


このたびはメガドライブカートリッ

ジ「ヴァニミリオン」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。

旅立つあなたヘ

あなたは、このゲームの主人公とな

つて旅に出ます。亡き父の仇であり、

全世界を手に入れようとしているアー

ネスト軍の皇帝・ロルカ 3世を倒すこ

と。そねが、旅の目的です。

しかし、そのためには、世界中に散

らばつているという、 8つの指輔を集

めなければなりません。人々の話に耳

をかたむけ、ひとつひとつ指輔を集め

ていけば、121ずや、ロルカ 3世を倒せ

る日が来るはずです。

そのときこそ、 8つの指輔の謎が解

けるときでもあるのです。さあ、あな

たの勇気と矢0性に期待して……3
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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<ださい。

方向ボタン     Aボタン  Bボタン  Cボタン

スター トボタ ン

ゲームをスタートさせるときなどに使います。

ゲーム中は、メッセージのスピードを変更するときに

使います。ゲーム中にこのボタンを押すと、次のような

ウィンドウが出ます。 *がついているのが、現在のスピ

ードです。方向ボタンで→を動かしてスピードを選び、

Cボタンを押してください。

方 向 ボ タ ン

主人公を上下左右に移動させます。(ボスと戦うときは

左右にのみ動け、下に押すと伏せます。)

町・村の外を移動するときは、次のように操イ乍して<
ださい。

前に進む
▲             |

‐        左を尚くくo>岩を向く    ́   |
‐            ▼            ‐

後ろに下がる          .

画面にウィンドウが出ているときは、コマンドを選ぶ

ために使います。

Aボタ ン

戦闘画面で魔法を使います。それ以外のときは使用し

ません。

Bボタ ン (キ ャンセルボタン)

選んだコマンドをキャンセルします。

Cボタ ン (決定ボタン)

移動画面でこのボタンを押すと、ウィンドウが出ます。

画面にウィンドウが出ているときは、選んだコマンド

を決定するため|こ使います。 また、メッセージウィン

ドウに↓が表示されている

ときは、このボタンを押す

とメッセージの続きが出ま

す。

戦闘画面では剣を振ると

きに使います。

スタートボタン



タイトリレ画面のと

きに、ゲームの始め

方(SttARTまたは

CONTINUE)を選

び、スタートボタン

を押して<ださい。

S■月7(スタート)

最初からゲームを始める

ときに選びます。まず、こ

のゲームの主人公に、名前

(6文字以内)をつけて<だ

さい。

■名前のつ け方

4.声向ボタンで↓を動かし、文字を選びます。Cボタン

を押すと、選んだ文字が画面上部の中央に表示されま

す。この操作を<り返して、名前をつけて<ださい。

2.間違えたときには、Bボタンを押して<ださい。ひと

つ前の文字を取り消すことができます。

3.名前をつけたら、ENDを選び、Cボタンまたはスター

トボタンを押してください。(6文字の名前をつけると

自動的に、↓はENDに移動します。)

☆文字と文字の間をあけるときは、「や ゆ よ」または「ヤ

ユ ヨ」の間か「よ」「ョ」の右隣、「END」 の左隣に

ある文字のない場所に↓を合わせて<ださい。

CON7■RκりEkコンティニュー)

以前にブレイしたゲーム

をセープ (保存)してお<
と、その続きから10Aめるこ

とができます。

画面に、セ丁プされたデータが「たびのきろ<」 とし

て表示されます。方向ボタンで番号を選び、Cボタンを

押して<ださい。

□―ド (読み出し)が終了したら、Cボタンを押して

<ださい。以前にセープした教会から、ゲームを始める

ことができます。

■セー プの しかた

旅をやめたり、途中までのデータをセーブしたいとき

は、教会に行き、神父さまと話してみましょう。

「ゲームのセーブ」を選んでCボタンを押すと、次のよ

うな画面になります。セープする番号を選び、Cボタン

を轟して<ださぃ。

☆セープできるデータは 3つまでです。すでにデニタが

セープされている番号を選ぶと、以前にセーブしておい

たデータは消えてしまいます。注意してください。



主人公は、それぞれの画面でさまざまな行動をします。

移動画面

町・ 村 の中

町や村の中を移動する

ときの画面です。このと

きに大切なのは、いろい

ろな情報を集めること。人々と話をしたり、建物の中に

入つてみると、意外なことがわかるかもしれません。

Cボタンを押すとウィンドウが出て、 8種類のコマン

ド (12～ 17ベージ)を使えます。

町・ 村 の 外

町や村の外に出ると、画面が変わります。地図を持つ

ていれば、現在の位置が表示され、移動しやす<なりま

す。町や村から出る前に、地図を手に入れてお<といい

でしよう。

Cボタンを押すとウィンドウが出て、 8種類のコマン

ド (12～17ベージ)を使えます。

地図

現在持っているお金

と経験値

主人公が持っている

魔法書

にットポイントとマジツクポイント。′
燿1筍が現在僣、若衛が叢実僣

町や村の外で敵に出会うと、画面が変わります。

tr垣締ふ轟ぎ鶏ぶ豪層
讐人公か持ち
ている魔法書

Cボタンを押して、勇敢に戦つて<ださい。敵を倒す

たびに経験値があがり、お金が手に入ります。

画面の右端か左端に寄ると、敵と戦わずに逃げ出すこ

とができます。(この場合、経験値はあがらず、お金も手

に入りません。)

また、魔法書を持つているときは、Aボタンを押すと

魔法を使うことができます。

■ ボ ス と戦 う と き

敵のポスと戦うときは、

主人公は左右にのみ移動で

き、方向ボタンを下に押す

と、伏せます。また、この

とき|よ攻撃の魔法を装備し

ていても使えません。



移動画面でCボタンを押すと、

種類のコマンドが表示されます。
方向ボタンでコマンドを選び、

ウィンドウが出て、 8

Cボタンを押すと、そ

つよざ
主人公の現在の状態を矢0ることができます。

このコマンドには全部

で 6つのウィンドウが

あります。Cボタンを

押すたびに、ウィンド

ウがひとつずつ表示さ

れます。Bボタンを押

すと、ひとつ前のウィ

ンドウにもどります。

ウ ィン ドウ①

NAME:主 人公につけた名前です。

COND!丁10N:健康状態。絶好調ならBEST、 きに

おかされていたり、呪いがかかっているとBAD、 その

他のときは000Dで 表示されます。

LEVEL:現 在のレベルを表しています。

EXP:現在の経験値を表しています。

NEXT LEVEL EXP:次 のレベルに上がるために出

要な経験値です。

HP:ヒ ットポイント。現在の体力を表しています。宿屋

で体患したり、道具や魔法を使うと、体力が回復し、

最大値まで増えます。

MHPiヒ ットポイントの最大値。レベルが上がることな

どにより、増えていきます。

MP:マジックポイント。魔法を使うのに嚇要な力です。

宿屋で休患することなどにより、最大値まで増えます。

MMP:マ ジックポイントの最大値。レベルが上がること

などにより、増えていきます。

のコマンドを使うことができます。(Bボタンを押すと、

キヤンセルできます。)

ウィンド

メッセージ

rr/rす
話をしたい人の方を向いて、このコマンドを選べば、

その人と話をすることができます。(その人の正面を向い

ていなくても話ができます。)会話の内容はメッセージウ

ィンドウに表示されます。

とつぐ
持つている道具を使つたり、捨てるときに、このコマ

ンドを選びます。

まず、「つかう」のか「す

てる」のかを決めてから、

道具を選びます。(道具によ

つては、その場所では使え

ない物、捨てることのでき

ない物などがあります。)

ウィンドウ①



STR:lrk撃力。数値が言ぃほど、敵により多<のダメー

ジを与えます。装備している武器の種類によつて攻撃

力は変わり、レベリレが上がることで増えていきます。

AC:守 備力。数値が嵩いほど、敵から受けるダメージが

少な<なります。装備している防具の種類によつて守

備力は変わり、レベルが上がることで増えていきます。

!NT:苑響力。薮値が嵩ぃほど、農選を趙つたときに期
力を発揮できます。

DEX:す ばやさ。数値が高いほど、戦闘時の動きが速く

なります。

LUCK:墨人公の睾産。薮値が嵩ければ暑を豊ける縫紫
が低くなるなど、得なことが多くなります。

KlM:キム。この世界のお金です。敵を倒すと手に入り、

999,999キムまで持つことができます。

ウ ィン ドウ〇

攪在、墨入昼が襲膳してぃる場のリストです。

ウ ィン ドウ◎

主人公が持つている武器や防具のリストです。

ウ ィン ドウ④

鏡注、呈人公が島ってぃる農窪書のリストです。

ウ ィン ドウ⑤

主人公が持つている道具のリストです。

ウ
イ

ウ イン ドウ◎

策の自面を窪晟するためにb曇な摺論の糧難が装宗さ
れます。

武器、防具、魔法書、道具は最高 8つまでしか持

つことができません。なお、現在装備している武器

や防具、魔法には *がついています。

ウ
ィ
ン
ド
ウ
④

ン
ド
ウ
⑤

ウ
ィ
ン
ド
ウ
③

ウ
ィ
ン
ド
ウ
④



あ″ぢ
町や村の外でのみ使うコマンドです。目の前にあるド

アや宝箱をあけることができます。

まぼう
魔法を使うためのコマン

ドです。

防御の魔法を使うときは

「つかう」を選んでから、魔

法の種類を決めてください。

攻撃の魔法は装備しなけ

れば使えません。「そうび」を選んでから、魔法の種類を

具めてください。襲薦した農選を、戦鶴凸晉で礎ぇます。

(ただし、ボスと戦うときは、攻撃の魔法を装備していて

も使えません。)

武器や防具は、持つてい

るだけでは役に立ちませヽ 。

このコマンドを使つて、主

人公に装備させてください。

装備するときは、まず「つ

ける」を選びます。それか

ら「ぶき」「たて」「よろい」

物を決めてください。今まで装備していた物は、自動的

にはずすことになります。

現在装備している物をはずしたいときは「はずす」を

選んでから、はずす物を決めます。

ιらべる
目の前にある物

(足元にあ 物でま

ありません)を調

べるときに使いま

す。

あ
目の前にある物

を取るときに使い

ます。

のどれかを選び、̂装備する



主人公の旅はスタツツの村から始まり、い<つもの町

や村を訪れていきます。町や村には、さまざまな建物が

あります、中に入つてみると……。

ｌ

　

ｌ

宿屋に泊まると、体

力が回復します。宿泊

料は町や村によつて違

います。

占 い所

旅に関するヒントを

教えて<れます。料金

は前払い。

レス トラ ン

人々の憩いの場です。

立ち寄つてみると、何

か重要な話が聞けるか

もしれません。

教会

|   て[128「擬瑾こほ
l   たり、通串雫でのデー

タをセーブしたいとき

に行つてください。

またお金を払うと、

呪いを解いたり、毒の

治療をしてもらえます。

武 器・ 防 具 屋

武器と防具を売つて

いる店です。町や村の

外に出る前に立ち寄つ

て、装備を整えておく

といいでしょう。

道 具 屋

旅に役立つ道具を売

つている店です。町や

村によつて売つている

物が違います。

魔法屋

魔法書を売つている

店です。スタツツの村

にはないようです。
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敲あ革には、きを持つたものもたくさんいます。
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だけ体力が回復します。

暗い場所に行くときは必ず

`島つて行きましょう。おたり
を明るく照らして<れますじ

ただし、すぐに燃えつきてし
_まいます。      `

薬草よりも強力な、体

力回復剤ですぎ  |

ご'I

発光物質により、あたり

を照らします。この物質は、

膳道の串では泉鎧に難り薦
けますが、日光を浴びると

蒸発してしまいますぎ ,

今までいた町や村へ、
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敵と戦うときには、武器や防具を使い

ます。ただし、武器や防具は持つている

だけでは役に立ちません。「そうび」のコ

マンドを使つて、必要なものを装備して

<ださい。ここでは、初めのほうで手に

入る武器や防具を紹介しましよう。

武 器

ソー ド (剣 )

ブ ロ ン ズ 。ソ ー ド

おもに狩りや護身用として使わ

れているソードです。切れ味はあ

まりよ<ないようですが……。

てっ    アイア ン・ ソー ド ||
鉄でできたソードです。フロンズ・ソー  |

ドと比べると、切れ味は鋭<なつています。 |
しかし、議員用に搾られたものなので、戦 |
闘には不向きかもしれません。       |

…宅L三ド
鉄でできたソードの中でも、特にできがよ<、 切れ味の鋭

いものをシヤープ・ソードといいます。少し割高ですが、こ

れならある程度の戦闘にも使えます。それでも戦闘用に作ら

れた剣と比べると、ランクは下がります。

ソー ド・ オ ヴ・ ヴ アー ミ リオ ン

レザ ー・ シ ー ル ド

革でできたシールドです。

守備力が低いので、戦間に

はちょつと頼りないかもし

れません。

ス モ ー ル・ シ ー ル ド

鉄でできたシールドです。

サイズは小さめで、重量も軽

<、 本当は女性用に作られた

もののようです。



メタル・ アー マー

せん勢Sで誉黒召
=ヌ

~です。
戦闘用に大量生産されたも

のですがtプロンズ・フー

マーよりも守備力がありま

スクル・ アー マー

7し総「某当懇5:曇写FIF‐

鉄でできています

が、農置師により農

力が封じ込められて

います.そのため、

メタルアーマーに比

べ、より嵩い等浩ガ
があります。

ラ ー ジ・ シ ー ル ド

鉄でできた大きめのシール

ドです。スモ■ル・シールド

に蛇べ、様を櫨ぃ億ぢ艶由ガ
送いため、尋騰力も嵩くなり
ます。    |   |

認ν Tヽ‐ λ̀ル
~ルド‐

銀色に光り輝<シールドで

す。美しいだけでな<、 守備

力もかなりあります9 ‐

アーマー (鎧)

レザー・ フ■マー  ・

革でできたフーマーです:レザ

ー |シールドとそろいのデザイン

なので、満号ををしにで貴ら災か
多いようです:|■  |

プロンズ 0アTマー ‐■

甲鸞異麗至謹ξttEI:軍::予撃
備力はあまり1高く―ありません6 1‐

|   

‐

 ‐        11111‡
|||||‡ |1置 ‐

このほかにも、さまざまな武器や防具があり

ます。たいていは店で売つていますが、どこか

に隠されていることもあります。



魔法を使うためには、魔法書が

必要です。魔法屋に行くと、魔法

書を買うことができます。

魔法書には、魔法の使い方や呪

文が載つているだけでな<、 その

魔法を使うのに121要 な力が封じ込

められています。ですから、使い

方や呪文を覚えても、魔法書がな

ければ、魔法を使うことができな

いのです。

人の玉が、自分を中心に

して円状に広がつていきま

す。ダムドよりもはるかに

攻撃範囲の広い魔法です。

大気中に真空のかたまりを作り

出し、それを一直線に投げつける

魔法です。命中すると、敵の体は

ズタズタに切り刻まれてしまいま

す。

巨大な炎が、敵を追いか

けていきます。他のファイ

アー系の魔法とは、異なつ

たタイプの魔法です。

ガラムよりも強力な

魔法です。真空のかた

まりが、一度に8方向

に飛び、敵を追いかけ

ていきます。

地下水脈から捜し出した水を、すさ   効果はハイドロ

まじい勢いで敵にぶつける魔法です。  と同じですが、よ

無数の水滴が、敵の体を貫きます。   り大きな威力を持

つ魔法です。

人の玉を、一直線に打ち

出します。敵にあたると火

の輔となつて広がり、近<
にいる敵を焼き尽<します。

く嘔1義桑の農幾

'Dト戦面白首でしか崖ぇない農窪です。攪程までに14糧絵が簡

発され、使われています。敵の中には、ファイアー系の魔法

に強いものや、スリープ系がまつたく効かないものなどもい

るので、うまく使い分けることが大切です。

なお、攻撃の魔法は装備しなければ使えません。「そうび」

のコマンドを使つて、魔法を装備して<ださい。(ただし、ボ

スと戦うときは、攻撃の魔法を装備していても使えません。)

大気中の物質を燃やして火

の玉を作り出し、それを自分

のまわりで回転させることに

より、敵にダメージを与えま

す。



<嘔1陽衡の農幾

'Dト
防御の魔法は、人々の日常生活で役立つために開発されま

した。戦闘画面では使うことができません。電気エネルギーをボール

状にして、投げつける魔法

です。

敵めがけて、

魔法です。

すべての敵を、一種の催眠

状態 (厳密にいうと眠らせる

わけではないのですが)にし

て、一定時間、敵の動きを上

める魔法です。

電気エネルギーにより、自

分のまわりにバリフーを作り

ます。このパリアーに触れた

敵は、感電死してしまいます。

効果はナフトールと同じ

ですが、より強力な魔法で

す。ナフトールよりも長時

間、敵の動きを止めること

ができます。

傷ついた体を回復させる

魔法です。魔法の研究が始

まつた当初に開発され、現

在でも使われ続けています。

しかし、1回に回復できる

体力は、そう多<はありま

せん。

より強力な体力回復魔法で

す。キーマを改良したもので

す。

最も強力な体力回復魔法で

す。人間の体は、100パーセン

ト健康な状態にもどります。

ほこらの中などから、一瞬

にして地上へもどることがで

きます。ノウムの石と同じ効

果を持つ魔法です。

解彗のための魔法です。

体内に入り込んだきを洗浄

します。

雷を落とす

― どを繁場E暑閻 艦
し、すべての敵にダメージを与えます。



肉体を消して、姿を見えな<する魔法です。先を急ぐとき

や体力がないときに使うと、敵に遭遇しな<てすみます。た

だし、短時間しか効きめがないので、気をつけてください。

大気中で火の玉を作り出し、暗闇を明る<照らす魔法です。

基本的な原理は、フアイアー系の魔法と同じといわれていま

す。

行きたい町や村に瞬間移動できる魔法です。この魔法は、

使う人の記憶をもとにして瞬間移動します。ですから、その

人の行つたことのない場所や、すでに記憶に残つていない場

所へは、行<ことができません。

アドノヽ イス    
ー         ‐

‐「ヴァーミリオン」は、フクション・□―ルプレイング・

ゲ=ムです。

どちらかというとアクションの要素が強<なつていま

すが、アクシヨン・ゲームの苦手な人でも、エンディン

グまで行けるように作つてあります。ですから、とにか

<レベルを上げることが、必勝法となるわけです。

玉砕精神も大切ですが、ときには敵に背を向けること

も大切です。その場の状況をよ<判断して、闘いに挑ん

で<ださい。

「急がば回れJということわざのように、多少遠回りを

しても、通れるところは全部行<ようにしましよう。ま

た、町・村の外で行き止まりになつているもところには、

オイシイ物が落ちているかもしれません。

むずかしい謎解きはそれほどないと思いますが、町や

村にいる人々の話は、何度でも間<ほうがいいでしょう。

なお、ゲームを早く終わらせたい人には、こまめにセ

ープすることをおすすめします。

サ ウン ドか らひ と こと

迫力あるサウンドも、このゲームのウリのひとつ。で

きれば、メガドライブ本体のヘッドホン端子に、市販の

ステレオ用ヘッドホンを差し込んでプレイして<ださい。

デザ イナー か らひ と こと

‐峯株IL宗素続のこが塾いので、テレビのこ罰塞|よ隷を
緩らだ1まぅがぃぃと急ぃます。     |‐ |‐ |||



カートリッジは精密

機器ですので、とくに

次のことに注意してく

ださい。

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

無理に、カートリッジを抜き差し

すると、故障の原因になります。

カートリッジを保管する

ときは、極端に暑いところ

や寒いところを避けてくだ

さぃ。置射目晃の当たると
ころやストープの近く、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。

カートリッジに強いショック

を与えないでください。ぶつけ

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。

長い時間ゲームをしていると、

目が疲れます。ゲームで遊ぶとき

は撻晨のため、 l蒔簡ことに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。
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