


このたびはヨナミの「ROCKETKNIGHT ADVENTURES」

をお買い上|ず いただきまして、誠にありがとうございます。

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

リー層楽しく遊べます。

正しい使用法でこ愛用ください。

なお:この謡明讐は滝晃洋ぃたしませんので、実栃に像警

してください。                |
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スパークスター (プ レイヤー)を操作してたくさんの

敵を倒しながら進んでいき、ステージ最後に待ち受け

ているボス敵を倒すとステージクリアとなります。

スパークスターは敵の弾などのダメージを受けるとラ

イフゲージが減っていき、なくなると 1人アウトにな

ります。

そしてスパークスターが全てアウトに

なると、ゲームオーバーになります。

ゲームオーバーになっても、コンティ

ニューを選ぶと、ゲームオーバーにな

ったステージから再びプレイが続けら

れます。

コンティニューは難易度により回数に

制限があります。

ゲーム中にでてくるアイテムを取るとライフが回復し

たり、得点が増えたりします。

スノ■ロクスターの操作
スパークスターのそうさ

このゲームは、 1人用です。

本体のコントロール嬬キ 1に コントロールパッドを接続し

てください。

方向ボタン スタートボタン

Cボタン

Bボタン

Aボタン

方向ボタン

左右 :左右の移動。

下  :し やがむ。

A・ Cボタン

アタック (刀で攻撃する。)

Bボタン

ジャンプする。

※A、 B、 Cボタンの設定はオプションモードで変更できます。

スタートボタン

ゲームをスタートするときなどに使います。

ゲーム寧に鼻すとポーズ 滞 上歯旨)になり、もう l農鼻

すと、ゲームが再開できます。

得点が上がるとスパークスタ

ーの人数が増えます。

2万点で 1人増え、 6万点で

1人増えてその後はさらに 6

万点取ることに 1人増えます。
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nヶットァタック

アタックボタンを押し続けるとエネルギーゲージにエネル

ギーがたまり、いっぱいになってボタンを離すとロケット

アタックができます。

ロケットアタックは方向ボタンと

の組み合わせにより、その方向に

攻撃します。

方向ボタンを下方向または、押し

てない場答は、その場で箇鞍最峯
をします。

薇跳ね返り飛び魏

ロケットアタックは壁などの物に当たると跳ね返ります。

これを莉用すると、補い蓮蕗を上がるなどの機動の機に立
ちます。             ダ新鵞レ

■ぶら下がり

木の枝などにシッポでぶら下が

れます。

左右に移動したり、方向ボタン

の下とジャンプで降りたりでき

ます。

水の中に入るとスパークスターは浮き

ます。

方向ボタンの下方向で潜れます。

そして水中の棒などにつかまることも

できます。

パワーアイテムを取つたり、大砲で打ち出されたりしてス

パークスターは空を飛びます。

方向ボタンで移動して、アタックボタンで攻撃できます。

ジャンプ、ロケットアタックはできません。

妨中
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聰二段ジャンプ瘍

エネルギーがたまった状態でジャンプしてロケットアタッ

クをすうと、さらに嵩く飛べたリジャンプした嵩さから真
横に攻撃 したりできます。
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寺 画面の見方 砕希
がめんのみかた

スパークスター エネルギーゲージ

の残り1  得酷 ライフゲージ

|

スパークスター

(プ レイヤー)

|

|

アイテムを取ると、色々といいことがあります。

アイテムはステージのどこかに隠れています。

アイテムの種類

宝石

ボーナス

得点

バナナ

ライフが

たくさん回復

: Ⅲ

ド

リンゴ

ライフが少し回復

lUP
スパークスターの

数が 1人増える

パワーアイテム

飛行状態になる
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ゲームがスタートします。

■■ __.… ■ ■ ■ 席 II.■ け|十ti11卜・キ=…鮮

画面が出たら、コントロールパッドのスタートボタン

を押してください。

タイトル画面が出たら、方向ボタンでモードを選び、

スタートボタンで決定してください。
ゲームの設定を変更できます。

(オプションモードの操作参照 )



膀
オプションモードのそうさ

タイトル画面でOP丁!ONSの モードを選択すると、オプション画

面に変わり、ゲームの設定を変更することができます。

方向ボタンを上下に操作して、設

定を選びます。

方向ボタンを左右に操作すると、

データ内容が変更できます。

A～ Cボタンのそれぞれの役目を変える

ことができます。

ゲームの難易度を設定します。

難易度によってスパークスターの人数設定、

クレジット数 (コ ンティニュー回数)が異なります。

A～Cボタンでサウンドが聞けます。

変更が終わつたらスタートボ

タンを押すか、EXITを選んで

A～ Cボタンを押してくださ

い。

タイトル画面に変わります。

オプションモードの操作
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おもなキャラクターしょうかい

吻

戦災孤児だつたのを、ロケットナイトー族の末裔ミフネ・

サンジュウロウに拾われてロケツトナイトとして育てられ

た。

ロケットナイトとは鋼鉄の剣とジェットパックで武装した

最強の騎士である。

十年前に師匠ミフネを黒騎士アクセルギアに殺された。

今は仇のアクセルギアを捜し求めて各地を放浪し、ゼピュ

ロス王国にきている。

本人はさすらいの無法者を気取つているが、実は熱血の正

義漢の上、そそつかしくてお調子者だつたりする。

機々 「封齢の鍾」を等り続けるゼピュロス望豪の栞醤。
寛大かつ公平な施政で国民から慕われている。

スパークスターの師匠ミフネとは若い頃共に冒険をした親

友だつた。

王妃に先立たれ、子供はシェリー姫のみ。

ゼピュロス王の l人娘。

気だての優しいしつかりした娘であるが、少し世間知らず

な面がある。

「封印の鍵」は彼女が受け継いでいることから帝国軍にさ

らわれてしまう。



邪悪な野望に燃える暗黒の騎士。

かつてロケットナイトの秘伝書を奪うため、スパークスタ

一の師匠ミフネを殺害した。

今はデブリゲス帝王に取

り入つて帝国軍の補佐富

をしているが、醜いデブ

リゲスには内心嫌気がさ

していて謀反の機会をう

かがつている。

実はシェリー姫に惚れて

いる。

地方貴族のどら息子で、帝国

の誇る空中戦艦ブービー号の

艦長にコネでなった。

やることが間抜けで努力が身

を結ばない。

難

』魯撃慧1霧言壼FI『ボチンド11画を築き「げた男。
から茨だと吾たの機械箕
器を復活させた。

=男、ili鞘需で辞案を驚
動して詮爆発画を詢窟し
ている。
デフリゲスの目的は不明

である。
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フクロウハカツセー

フライングブタヘッド

アライ

颯

グマロボ

使用上の注意  蝙
しようじょうのちゅうい

次 の 注 意 事項 を守 つて、ゲームをお楽 しみ ください。 お子 様 が

ゲームを楽 しむ前 に、保 護 者 の 方 も必 ずご確 認 ください。

●ゲームをするときは、 lil康 のため、 l時間ことに、適当な体

憩を必ず とつて ください。また、極度 に疲労 している時や、

睡眠不足の時は、ゆつくり体み、完全 に回復 してか らプレイ

して ください。

●ゲームをするときは、部屋を明るくし、テ レビ (モ ニター)か

らはできるだけ離れて、プレイ してくださしヽ。

。過去に、強しヽ光の刺激や、テ レビ画面などを見ていたとき、

一時的に筋内のけいれんや、意識の喪失を経験 したことのあ

る人は、ゲームをする前 に必ず医師と相談 してください。ま

た、ゲームを している最中に、 このような症状が起きた場合

や、身体 に異常を意 じた場合は、す ぐにフ レイを中断 し、医

師と相談 してくださしヽ。

●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。パワースイッチを ONに

したまま無 IIB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 トリッジに強いシ ョックを与えなしヽでください。′もヽつけ

た り、踏んだ りするの は禁物です。また、分解は絶対 にしな

いでください。

●カー トリッジの端子部 に触れた り、水で濡 らしたりすると、

故障の原因 にな りますので注意 してください。

●カー トリッジを保管するときは、 lll端 に暑しヽところや寒いと

ころを避 けてください。直射 日光の当たるところやス トーフ

の近 く、湿気の多いところなども禁物です。

●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。

●長 い時間ゲームを していると、目が疲れます。グームで遊ぶ

ときは健康のため、 1時 間ことに10～ 20分の休憩をとつて く

ださい。また、テ レビ画面か らなるべ く離れてゲームを して

ください。

●メカ ドライブをブロジ Iク シ ョンテ レビ (ス ク リー ン投影万

式のテ レビ)に接続すると、残像光景による画面焼けが生 じ

る可能性があるため、接続 しないでください。




