


このたびはメガドライブカートリッジ「スー

パーエアーウルフ」をお買い上げいただき、

誠にありがとうございました。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<遊ぶことができきす。
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下堅ストーリー
麻薬トライアングル地帯…それは巨大な麻薬組織がはび

こる魔の地帯、南米コロンビア・アジアモンゴル・中東イ

ラン…そこが也策扶 組織のある場競である。20橿 絶終盤、

3つの巨大麻薬組織のために世界各国の人々は薬に溺れ、

努illD書数は簿れ、危去に拘のない浩機に置苦した。 3矢

麻彙lll婚 の自品は、この続価の乱れたすきをつき、農羨
し、世界を我物にしようとする事である。同じ目的を持
つ3つの組織は、手を組み許置を集存に穆した。各自の

普i越を話拐し、組織の米馳に曇拳した。菫態を菫<貞た

ホークはようや<立ち上がり、組織壊滅に向かう。



し|)よ うとうしま

哺財 主要登場人物

ホーク

アーク
エンジェル

場所セレクト画面

鬱各 ラ
~Fiメ

,1衛 事 密簸

A$10,000

B$30,000

C$50,000

D S80,000

E S100,008

F S200,000

A、 B、 Cの 3つの前線基地から攻 略してゆきます。こ

の 3つの前線基地を攻 略して、いよいよ敵の本拠である

本部基地 D、 匿、Fに侵攻して行きます。

エアーウルフで敵基地に接近し、ホークが基地に、潜 入

して行き、各量通に監秦されている各国の音脳を1救 由し、

再びエフーウルフにて脱 出する。



そう さ ほうほう

下藝 操作方法

コントロールバッド

このゲームは 1人用専用です。

スタートボタン
。ゲームスタート

・PAUSE

。自機の移動

。各種モード選択

・ショツト弾・レーザー

/マシンガン

・ボム/ジャンプ

Aボタン

Bボタン

Cボタン
ターボファイヤー

/CALL

A・ B・ Cボタンの操作は変更可能です。

下藝 ゲームの始め方

①タイトル画面でスタートボタンを

スタート/
オプション

③アークエンジェリレの指令が出る面

面です。STARTボタンで簡 略でき

ます。            ■|

指令モニター画面       ‐

押して下さい。

タイトル画面

②スタート/オプション選択画面で

l PLAY SttAR丁を方向レノヽ一

で選択してSTAR丁ボタンを押して

十さ0ヽ議11,,

※ォジ多彗|シ畿定をする場合は9ペ

ージ参
t嬌

1115地域逮損モードです。芳尚レバー
|■でA、 B、 Cのいずれかを選んで、

Aボタンを押します。それぞれ報 償

金がちがいます。高いほど難易度が

高くなります。

武器セレクト画面



下奎 OPT:ONS
ゲームの初期設定を自分の好みに変更できます。

OP丁10NS画面

方向ボタンの△、~で
項目を選び、

します。

で設定を変更

設定終 了後は巨×ITを選び、スタートボタン、又はA～C
ボタンを押すと、4PLAY STAR丁 /OP丁 10NS選

択画面に戻ります。lPLAY STARTで 、SttART
ボタンを押して下さい。

*SO∪ ND 丁匿S丁の項目でよ方向ボタン司 1～25を選

び、A～CボタンでBGM、効果音を聴<ことができます。

LEVEL ゲームの難易度

PLAYER     プレイヤーの数 (1年 5機 )

SOUND TES丁  80M/効 果音

CONTROL   A～ Cボタンの組み合わせ

RAPID
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下藝 アイテム
パワーアップ

ショットがパワーフップします。

ボム lup

ボンプの使用回数が1回増えます。

ターボ lup

ターボファイヤーの使用回数が1回増えます。

何がパワーアップするのかわからない。

手持ちの金額が増えます

コイン

1手持ちの金額が増えます

トランシーバーCALLア イテム

エアーウルフを呼75i回 数が 1回増えます

〇

〇

　

　

〇

〇

饉鸞鯰蝙鸞|ボンブとターボの使用可能回数



事藝 登場キャラクター

エアーウルフ

B-2

味方機 フイテ

ムを出します

F14トムキャット戦闘機

獣空軍部隊の主力戦闘機

A-10サンダーボルト爆撃機

撃破すると、フイテムが出る

ものもある

E2C木 ―クアイ

撃破するとお金アイテムをばらき<

丁U16バジャー

オーソドックスな大型戦闘機



OKU― BI戦車

敵主 力 戦車、回転す

る砲台から弾を撃っ

て<る

対空 十字砲SYA―X

どの方向に撃つて<
るかわからない

ゼ回戦

時代遅れの戦闘機だ

が、多彩な攻撃で攻

めて<る

E2C ホークアイ

通常は偵察機として活動している

が、エアーウルフを前にするとレ

ーダー板までも飛ばして<る。

丁U]60フ ラックジャック

(MISSON Bのボス)

円盤搭載の大型爆撃機 (MISSON C
のボス)

戦闘衛星KKK-1

(MiSSON Eのボス)

衛星軌道上から降下して攻撃して

<る

空 中 空母AR-1

(MISSON Dのボス)

転蘭ヘリ巻議の友懸動

Mi24ハインドD

ヘリコプター

敵主 カヘリ。多数で

編隊を組んで攻め

て<る

大型円盤MIYA-3

反動 力エンジン搭載

の円盤

戦闘ボードHAYA-10

海 上 戦 力の主 力 戦闘

艇



小型円盤M:YA― S

編隊となつて、攻撃

して<る

ミサイル衛星M-1

無人の戦闘衛星、外

部からのコントロー

ルで動<

ミサイルKYU-5

海 中から発射される

ミサイル

艦上砲台SYA― X2

4連射30mml10■‐‐

ホーク

地上に降り立った肉弾戦装備のホーク

マシンガン兵   バズーカ砲兵士

最も多くいる敵基  バズーカを持つた

地内の護衛兵   上 級兵

外部からの侵入者 装甲が厚<、 動き

に反応して攻撃す  も速いが入力は弱

る。                    い

自動砲撃戦車FW15

無人の戦車。地下

基地への入□をふ

さいでいる。

|■ 11111111■ ||lilil l

重 装甲車MP4



・VALCAN(バ ルカン)

オーソドックスな連射銃 Oフイテムによつてより強

力になる

。DISRUPT(デ ィスルプト)

霰|ゴ占墨すると農射しゼ育逃の議を首蒔に撃機できる

。LASER(レ ーザー)

最も強 力である Oアイテムによってより強 力になる

。WAVE(ウ ェープ)

DISR∪ P丁と同様であるが、反射する角度が違う。

強 度 1・ HURRICANE(ノ リヽケーン)

占機のまわりに4つの衝撃波を晃射。

強 度 2・ 丁YPH00N(タ イフーン)

自機のまわりを衝撃波が回転する。

強 度 3・ 丁HUNDER(サ ンダー )

2つの衝撃波が6方向に炸裂する。

。MACHINEGUN(マ シンガン)

一方向連射ガン

・SHO丁GUN(ショットガン)

三方向連射ガン

・HYPERGUN(ハ イパーガン)

小型連射ロケット弾 一撃でどんな敵でもやつつけられる



輩九娯貿易K“
本社/〒857‖ 佐世保市白岳町 66‖

彗製署軒蟹
Ю
喋轟霙蹂瑞T16引 4

TEL(03)3792-1041に や FAX(03)3792-1296




