


このたびはメガドライブカートリッジ「ああ播磨灘」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。
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このゲームは1～2人用です。ゲームを始める前に、使用す

るパツドをメガドライブ本体に接続してください。
タイトル画面でスタート

ボタンを押すと、メニュー

画面になります。

lPパツドの方向ボタン

の上下で選んで、スタート

ボタンまたはA～Cボタン

で決定してください。

●lP PLAY(1人用)

プレイヤーが讐磨鷺となり、強豪男士たちを倒して70連勝

達成を目指すストーリー仕立てのゲームです。(→遊び方は10

ページ)

●2P PLAY(1～2人用 )

lP対 2P、 または lP対コンピューターの対戦モード。

15入の個性麗な男士たちからギ人を選んで箱皐ガ士と対戦し
ます。(→遊び方は12ページ)

●PASSWORD
パスワード画面 (→ 8ページ)で「理事長のお讐彙」を入

力し、 ]P PLAYの ゲニムを途中から始めます。

●OPT:ON
オプション画面 (→

9ページ)で、ゲーム

の難易度などを変更で

きます。

磋メニュー』缶

l☆ざ本を摯築は、前発のパしドをお豊い渋めく｀
′   , t・      、

［法い方さ作わ操な一的

。ヽ　
」
本

出

き

基褥

スタートボタン

ゲームスタート

ポーズ(一時停

画面を先に ボタン :大技

進める

コンテ

ニュー

号間ボタン:箭進、後撞、
防御、ジャンプ、技の入力

★A～Cボタンの操作は、オプション画面 (→ 9ページ)で
変更できます。

■■2■ ノヾフド .
(プレイヤ‐2)



鱚パスワード画面
lP PLAYの ゲームの

続きをするときは、パスワ

ード画面で「理事長のお言

葉」を入力してください。

方向ボタンの上下左右で

文字を選び、Aボタンで入

力します。

正しく入力し終わつたら、「終」に合わせてAボタンを押し

てください。lP PLAYのゲームの続きが始まります。

★文字の入力を間違えたときは、Bボタン (ま たは「美」

に合わせてAボタン)で 1文字ずつ取り消せます。

★それまで入力した文字をすべて消したいときは、Cボ

タンを押してください。

☆パスワード画面からメニュー画面に戻りたいときは、

文字を何も入力していないときに「終」を選んでAボ

タンを押してください。

=隠
しパスワードで、かるたをやろう !!

隠しパスワードを入力

すると、おまけゲーム「新

春大相撲かるた大会」で

遊ぶことができます !!

「かるたやりたいなァ」と

思った人は、きつとかる

たで遊べます !!(……た

ぶん)

黎オプシヨン画面
ゲームを始める前に、難

易度と操作方法を変更する

ことができます。

lPパッドの方向ボタン

の上下で、変更する項目を

選んでください。

=難
易度

幕内 (やさしい)、 大関 (ふつう)、 横綱 (むずかしい)の 3段

階の難易度があり、Aま たはBボタンで変更します。

幕内モードの場合は、15連勝した時点でゲーム終了となり

ます。70連勝達成を目指すなら、大関または横綱モードで挑

戦してください !!

"操
作

A～Cボタンの操作を変更することができます。方向ボタ

ンの上下で変更したい操作内容 (小技、大技、組み)を選ん

で、その操作を行いたいボタン (A～ Cボタン)を押してく

ださい。

lP側の操作変更は lPパ ッド、2P側の操作変更は2P
パッドを使用します。

=音
楽/効果音

ゲーム中のBGMや効果音を聞くサウンドテストモード。

AまたはBボタンで選び、Cボタンで聞くことができます。

●E測T(イグジット)

スタートボタンまたは、EXITを 選んでAボタンを押すと、

メニュー画面に戻ります。



ゲームの進め方と画面の見方
プレイヤーは播磨灘となり、

名横綱・双葉山の69連勝を抜

く70連勝達成を目指してくだ

さい。

ゲームがスタートすると、

ビジュアルシーンに続いて場

齢が踏まり

'i義

装が装宗され
ます。この対戦表の画面でス

タートボタンを押すと、いよ

ぃょ最誼簡名です。

最結終7後、背びi識装と
対戦結果が表宗されますので、
スタートボタンを押して次の

取組に進んでください。

播磨灘の

ライフメーター

聰靖費器|1lliだ かて鳴し   
踊

相手力士を土俵の外に出すか、相手力士のライフを0にす

れば、播磨灘の勝ちです。

饒貞けたその場でコンテイ
=ュ

ー

鱚パスワードでコンテイニユー

播磨灘が負けると、コンテ

ィニュー画面になります。そ

のままゲームを続けたいとき

は、方向ボタンの上下で「続

ける」を選んでスタートボタ

ンを押してください。コンテ

ィニューは3回 までできます。

ゲーム中、中日8日 目終了

時と千秋楽終了時にパスワー

ド「理事長のお言葉」が表示

されます。この「理事長のお

言葉」をパスワード画面で入

力すると、その続きからゲー

ムを再開することができます。

①播磨灘が負けたとき、コンティ

ニュー回数が残っていない場合

はゲームオーバーとなります。

②また、播磨灘が負けたとき、コ

ンティニュー画面で「終わる」

を選択した場合もゲームオーバ

緻ゲームオーバー

☆技をかけられた力士は、ダメージを受けてライフが減りま



河戦モ“ド選択
メニュー画面 (7ページ)

で「2P PLAY」 を選73iと 、

対戦モード選択画面になり

ます。方向ボタンの上下で

遊びたいゲームモードを選

んで、スタートボタンで決

定してください。

夕HP vs 2P(2人用)

lPと 2Pが、それぞれ好

きな男士を建んで対義。(パ
ツドが 2個接続されていな

いと選べません )

内自缶の食指
lPの男士葛と
ライフメーター

2Pま たはCOMの力士名と

ライフメーター

夕HP Vs COM(1人用)

lPとコンピューターの対

戦モード。コンピューター

樹の男士は、 lPが自昌に
選択できます。

ヅ捕士難熱
対義モードを撲是すると、男士選択歯首になります。号局

ボタンの上下左右で手形を動かして力士を選び、Aボタンで

決定です。

2人 で遊ぶ場合は、それ

ぞれ lPパッドと2Pパッ

ドで選択・決定してくださ

い。 1人で遊ぶ場合は、自

分が操作する力士を選んだ

あと、コンピューター側の

力士も lPパッドで選びま

す。力士選択が終了すると

対戦表が表示され、 lPパ
ツドのスタートボタンで取

ざ麟歳
相手力士を土俵の外に出すか、相手力士のライフを0にす

ると 1回勝ちとなり、勝った力士の軍配が 1つ点灯します。

このようにして最高 3回までの取組を行い、ききに2勝 し

たプレイヤーが対戦の勝利者となります。

lPの力士名

2Pまたは00Mの力士名



★操作号疑は、すべてジやイヤー
が右を向いている場合です。

★技の操作説明の①Э③……の数

字は、その順番で方向ボタンを

押すことを表します。

走る

鏑←蝙

蝙→吟
進行方向に2回押す。

(2回 目は押しっばなし)

まわし取り

一定の間合いで

→中Cで前進しながらまわし取り。

←●Cで後退しながらまわし取り。

けたぐりと足払いを防御できる。

まわし切り

まわしを取っているときに

聰刈G箇撞わ
は

っ
け
よ



あしばら

足払い

きつ突ず
頭

走りながら(1ヨ)

がんせきくだ

岩石砕き

却
●

→●Aで前進しながらつっばり。

←●Aで後退しながらつつばり。

昨̈
　　０

→●Bで前進しながら張り手。

←●Bで後退しながら張り手。

十●鍋諦つ



地獄締め

そして

★地獄締めをかけられていると

と、早く技から抜けられます

はたきこみ

相手が突進してきたと

きに一定の間合いで…

るすだ打な連を

０
”

′て　
　
乱
　
。

そして
0

し くうねんどう は  ちょう

時空念動波 (超ねこだまし)

号尚ボタンを看固り

(ま たは左回り)に順

に押してからBボタ

ンを押す。

し くうねんどう は  そう さ  いちれい

………・〈時空念動波の操作の一例)………

そして
0

★方向ボタンの押し始めは、8方向のどこからでもOK。

方向ボタンをぐるっと1回転させるような感じで入力

しよう。

☆方向ボタンの操作は、右回りと左回りのどちらでもよ

いが、すばやく入力しないとジャンプしてしまうので

注意しよう。

あ婦盤iよ男う書を鶴れをし1議ち:lt



咆 由み會つているとこの鏡准に農I振)

投げ

出し投げ

そして
●

相手力士が投げ技に強い場

合、1箇の天男では農げられ
ないこともある。このような
男去が箱手のときは、農げ援
を綺農t災揚しょう」
・ただし、投げようとしてぃ
るうち|=占券の1まうか農げら



密F鸞輻蕗̀響鰈晰蠅鶉撃Lな象筆■畢鐵塀餞輻螂管ギ隕骰 鮮鱚輻難

磋ジヤンプしているとこの技

強
引
―
―

饒主援離の曇作考選(Aボタン撞分)

組み合った状態で一方の力士が土俵際に追いつめられたと

き、Aボタン連打による土俵際のせめぎ合い、投げの打ち合

いができます。 (せめぎ合いや投げの打ち合いになると、攻撃

側も防御側もAボタン連打のみで、技はかけられません)

◆ i俣離のせめぎ香い
追いつめられた力士の足

が徳俵 (土俵の右端と左端 )

についているときに、追い

つめた力士が「がぶり寄り」

をかけると、力士たちの色

が変わってAボタン連打が

できる状態になります。

籠
のとき、進いっ

りたI士厳

撃側)がAボタンを連打すると、

さらに相手を攻めて土俵の外へ

出そうとします。

響
いつめら,有力士 (防q侭

リ
がAボタンを連打すると、相手

の攻撃をしのいで土俵の中央ヘ

押し戻そうとします。

0圭様離での豊げの身ち各い
土俵際に追いつめられた

力士が逆転の投げをかけよ

うとすると、両者の投げの

打ち合いになります。

思い切りAボタンを連打

飛翔もろ手突き

(力士によつては使えません。)

ジャンプ中に

+0曲詢
方向ボタン①は、右または左のどちらでもOK。

あ
―

―
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予艤斃24人の力士たちが登場!:

このゲームのlP PLAYに 登場する力士たちは、総勢24

人。力士たちはそれぞれ得意な戦い方やクセを持つている。

ワンパターンな戦法では、播磨灘が70連勝を達成することは

できないのだ。

また2P PLAY(対戦モード)では、そのうち15人の中か

ら好きな力士キャラクターを選択できる。

t」 iltttllilJi:と、ljlil嚢 轟 授を島つ

ているが、このほかに「鬼神舌レい」と呼ばれる必殺技も存在

するらしい。

しかし、いつたい誰がこの必殺授を使うのか、また、この
技の操作方法など、その一切は謎に包まれている。

‐mttiIRF筆鯉鸞燿鸞
鸞諾藁REな資|ず鷲|



穐撲遣を糧めた芯・農・株光業の場緩繭。理飽を軸にし
て円を描くような「円の相撲」を得意とする。



南国出身の巨漢力

圭.裏颯がら箱渓
界に入り、厳しい
憤讐に耐えて白朱
あ菌晨。穐渓にき
けこもうとする男。



不動明王をおのれの
等萎神と捨暴して戦
ぅ男圭。生様への熱
意と愛着は、人並み

以上に強い。グーム

灘と同

藍||1拳1単



幕内最軽量力

士なれど、大

関時代の播磨

灘に2度苦汁

を飲ませたこ

とのある角界

の牛若丸。



●電源OFFをまず晴認.′

カートリッジを抜き差しすると

電`  きは、特 器
のパワースイッ

チをOFFに し

ておいてくださ

い。

●カートリッジは精密機器′

落とすなどの強いショックを

与えないでくだ

さい。また、分

解は絶対にしな

いでください。

●保管場所に注意して/
カートリッジをイ呆管するときは、

極端に暑いとこ

ろや寒いところ、

湿気の多いとこ

ろを避けてくだ

さい。

●端子部には触れないで/
カートリッジの端子部に触れノ

り、水で濡らし

たりすると、故

障の原因になり

ます。

●ゲームで遊.ミ tときは

ゲームて遊 ζヽときは、部屋を明

るくし、なるべくテレビ画面か

ら離れてください。また、健康

のため、 1時間ごとに10～ 20分

の休憩をとり、疲れているとき

や睡眠不足でのプレイは避けて

ください。

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。

● ● ● ● 健 康 上 の ご 注 意 ● ● ● ●

ごくまれに強い光の刺激や点滅えテレロ画面などを見ていて、一時

的に筋肉のけいれん・意識の喪失等の症状を起こす人がいます。こ

うした経験のある方は、ゲームで遊。Sヾ前に必ず医師と相談してくだ

さい。また、ゲーム中にこのような症状が起きたときは、すぐにゲ

ームをやめ、医師の診察を受けてください。

社

　

店

店

店

支

支

支

幌

西

多

本

　

札

関

博

〒 144東 京都大田区羽田 l-2-12 お客様相談センター

フリーダイヤ |レ 面 0120012235受 付時間 月～金 10:00～ 17:00(除 く祝日)

〒062北海道札幌市豊平区豊平五条 3-2-34 8011(841)0248
〒561大阪府豊中市豊南町東 2-5-3 806(334)5381
〒810福岡県福岡市中央区白金 2-5-15 8092(522)4715

… …修理を依頼されるときは、

下記または各支店までお申しつけくださぃ。

佐倉事業所 HE補修管理課

〒285 千葉県佐倉市大作 l-3-4 8043(498)2610(直 通)


