


このたびはメガドライフカー

「ウィップ ラッシユ」をお買じ

ただき、誠にありがとうこざし曙
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操作方法 ――
            ―

ゲーム画面

ゲームスタート8ケーム/1-八―

オブション画面

八ワーアッフ

ステージ
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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 コントロールパッドを接続してください。

スタートボタンーーーゲームスタート

ポーズ(ゲーム中)

方向ボタンーーーーープレイヤー機の移動

Aボタン      スピードの変更

Bボタン      ショツト

Cボタン      パワークローの回転

Aボタン(シ ョット)と Bボタン (パワークロ

ーの箇輸)を尚蒔に轟すと、パヮークローが絵づ
いたり遠ざかつたりします。

※A、 B、 Cの各ボタンは、オプション画面で変更

できます。

ぶ■|■|ス繭鶴|
ステージをクリアするとボーナスポイントが加算され

ます。

現在のスコア

残りの機数

クリアしたステージ

ボーナス得点

げんざい

現在のスピード
▲遅い   ▲速い

ハイスコア

現在のスコア

残りの機数

現在のスピード 八イスコア



タイトル画面でスター ト

ホタンを押してくたさい。

下の画面に変わります。

「SttAR丁 Jを 選ぶとゲームか

始まります。

「OPT10NJを 選ぶとオプシ

ョン画面に変わります。

ゲームが始まつたときのプレイヤー機数は難易度によ

方向ホタンの

▲▼て変更する

コマントを選ひ

く卜で変えてく

たさい。

LEVEL(レ ベル)一一一一―ケームの難易度を変更する。

EASY やさしい

普通

難 しい

NORltlAL

HARD

CONTROL(コ ントロール)

ボタン設定を変更する。

SPEED         スピードの変更

ショット(弾を撃つ )

パワークローの回転

つて異なります。また、

5万点で 1機、それ以

降は10万点ことに 1機

ずつ増えます。

EASY―――――一-6機

NORMAL一一―――-4機
HARD――――――-3機

敵や敵の弾に当たつた場合、ノーマル弾のままたとフ

レイヤー機は破壊され、その他の武器を装備している場

合は、ノーマル弾装備の状態に戻されます。

ブレイヤー機を全機破壊される

とゲームオーノヽ一となり、右のよ

うな画面に変わります。

このときタイムか0に なる前に

スタートホタンを押すとコンティ

ニューフレイかできます。コンテ

SOUND TES丁 (サウンド テスト)

ゲームのBGMを聞く。

サウンドテストを行う場合は、曲ナンバーを方向ボタ

ンのく卜で変更しAまたはCボタンを押すと、その曲が

聴けます。

EXIT(イグジット)

SHOT

CLAW

クレジット

ィニューはクレシットの数たけ行うことかできます。

―
オプション画面から抜け、タイトル画面に戻る。



途中で現れるパワーア

ップカプセルを破壊する

と、中からパワーアップ

ユニツトが出現します。

パワーアップユニットに書いてあるマークは、Lレ M
レF卜 Pの順番で変わつていきます。取りたい武器のマ

ークのときに接触すれば、その武器を装備 (パワーアッ

プ)できます。

武器には標準で持っているノーマル弾の他に3種類あ

り、同じ武器を続けて取ることによってそれぞれ3段階

までパワーアップします。また、武器とは別にパワーク

ローと呼ばれる防御兵器を2つまでつけられます。

前方にしか撃てませんが、速い連射ができて強力です。

前方に強力な敵がいるときなどは大変有効です。

中

パワーアップによって前と後ろの両方向に撃てます。ま

た、パワークローから出るミサイルは敵を追尾します。

移動する号尚と遊の号間に揮が畠ます。いろいろな角
度から敵を攻撃することができます。

最強状態

最強状態

最強状態

パワークローは2つまで付け

ることができます。

パワークローからも弾が出ます。



2枚のプラツトホームを強力な磁力線で操り、移動範囲を

せばめてから、レーザーでとどめを刺しにくる。

GOMES ―ゴメスー

JABA   ―ジャバーー

敵の無人偵察機。体当たり

をかけてくるものもいる。

前衛司令艦の直衛部隊。リング

レーザーを発射してくる。

VASCUS―ノヽスカスー

亀豪llllll筆の前待蔀隊
指苓絵。箇ぃ襲串と諮カ
な武器に守られた巨大な

攻撃艦。こいつのミサイ

ルは破壊力が大きく、爆

風に当たつただけで破壊

されてしまう。



TANBA
タンバー

3方向同時にミサイ

ルを放つてくる。

300MFRANC YARO
―ブーメラン ヤロー

切れ昧の鋭い電磁カッター

をブーメラン状に飛ばしてく

る。



yfyJRIANTF   ―ビビリアントー

滴崖の上十に鎗れている蕪ス異學機。iill輸 し
ながら突つ込んでくる。

DEVE10PFR  ―デベロッパーー

豊亀陽衛用の移動稲答。2機 1組で箇験

しながら飛び、洞窟の壁面に取りつくと弾

を撃つ。

MASTER=BRASTER
―マスター=ブラスターー

上蔀をマスター、ホ蔀をブラス

ターと呼ぶ。マスターさえ破壊す

れば、全体を破壊できる。

DEFEND COAF― ディフェンド コアー

基地の防衛システム

の中核である。これを

破壊すれば基地の全機

能は停止し、地上の敵

も一掃できるであろう。



腕部から強力なウェイフキ

ャノンを発射してくる。

UNSOC′ AB二 F
―ブアイソウー

強力な殻状の装甲に覆われて

おり、なんとかしてこの中身を

攻撃しなければ倒すことはでき

ない。

CHEEKY  チーキー

パイプ内を移動し、所々にあ

る開口部から攻撃してくる。

JABAⅢ    ジヤバⅢ

ステージ ]で現れたジャバの

強化バージョン。



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

さい。直射日光の当たると

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。

PalL二冤:F[1:::]::]ウ〔
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窪意して

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。



セガからのホツト

多キジ:1轟今■ムララ■
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お売らせしてしヽます:‐
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札緩‐‐011=患|が・|'31
東京 03■23612999

06=333・ 8181

092-521‐ 8181

☆電話番号をよく確かめて、正しく力ヽ すてください。

株式会社 セガ・エンタープライゼス

本  社 〒 144東京都大田区羽田1212
お客様サービスセンター

雪03(742)7068(直 通 )

札幌支店 〒062北海道札幌市豊平区豊平五条3234
801(841)0248

関西支店 〒561大阪府豊中市豊南町東253
806(334)5331

博多支店 〒810福岡県福岡市中央区白金2515
雪 092(522)4715

豚暑塁麿蟹:身畠ιξけkil量:1さ

株式会社セガ・エンタープライゼス

佐倉事業所 HE補修管理課

〒285千葉県佐倉市大作 134
80434(98)260(直通 )
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標準小売価格 6,000円

記載の価格には消費税は含まれません。
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