"

レe摯IⅢⅢヒ
=ン

1 
・ゲームスタート ・ポーズ

m 
・ジャンプ

ロ
・藪撃

じボタ冽・ジヤンプ

勝続 |[舗鷲疏鼻〕ち寒二単■
☆方向ボタンを下にいれると、しゃがみます。斜め下でも

同じです。

☆方向/1Nタ ン上は、はしごや□―プでのみ使用します。通

常は(ジ ャンプ中も)意味を持ちません。

☆はしごや□―プでは、方向/1Nタ ン上下で操作します。こ

の時と、フクロウにつかまつている時は、方向ボタンを左

右にいれてジアンプ/1Nタ ンで、左右にジャンプ出来款す。

☆その他、滑車や大きな鳥につかまつている時、方向ボタン

を下にいれることによつて、飛び降りることが出来ます。

塚陽鰈鰈鰈
主人公の武器は、指先から出る魔法の発。武器の魔法はゲ

ームが進むにしたがつて、店で好きなものに買つて変える

ことが出来きす。 (全 4種類)

パワーアツプも男」にあり、最高 8連射が可能です。 (ゲー

ム・スタート時は1発しか火は出きせん)。



隋塚隋隋塚鰈躙塚塚

ショツプ画面

各面の間にショップがあり、アイテムを買うことができ意

す。

敵を倒すとゴールドが出るので、それをた<さん集めれば、

それだけ多<の物を買う事ができます。

マント

マントは敵に接触しても ]度だけ

身を守ってくれます。

針と糸

針と糸は 1度だけマントを修復で

きます。これとマントを持つてい

れば2回、敵から助かるわけです

が、これだけでは役にたちません。

時計

時計は持ち時間がなくなったとき

にあと30秒延長してくれます。

笛

笛はある特定の敵を倒すと出てき

ます。これを持つていると、その

後間もなく大きな鳥が出てきて、

それにつかまることが出来ます。

八イジャンプ・シューズ

八イジャンプ・シューズも特定の

敵を倒すことによつて、でにいれ

ることができます。 1度だけ高く

飛べます。
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ステージ 1:〈ボス :エ メラルド・ ドラゴン〉

ワードナの森の入□。うつそうと茂る薄暗い森のなか。途

中には、不気味な沼もあり、そこに落ちてしまえば、ひと

たまりもない。

つたを上り、狭い足場を飛び移りながら先に進むのだ。

最初のステージでもあり、無理をせずに進めばさほど難し

|

|

|

|

スパック

トゲを持つて、地面を

まい回る。

フアイヤー

燃える炎が地面をはい回る。タイミング

よ<ジヤンプして避けよう。

エメラフレド・ドラコン

ボクル

火の海から吹き上がつて

<るモンスター。

ギザール

ー定の嵩さで動き回る鉄の頭。ギザール

同■でぶつがつて跳ね返る。
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ステージ2:〈ボス :カ ジヤ〉

機械仕掛けの建物。さ志ざ讀なトラップが行<手 を阻む。

巨大な回転する刃物、すべての物を押しつぶしてしまうよ

うなプレス機、足場にはベルトヨンベヤー。

タイミング良く、それらのトラップをガいくぐり、どんど

ん先に進むのだ。

無理をせず焦らずにタイミングを見計らつて進んで行くの

だ。
カリアゲ

4枚の刃物が回転しな

翁轟ξふ

じ

`[1奮

:豪
に現ll宙 をさまよう :
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ステージ3:〈ボス :フ アイヤー・ドラゴン〉

一面枯れ果てた林のなが。火を噴<火出、ときどき火柱を

噴き上げる人の海もある。林に入つて行<とまず最初に現

れるのは、マントを着て中を飛び回る骸骨。盾を持つてい

るので正面からの攻撃は通用しない。手ごわい相手である。

次々と現れる敵を倒し、どんどん進め。

途中で現れる大きなハチ(?)を倒し、アイテムを手に入れ

るのがポイントだ。

タイホー

ー斉に発を吹き出す砲台。

炎を出すフイミングを見計

らつて避けねば。

キント

普段は石の卵だが、

攻撃をすると羽と足

がでて<る。

|″け ‐|■

魏TTと
動

モノドローン

ーつ目の奇21慮怪物。

6、わり761わ り飛び跳ね

てしヽる。

ファイヤー・ドラゴン
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ステージ4:〈ボス :ダゴーム〉

迷路のような城。中にはたくさんのはしごがあり、それを

上り降りするのだが、途中で自分を見失わないようにしな

<て はならない。

域の中にはおばあさんがいて、彼女に手助けすることで楽

岩を転が t′ て攻撃 してきたり0

る手ごわしヽ相手。lulし んには■

夫がいるガも  。

メイジ

火の球で攻撃を仕 lllけ てく

るので注意があ要。ただ し

移動は しない。
初めは小さな岩 だが

身 して襄つてくる。

死の世界か
~lよ

みがえつたゴースト。

るとこうで、うろうろしている。

Ｌ
菫
■
■
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諫_熙‐諫‐.粽‐鼈

ステージ5:〈ボス :グロッコ〉

巨大な城の中。ここにもいろいろなトラップが待ち受けて

いる。そればかりではない。今までにみたこともないような

魔物が待ち受けていた。

それぞれの敵は、かなり強敵でそれなりの覚悟を決めてい

がないとフリアすることは不可能であろう。

盾 を持つて宙を飛び回る。正面からの攻

撃 |こ はビつともしない。

炎を連続 して0■ いて<るモンスター。

炎を避けながら攻撃 しなくてはなら

ず、手ごわい相手。
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八‐ビ■‐       |
轟お差なして漁む箇る筵鷲:

大量 |こ ,Jをな して嚢つて<る。

武器 を選 ばないと131す ことは

できない ?



ステージ6:(ボス :ワードナ〉

ワードナの潜む部屋に通じる

地下。それぞれの部屋にはワ

ードナによつて選り抜かれた

魔物達が行<手を阻む。

ここでは、トラップはない。

魔物達との力だけの勝負であ

る。ここまで来る間にた<わ

えた経験を生がして突き進も

■)。

果してワードナの正体とは…

.‖if [彫 ||li‖i"Jttil [Illili吼11』 1』  |』  |lζ} _li車 |』  ] 』 ] li撃軍十Ji] [lllil単…

蒻鰈躙
タイミング・ゲームなので、早<敵の動<パターンをつ

かみ、タイミングよく攻撃、回避をするとう試くいき意す。

アイテムの揃えかたは、最初の店できず、星の魔法を買

えれば買つた方が良いでしよう。もしすでにマントを手に

入れていれば、針と糸も買つてお<といいです。

次の店では月の魔法が、太陽の魔法のどちらかを買い、

きだゴールドがあれば、その他の物を買うのも良いでしよ

■)。

そして最後の店では、是非ともマント・時計・針と糸、

持てる限りの物を貴つておいて下さい。ただし注意したい

のは、ゲームを最後志でやるつもりであれば、武器は月の魔

法にしておかないと、最終面でかなり苦しむ事になります。

途中で、妖精の像を取ることによつて、主人公の後ろに

妖精がつききす。この妖精は敵を攻撃こそしきせんが、敵

がこの妖精に触れると、たちまちその敵は死んでしまうと

いう、力強い見方です。うま<妖精を使いこなせるように

なれば、ゲームのコンプリートも楽になるでしよう。

妖精は最高 2人までつけることができきす。
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