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ゲームのコンティニュー

ゲームのセープ。ロード

アイテム

アウターヘブン

極秘チャート

テクニック

錨勧κ鷹∂鵠 F口XH口 UNロ
ねん

19× ×年

高危面震舘、亀践勝掌、テロ誓動に対処すべ<
特殊作戦部隊が、極秘裡に編制された。

―――その色を「F`文 H6bttD(きつねんり)」蔀隊
「FOス HOUND」は裁洛ヒが釜<、 肇曇芥哭できない、米主撹戦などの

場合に箪猟敲血警哭し、前懇蓮に任義を送浮する
いわば「現代の忍者」とも言える部隊である。



南アフリカ奥地、ガルツバーグの北200キロ、そこに「OUTER HttA∨EN」がある。

80年代後半に、英雄的かつ狂人とも去われたひとりの傭兵によつて生まれた武装要

塞国….

今、この「OUTER HEAVEN」 で、1可かが起つていた。

全世界の戦争史上を塗り変えてしまうような恐るべき殺貌兵器が、開発されている

というのである。

その農終真鼻の憎毀翼隈の篤「←

`文

H6b&D」のひとりGREY FOXが旅整さね
た。しかし数日後『METAL CEAR…』との連絡を最後に消患を断つてしまつた。

GREY FOXの 失踪は最終兵器の噂を翼脅けるものなのだろうか…。

肯び「←6文 H6し Dヽ」蔀像に荏裁がfる !

ろ箇出 ま「←

`文

H6し Dヽ」 に哭核したばかりの結菜箕S6由 DS蘭気k
E。 彼の任義はC衡亡Y=6スの鱈慧を進い「MビデムLCビλR」 の

=休
を藻り機撲す

る曇。
S6百 DSく抵REは蕪験機だけを手に、箪当、物めての職場へ筒う。
「○∪TER HEAVEN」 には世界各国から優秀な傭兵達が集まつてきているという。

果して SOLID SNAKEは任務を遂行できるか |?

蕪験機から「←6文 H6し Dヽ燃指苓警白るB6bsの話がする。
『SOLID SNAKEIこ れは。ll練 ではない、実戦だ。幸運を祈る…』

彼の頭の中で、銃声が鳴りはじめた一――。

１

２

3

4.

このゲームは1人用です。キーボードまたはジヨイステイックが使用できます。

ROMカートリッジをパソコンのスロットに差し込み、電源を入れると準備完了です。パソ

コンとテレビの遅鵜号窪はご産用のパソコンの設鼓語萌書をご豊ボさい。

タイトル画面が表宗されている時に、スペースキーまたはシヨツトボタンを押すとゲームが

始まります。

プレイヤーは4人設定です。敵や弾に当るとプレイヤーの体力が減ります。

プレイヤーの LIF匿 ガ0になるとゲームオーバーです。

5.プレイヤーの任轟は、霰曇墓内にある叢終真鼻「M産ギÅL GEAR」の星株を要り機鏡するこ

とです。その為に出要な情報、武器、装備を集め、ゲームシナリオに従つて進んで下さい。

6.要塞内には、見張り兵や様々な警戒網がもうけられています。プレイヤーは敵に見つからな

いように進んでボさぃ。覺叢り其ゃ讐銭稲に男覧されると晃覧モードとなり、霰の羨撃が踏
まります。

フ.敵の発見モードには2種類あります。

①自缶肉の霰が羨撃してきます。誦叢り真の晃覧蒔の製宗〔!〕の場答)

②画面外からも支援の攻撃があります。(見張り兵の発見時の表宗〔!!〕 とヵメラ、センサーに

見っかった場合)

8.霰に晃覧された場答でも、ある=是数の霰を固すとき穴モード(晃覧される前の釈態)に戻り

ます。

9.武器、装備は敵、トラック内や武器庫にあります。探し出して取得して下さい。また、見張

り兵を倒すとアイテムを出すかもしれません。

10 室内へのドアを開けるには、そのドアに合つた番号のカードが出要です。

11 ビル内のフロフ移動はエレベーターで行えます。

12 捕虜を助けると情報が聞き出せます。

13.プレイヤーは角量をある=甦薮筋けると僣預(C(こts)が上がります。悩頼が上がると、叢実

ビ閂匿が層茄し、さらに適数詢膿のある武皇笈び襲偽論の面κスが増ぇます。証に角量を頴

してしまうと、階級は下がります。

14.無線機は様々な情報を与えて<れます。特に「BIG BOSS」 はスタート時からエンドまで武

器、装備の使い方などを無線機を通じてインストラクトして<れます。

注)このゲームは「コナミのゲームを40倍楽しむカートリッジ(RC735)」 は使用できません。

注)タイトル表宗甲にロ キーを押すと、デモゲーム中のBCMを消す事ができます。もう一

度押すと解除でき意す。



プレイヤーのデータ

①例ξ場(j芦ヒ)

②階級(CLASS)

③無線呼び出し

④武器(WttAPON)

⑤弾数

⑥装備品(巨Q∪IPMttNT)

⑦カードナンバー

階級昇格ごとに MAXが 増えきす。(4段階 )

プレイヤーの階級。星の数で表示します。(4階級 )

☆ )☆ ☆>★ ★★>★ ★★★
(スタート)

プレイヤーに対して外部から無線機に通信が入つた時、「CALL」

サインが点滅します。

プレイヤーの使用している武器を表示します。

使用中の弾数を表示します。

プレイヤーの使用している装備品を表示します。

カード使用中の場合、そのカードナンバーが表示されます。

〈サブ画面〉

口 により助鎮 匠]により助撲 Eコ により助鏡

WttAPON S巨 L巨CT
武器のセレクト

EQ∪ IPMttNT S巨 L巨C丁

装備品のセレクト

TRANCI巨∨巨R

無線機モード

“操
さ作 “動 ご作

キーボード ジョイスティック フロアシーン エレベーターシーン

日 レバー「上」 上移動 上 昇

日 レバー「下」 下移動 下  降

日 レバー「左」 左移動 左移動

日 レバー「右」 右移動 右移動

スペース トリガボタン(A) 羨撃(議皐)P141増

日Or国 トリガボタン(B) バンチ

(注 1)ななめ移動はできません。

(注 2)攻撃はプレイヤーの移動方向におこないます。

キーボード
¨
内 “

容

Fl ポーズ
ゲームが一時、中断します。

再び押すと、解除されます。

□
武器モード

(武器のセレクト)

上下左右キーでカーソルを移動させ、選択します。

再びロ キーで、ゲーム画面に戻ると、選択し
た武器が使えます。

F3
装備モード

(装備のセレクト)

上下左右キーでカーソルを移動させ、選択します。

ただし、=蔀
の装備は、スペース・キー (トリガ

ーA)を押さないと効果がないものもあります。

□ 無線機モード P8参照

□ コンテイニユー
ゲームオーバーの音楽が流れている時に押すと、

コンテイニユーができます。

(窪 3)エレベーター・シーンではFl、 □ 、□ 、 F4は動きません。

(窪4)橘産の条藷、蕪積の条品のページ瑳りは日Or[団 キー(トリガーB)、 日キーで7手ぃます。



無線機はゲーム進行上のサポートをしてくれるアイテムです。使い方次第で、ゲーム中最大の

情報源となります。よ<使い方を理解してから利用して下さい。

■無線機モード

ロ キーを押すと、無線機モードに入ります。再び押すとゲーム画面に戻ります。

■操作

O胃蓑薮の慈動は左暑キーでをぃます。
Oロキーを押すと、1回の送信(SttND)になります。

O会話(通信内容)のベージ送りは日or国 キー(トリガーB)、 日キーで行います。

:相手を呼び出す時に使います。ただし、その時に周波数が合つていなけれ

ばなりません。周波数が合つていないと、い<ら送信しても相手には届き

ません。

肖農数を左暑キーで設違し、ロキーを鼻すと選桧になります。選桧蒔は、

SENDランプが付き、「コチラ SOLID SNAKEオ ウトウネガイマスq

のコメントがでます。

箱手に置びかけが届けば、饉讐閃各ガ鐘ってきます。

窪)肖農薮が各ってぃても、箱皐が未程の場答は需番がないこともあります。

■使い方

④送信(S[ND)

②賞僣碓 び∨) :箱手が送信してぃる場答に霞り、簡蓑数を各わせるだけで踵捨閃各が入っ

てきます。SttNDする場要はありません。

③CA亡L(REC∨ ):箱手からのCALL(置び出し)がぁった場答、ゲーム歯首閃のC西竺Lサイ

ンとCALL音とで知らせて<れます。

ロ キーで無線機モードに入るだけで、通信内容がオートで入つてきます。

②の受信の様に、周波数を合わせる121要はありません。

■周波数

無線機を使いこなすには周波数が重要なポイントを占めてきます。

わかつた周波数は忘れないようにメモしておきましよう。

注)1 周波数は場所によつて変更されます。

注)2 妨害電波の出ているエリアではアンテナがないと通信できません。

■周波数表

プレイヤーは、ゲーム中、様々な人物と交信できます。

通 信 相 手 周波数 4 周波数2 キャラクター(特性)

BIG BOSS 120.85

FOX HO∪ND蔀巌添指苓誉。
無線で様々なサポートをして<れます。

主に武器、装備の使い方についてヒン

トを<れます。

SCHNEIDttR

レジスタンス・リーダー。

曇墨「oO千LR HE'聯巨N」 閃蔀、議
器、装備の在かについて詳しい。

注)空欄に周波数をメモしていきましよう。



SOLID SNAK巨
(ソリッド・スネーク)

コードネームSOLID SNAKE

「固い蛇」。

FOX HO∪ND部隊に入隊じ

たばかりの新米隊員。

OPttRATION INTR∪ D巨

N313が初めての任務となる。

D AN匿 (ダイアン)

レジスタンス。

元ポジィティプ・バンク・パ

ンド「THIN WALL」 のポー

カリスト。

安の選力を浩かした謀覇落動
を行う。

O∪TttR HttA∨ ENの庸兵

達について詳しい。

B C BOSS(ビッグ・ボス)

FO× HO∪ ND蔀核燃指苓誉。
グリーン・ベレー、SAS、
CSC9な どの特殊部隊を経

て、FOX HO∪ND終指鞘

となる。

無線を通じて、SOttD SNAKE
に武器、装備の使い方など、

様々なアドバイスをする。

DR P匿丁丁RO∨ ICH(ベ ト

ロヴィッチ博■)

天オ科学者。

娘のエレンとアメリカヘの亡

命途中、○∪TER HttAV[N
に捕まる。

以後、娘を人質に、兵器開発

を強いられる。

TX-11(ARNOLD)、 丁X-55

(METAL CttAR)の 開発者。

」ENNIFttR(ジ エニフアー)

レジスタンス。

○∪TttR HttA∨ 巨Nに捕わ

れた兄を救う為、自らメデイ

カル・スタッフのひとりとし

て潜入。

物理的にサポートして<れる。

GRttY FOX
(グレイ・フォックス)

コードネーム G RttY FOX
「灰色の狐」。

強靱な肉体と卓越した頭脳を

持つ、FOX HO∪NDのリー

ダー的存在。

FO× HOU陥 [R叢嵩の七
讐、「芦6文」の新喜(コードネ
ーム)を持つ男。
○∪TttR HttAVttNIこ潜入、

消患を断つ。

SCHNEIDttR
(シュナイダー)

元建築設。l技師、レジスタン

ス・リーダー。

○∪TER HEA∨ 巨Nの設計

スタッフに参加させられてい

たが妻子を殺された事から、

地下活動にはいる。

競ぃ局曇力と続翠力とで、レ
ジスタンス活動を展開する。
曇墓の閃蔀繕廷に詳しい。

匿L匿N PE丁 丁RO∨ ICH

(エレン・ベトロヴィッチ)

ベトロヴィッチの一人娘。

莞ポリシ∃イ・パレエ団の花
形スター。

父、ベトロヴィッチと共に、

○∪TttR HttA∨ ENに幽閉

される。



色  箭 内̈
め
容

アンテナ 敵賠讐電羨の所でも窪借苛能になります。

双眼鏡
カーソルキーで上下左右、 1画画先の画面を見ることができま

す。ただし、室内では使えません。

酸素ボンペ 水甲で使用するとLIF巨 が減少しません。

コンパス 砂漠を縦断できます。

パラシユート 屋上からの降下が可能になります。

解毒剤 毒にやられても LIF巨 が減少しません。

レーシヨン 1値につき4箇、ビ閂匿が出覆します。

敵ユニフォーム 9

ダンポール 9

カードロ掴
扉を開けます。

注)ドアの種類によつて、カード・ナンバーが異なります。

名   前
”
内

“
容

ボデイ・アーマー 敵弾からのダメージが半減します。

ボム・プラスト・スーツ 標試、雲員に満えることのできる標弊処造用陽護鹸。

フラッシユ・ライト 地下道が明る<なります。

赤舞憩ゴーグル 赤外線センサーの位置がわかります。

ガス・マスク ガス地帯でlul要です。

タバコ 撻晨の霜、磯いもぎに窪きしましよう。

地雷探知機 地雷の位置がわかります。

逹

［̈

バ
”

鰈
フラッシュ・ライト

硼
赤舞験ゴーグル

装備品(Eouioment)

ボム・プラスト・スーツ

ノヽラシユー

琥

・¨
ガス・マスク

| |

コンパス

ボデイ・アーマー

レーシ∃ン

ダンポール 敵ユニフォームタバコ カード1～ 8



武器(Weapon)

プレイヤーはスタート時、武器は何も所持していません。武器は敵要塞内から探しだして、取得

して下さい。それまではバンチだけが唯一の攻撃手段となります。

銃器系

注)それぞれ弾数に制限があります。

オプション系

サイレンサー
ハンド・ガン、サフ・マシンガンに装着可能。

銃声を消すことができます。

爆薬系
注)一度入手すると、オートで装着して<れます。

晰
プラスチック

爆 弾

セットすると、タイマーで爆発します。

1画面内、 4つセット可能です。

リモコン

ミサイリレ

上下左右キーで自由に操作できるミサイル。

ミサイル操作中は、プレイヤーは移動出来ません。

地  雷
プレイヤーがセットできる地雷。

1画面内、3つまでセツト可能です。

ハンドガン(ペレッタM92F)

小銃。Shotl回で 1発発射。

サイレンサー装着可能。

|サフ・マシンガン(イ ングラムMAC-11)|

スペースキーを押しつつけると、オート連射になりま魂

サイレンサー装着可能。

グレネード・ランチャー(M79)

グレネード弾を発射できます。

ロケット・ランチヤー(RPCフ∨)

ロケット弾を発射する、強力な武器。

(入手するにはある事をしなければなりません。)

NAM巨 鰈
鰤

SHOOT C∪NN[R
(シユート・ガンナー)

莞sPttTsNAZ(スペツナズ)、 ライアット・ガンの名手。

秘密の独房の番人をしている。

MACHINttG∪ N KID
(マシンガン・キッド)

マシンガンの使い手。

元SAS(Soecial Air Ser∨ ice)の隊員。

ARNOLD
(アーノルド)

○∪TER HEA∨巨Nが開発したTX-11型、サイノヽロイド。

無敵の体を持つ。

FIRtt TROOPttR
(フアイヤー・トルーパー)

莞csc9(グレンツ・シェッツ・グルッペ9)隊員。

火燿放射機を小銃の様に扱う。

COWARD D∪ CK
(カワード・ダック)

元過激テロ・グループ、「エッグ・プラント」のリーダー。

人質を盾に、フーメランで攻撃して<る。

「○∪TttR HttA∨ [N」のポス。80年代後半に、「○∪丁巨R
HttAVttN」 を築いた伝説の傭兵。誰もその正体を知らない。

注)いずれも各階級によつて持数制限があります。



おお がた へい  き

コレが大型兵器だノ

TANK
(タンク)

O∪TttR Httλυ匿N勁菫童☆筆。星稲
125m/m砲、左右にス62m/mの機銃、2基搭載。

B∪ LL TANK
(ブル・タンク)

大型ブルドーザー戦車。

コレがメタルギアだノ

「MttTAL GttARとは、あらゆる地形に対応できる、核搭載、

と、地球上のあらゆる所からの核攻撃が可能になるリーーーー~(GRttY FOXと の会話より)

丁X-55

MEttAL CEAR

上方警

核搭載モジユール

エアノズル
//

020Cmレーザーキヤノン

メイン・ノスル

:γ濡(証 (

油圧パイプ

カメラ 。フイ

0カメラサイト

:平当;千レ///1ζ
[曇スiI [5子I

]了柔ろう身三ζ;Tタンテナ
0モノフォニック・アンテナ

核晃埼蒔、メタル・ギアは渓蔀ょり螢建蘭

を出し、地表に固定、正確な核発射を行う。

|

菫ふ汚戦量だ。これが発晟する

ミサイル(2基)

コクビット・アーマー

動カバイプ

歩行安定機

大型投光器

レッグ・アーマー

核晃射ポーズ

ミ

HIND D
(ハインドD)

20m/mエレクトリック・キヤノン搭載、

埜羨撃ヘリ。心券4,00艦晃罰奇能)

メタル       ギア      データ

METAL GEAR DATA
Crew:
Weight〔tons〕 :

Length〔 met「es]:

Width〔 metres〕 :

Height[metres〕 :

Speed〔 km/h〕 :

Armament:

Engine:

Armour〔 mm〕 :

1

20 5

3 25

2 75

6 05

50

1 5omバ ルカン砲(2基 )

20omレ ーザー・キャノン

不明

30-110mm

タングステン装甲

十特殊耐熱セラミック



CAM巨 OVttR蒔にロ キーを揮すと、ゲームのコンティニューができます。ただし、プレ

イヤーの状態(階級、武器、装備 etc)は、ゲーム中にい<つかあるチェック・ポイントを通過す

る度に記憶されます。

従つて、コンティニユー時の再スタートは、いちばん最後に通過したチェック・ポイントから

始まります。

プレイヤーの状態もそのチエック・ポイントを通過した時の状態で始まります。

注)チェック・ポイントの例として、エレベーター・シーンなどがあります。

このゲームは、プレイ中の状態をテープにセープできます。テープ・セープを行うことにより、

パソコンの電源を切つても、再び途中の場所からゲームを続ける事ができます。

“

)準備

使用しているMSX2パ ソコンにデータレコーダを接続します。

(接続の方法はMSX2パ ソコンまたはデータレコーダの取扱説明書を参照して下さい)

121ゲームのセープ

①ゲーム中、セープしたい場所にきたらロ キーを押し、ポーズ状態にします。

②ロ キーを押します。

③画面に「INP∪ TFにセNAM巨」と表宗されるので、好きなファイル名をキーボードから入力

して<ださい。天力できる支學は箕薮學のみで、叢実6支拳までです。支崇の修主は匝ヨキ
ーを使用します。

④データレコーダにカセットテープを入れ、録音(R tt C)ボタンを押します。

⑤MSX2パ ソコンのリターンキーを押します。「SAVING」 のメッセージが表示されます。

⑥セープが終了すると「∨EERIFY?YttS Y/NO N」 のメッセージが表宗されます。ベリフ

ァイをする時は図、しないときは国のキーを押して<ださい。

注)ベリファイは正し<SA∨巨が行われたかどうかをチエックします。

C]を押すと、「RttTRY?YttS Y/NO N」 のメッセージが表宗されます。もう=農、セ

ープをやり直す場合は図 を押して下さい。再びセープを開始します。

国を押すと PA∪ S巨 状態に戻ります。

注)RETRYは セープ、□―ドのエラー時にも表示されます。

③ベリフアイを行う場合はカセットテープをセープ開始点まで巻き戻し、データレコーダーの

プレイ(PLAY)ボタンを押します。

◎図を押すと、「∨巨RIFYINC」のメッセージが表宗され、ベリフアイが始まります。

⑩正し<セープされていれば、「∨[RIFY SUCCESS」 、誤つていれば「∨巨RIFY ttRROR」

のメッセージが表宗されます。「ERROR」の場合は、セープをやり直して下さい。

⑭ベリフアイが終了すると「R巨丁RY?YES Y/NO N」 のメッセージが表宗されます。も

う=豊
セープをやり直したい場合は、図を押して<ださい。⑤からやり直す事ができます。

国を鼻すとPおも巨釈態に戻ります。
⑫ロ キーを押し、PA∪ S巨 を解除すると、ゲーム画面に戻ります。

注)「SA∨巨巨RROR」のメッセージが出た時は、⑦からやり直します。

131ゲームの□―ド

①ゲームをスタートさせたあとロ キーを押し、ポーズ状態にします。

②図 キーを押します。

③画面に「INP∪T FIこ ヒ NAM巨」と表宗されるので、セーフしたファイル名をキーボードか

ら入力して<ださい。

④データレコーダにカセットテープを入れ、MSX2パ ソコンのリターンキーを押します。

⑤データレコーダのプレイ(PLAY)ボタンを押します。

⑥指定したファイルが見付かると「FO∪ND｀ファイル名ちのメッセージが表示されます。違う

ファイルを見付けた時は「SKIP｀ファイル名ちのメッセージが表示されます。

⑦□―ドが終了すると自動的にゲーム画面に戻ります。

141操作上の注意

①ゲーム再開時はコンティニューした時と同じ状態になります。

②データのセープおよび□―ド中に CTRキーと STOPキーを同時に押すとデータのセー

ブおよび□―ドを中止できます。この時セープおよび□―ドをそれぞれの手順②からやり直

す事ができます。

③フアイル名の入力中に 巨SCキーを押すとPA∪ S巨 状態に戻ります。

④データのセープおよび□―ドには、専用のデータレコーダをご使用になることをおすすめし

ます。音楽用のテープレコーダでも使用できますが、この場合の動作の保証はできません。



こちら BIG BOSS…

以下のチヤートは GRttY FOXが消患を断つ前に残していつたものだ。 O∪TttR HEA∨[N

の侵入経路が景されている。要塞への潜入はこのチヤートに従つて行動せよ。

ただしこのチヤートは不完全なものだ。このチャート以降は SOLID SNAK巨、自分自身の判断

で行動せよ。健闘を祈る…

…○∨匿R。

O∪丁巨R HEA∨ EN概略図

R

3F

2F
4F

●君は侵入者だ。見張りやカメラ、センサーに発見されない様に行動しなければならない。

●茨の歯苦へを動する箭に、最競棗で敲の住書を縫議してお<用もさが撼曇だ。
●見張り兵の背後は死角だ。背後から忍びよつてバンチで倒せ。

●銃を使用すると銃書で発見されるぞ。早めにサイレンサーを装備せよ。

●レーシヨン、弾薬、爆薬は常に最大持ち数まで補綸しておけ。

●BIG BOSSは様々なアドバイスをして<れる。何かあるたびに無線機で連絡せよ。

●第 1のステツプとして「FOX HO∪NDttR=GRttY FOX」 を探すことだ。

●コンティニユーのチエツクポイントをうま<利用せよ。

●落丁・乱丁を除き、この取扱説明書の再発行はいたしません。

●この製品は、-2規 格のパーソナルコンピユータに共通してご使用いただけます。

●カートリッジを着脱するときは必ず本体電源をOFFに して<ださい。

●精密機器ですから絶対分解しないで<ださい。

●長時間にわたリゲームをする時は、 1時間ごとに10分～20分の体憩をしましょう。

●この商品はコナミエ業株式会社が開発したオリジナル作品です。当社の許可な <、 映

像、音響、フログラム、ED刷物などの、全部または一部を複製することを禁じます。

●この製品のストーリー、ゲーム進行に関する質問には一斉お答え致しかねます。

II

R
2F
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■

レーシヨン入手

エレベーター横 トラツク内侵入 (左償1)

ハンドガン入手

西エレベーターにのり、3Fに上ガる

監視カメラをかわし南下する

ビル 1 ビル2



個説臥 いま口慮を迎えた′

労 斉

―

     

「グラデイウス2」 ゲーム・アイデア大募集

君のアイデアで「グラデイウス2」 を作つちゃおう。鮮鮮な感覚でどんどん応募して欲しい。

【音FFヨ】ゲームアイデア部門☆ストリー・シナリオ部門☆イラスト部門☆モデルジオラマ部門

【賞品】各部門最優秀賞(各 l名 )・
・・デイL/2ターズ。チェア十グラデイウス2オリケリレROMカセット十

グラディウス2オリジナルテレホンカードの3点セット

グラデイウス大賞(l名 )・ B̈M×サイクル(提供 :丸石サイクル)tl′
昭和62年 6月 15日～ 7月 31日 (当 日消印有効 )

〒650神戸市中央区港島中町7-3-2コ ナミエ業株式会社

MS×企画室「グラデイウス 2アイデア募集係」○○○部門

―

     

「グラディウス2」 チヤレンジバージョン体験フェア開催 /

発売前の「グラデイウス2」 に、一足先に、チャレンジだ〃

参加者には、景品もあるぞ/

【期間】昭和62年 7月中旬から発売される迄の間

【場所】全国の大手家電シヨップ約50店

―

     

「グラデイウス2」 ゲームコンテスト開催/

ゲームが発売されたら、さつそく買つて八イスコアにチャレンジ/
八イスコア画面を写真に撮つて送ろう/

【賞品】1位「グラデイウス2」 オリジナルディレクターズチェア

2位オリジナルウインドブレーカー

3位オリジナルナップザック

上位2,000名 にライセンスカード

【期間】昭和62年 9月 15日 ～ll月 15日

【宛先】〒101東京都千代田区神田神保町3-25

コナミ株式会社「グラデイウス2・ ゲームコンテスト」係

火の鳥～嵐嵐結～
RC74フ  ¥5,800
正しき心を手に入れるため、我王の

孤独な試練が始まった。

がわばれゴエモンノ

Obら くり道申
RC748 ¥5,800
フアミコンでも大人気。ゴエモンと

ねずみ小僧の世直し物語。

悪魔城 ドラキュラ
RC744 ¥5,800
ドラキュラ伯爵が100年の眠りから

復活 /恐怖の戦慄が背中をはじる。

回
ヽ ψ

Qノ ―ヽト
RC746 ¥4.800 ｀

このソフトはただものではない。

持ってて便利なことがいっばい/

魔城伝説]

ガリウスの迷宮
RC749 ¥4,980
いま、真の魔城の扉があく……・…・

全330面という広大なマップ、豊富

なキャラクターなどRPCの要素を

とり入れた、これはオススメのアク

ションゲーム。ポポロンとアフロデ

イテ。 2人の力でグリーク城とバン

パースを救え /

間

先

期

宛

野

´ 可

ri

覧る年説」を″/ヽ三遊:
平ンタゴン 2
RC745 ¥5,800
キングコングを救うため、ミッチェ

ルはゴルネボの奥地へ挑む。

夢 大 陸 ア ド ベ ン チ ャ ー

RCア43 ¥4,980
おなじみベンギン君がベン子姫を助

けるため、夢大陸をめざす。
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