


この度 はメカ ドライブカー トリ

ッジ 「ア トミ ック ロボキ ッ ド」

をお買 い上 げ頂き、誠 にあ りが

とうこさ いま した。 ゲーム を始

める前 に、 このマニュアル をよ

くお読み下 さ い。
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覆機能を贅め単泉茨
'蒟

な存当方を得、哉る箸は稽 殖機能を持ち、支、哉る署は麗

虫とのハイフリットのプヽイオマシー ンとして神の倉J造 し得なかつた新 しい生命を

得て、地底の闇の中に大迷宮を築き上げてお り、更に其れは拡か つて行きっっぁ

りました。
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此の地底の大迷宮から遠く離れた空の上で、今一つの変化か始まろうとしてい

ました。

此の地には一部の神を信じる科学者達か神の導きにより、人類の最後の希望を

託して、科学の粋を集めて作り上けた空中の巨大シェルター「箱船」が有り物語

は此処から始まるのです。

「箱船」は汚染された雲の上に、静かにまるで昌の様に浮かひ、其の大きな透明

のトームの中は雲の下とは違つて温暖で静かな世界で、花か咲き、小鳥か飛び、

小 動物達が自由に跳ね回り……しかし何処にも人間の姿は見えす、此の壮大な叙

事詩の主人公…アトミック 回ボ キットだけ。

アトミック ロボ キットは此の楽園の旧式な機械仕掛けの番人。

アトミック ロポ キットは動物達の良い遊び相手。

アトミック ロポ キッドはいつも花に水をやる。

アトミック ロホ キットはパケツをひっくり返した様なとはけた奴。

或日、アトミック ロボ キットか曼珠沙華の花に水をやつていると、何処か

らか誰かの声か聞こえて来ました。

「ロホ……ロホ……」

アトミック ロホ キットか辺りを振り向いても誰もいません。たいたい此の

数百年人間とも他のロボットとも会つた事が有りません。

声はアトミック ロポ キットの頭の中から聞こえて来ます。「タレテスカ?」

アトミック ロボ キッドは空に向かつて問いかけました。

「ロボ……久し振りだね。」見えない声の主が答えます。「ロボ……私の頼みを聴

いて欲しい。アルバート博士達は私の意志に側て此処を作り、人々や動物運を集

め、地上から殆どの生き物か消えてしまつてからも此処だけは全て上手くいつた

様に見えたが、おまえも知つての通り、何故か生れる子供達か少なく人間違は段々

に減つて行き、遂に誰もいなくなつてしまつた。」見えない声は大きな溜息をつき

ました。
r今生き残つている人間は此処の神殿の中にコールドスリープ装置で眠る暑暑と

……此処と同じ様な目的でエイモス博士か作つたシェルターで眠る「イヴ」だけ

だ。」

「オモイダシマシタ。……カミサマ……」アトミック ロボ キッドはずっと前

にも此の声を聴いた事が有りました。正確に云えば此処のマザーコンピューター

「聖なる母」として議墓、其のメモリーかロボにインブットされているのでした。
「ワタシノシメイ八ソノオトメヲ……」

アトミック ロポ キットが喋ろうとするのを遮るように神の声が聞こえて来
ます。

「エイモスのシ ェルター はもう少 して拡大 し続 ける大迷 宮 に呑み込まれて しま

うし、大迷宮の中を通る しか道が無いのた。人類を藪 つてや りたいが……此処か

ら彼女を救い出すのはとても難 しいだろう。私 は只の意志だけの存在で何も して

やれない……」

二人の間に沈黙が拡か りました。長い沈路の後ア トミ ック ロボ キ ットが大

きな目をキラ ッと光らせて決断 しま した。

「カミサマ……イ ッテキマス。」神の声は何も云いませんで した。

そ してフ トミ ック ロボ キ ットの書僣の旅が始ま ります。地底の大迷奎は羞

雑 に入 り組み、闘うことだけをインプットされた機械 曇産が一斉 に来る ことで し

よう。ア トミ ック ロボ キ ッドの運命や如何 に P



このゲームは一人用です。

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 して下さい。本体にカー

トリッジを差 し込み、スイ

ッチを入れるとス トー リー

紹介が始まり、タイ トル画

面となります。ここでスタートボタンを押すと写真 1のよ

うな画面が表示されますので、START(ゲ ームスタート)

かOP丁 10N(オプション画面)のどちらかを選択して、

もう一度スター トボタンを押してください。

■スター トボタン

ゲームのスター ト及び

一時停止

■方向ボタン

ロボキ ツドの移動

■Aボタン

攻撃
■Bボタン

ウェポンの選択・ジャンプ

■Cボタン

使用 しません

方向ボタン

ボタン

ボタン

ボタン

ポタン

ゲームの難易度を変えるこ

とが出来ます。方向ボタン

を上下に操作 して選択 しま

す。A,B,Cの 各ボタン

は使用 しません。

▲写真 1



主人公である「ロボキッド」を操作して数々のエリアを進

んでいくシューティングゲームです。エリアは通常エリア、

バトルエリア、ボスエリアと 3つに分かれています。途中

得ることの出来るアイテムをうまく使いこなし、襲いくる

敵モンスター (機械虫)の猛攻を突破していきましょう。

)スタート直後の画面

スタートしてすぐのロボキッドは、攻撃することはできて

も空を飛ぶことはできません。ジャンプして敵を倒すこと

はできますが、この先の戦いがとても不利なものになって

しまいます (写真 1)。 そこ

でまずやらなくてはならな

いことは、右はしに落ちて

いるフライパワー (ク リスタ

ル詳 しい紹介は10ページを

見てください)を入手しロボ

キッドを飛べるようにして

あげることです。この先の

上下スクロールのエ リアや

ボスエ リアなど身動きがと

れなくなってしまいます。

通常シューティングゲームは

敵のだす弾のほか、敵本体に

もあたってはいけないもので

すが、このゲームの主人公で

あるロボキッドは、敵の出す

3単以外ならなにと接触しても

やられることはありません。

ロボキッドはファイア、 3ウ ェイ、ミサイル、 5ウェイの

4つのウェポンを装着することが可能です。どのウェポン

にも長所短所がありますので、自分にあった使い方、また

地形や機械虫の特徴にあった

使い方をしましょう。また、

スピー ドアップ、バ リアなど

の特殊装備を備えることも可

能です。

ウェポン選択ボタン(Bボタン)をおしたままの状態で方向

ボタンをおすと、ロボキッドは一定方向をむいたまま移動

できるようにな ります。この

とき同時に攻撃ボタン(Aボタ

ン)をおすことによって、後退

しながら前方に攻撃できるな

ど戦略の幅もひろがります。



アイテムはスピー ドアップ、バ リア、ラピッドの 3つの特

殊装備と、ファイア、 3ウ ェイ、ミサイル、 5ウ ェイの 4

つのウェポンがあ ります。いずれもエ リア中に点在 してい

るクリスタルを入手することによって装備することができ

ます。ロボキッドがやられてしまった時は、使用中のアイ

テムのみ失われます。

クリスタルを撃つといろんなアイテムに

変化 します。さらに撃ち続けると次々と

変化 していきますので、必要なアイテム

を選んで取ることができます。
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ときおり飛んでくる「メタルバー ド」

を撃つと、クリスタルに変化 します。

エリア中に点在 しているものと同じ

く、さまざまなアイテムに変化 しま

す。

ノーマルのクリスタルを 4つ集めるとバリアが 1つ装備さ

れます。バリアは 3つまで装備することができ、敵の弾に

あたると 1つずつなくなります。

ロボキツドの移動スピー ドがアップします。ボスとの戦い

では非常に有利ですが、なれないうちはかえって制御が難

しいでしょう。

ぞくにいう撞場です。満災男のある機械笙に対して、業鵡

らしい威力を発揮しますが、一定時間でなくなってしまい

ます。
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るボスなどには有効でしょう。

員通力があり、壁の向こう側にいる機械虫なども倒せます。

攻撃範囲は狭いのですが、攻撃力が大きいので耐久力のあ

ナ

　

ー

ななめ上とななめ下、そ して前方にレーザーを発射 します。

上下から襲ってくる機械虫に対 して、最高の防御力があり す。横スクロールエリアでは最強の力を発揮しますが、射

程i芭議が造ぃのが難薫です。

一上下に攻撃できるウエポンであ り、また機械虫のだす弾

まで消 して くれ ます。

ロボキッドよりもさらに幅広なショットを前方に発射 しま



しゆるい

一エ リアは 3つの種類 にわかれるぞ一

「ア トミックロボキッド」では、機械虫の攻撃をかわ しな

がら出口をめざす 「通常エリア」と特定の機械虫と 1対 1

の撃ち合いをする「バ トルエ リア」、そ して超巨大な機械虫

のボスとの一騎打ちの場である「ボスエリア」の 3つの工

リアにわかれています。

ロボキッドを操作 して

右へ右へと進んでいき

ます。出口の前には耐

久力のある中ボスが待

ちかまえています。

上下に注意 しながら進

んでいきます。いきな

り敵や弾が振つてきた

り、下からの弾に追い

つめられたりと左右ス

クロールエリアより、

難易度が高 くなつてい

ます。やはり出回の前には中ボスが待ちかまえています。

特定の機械虫と 1対 1の勝負です。

先のエリアに進むほど機械虫は嵩
度な動きでロボキッドを苦しめま

す。うまくフェイントをかけなが

らたおしましよう。もしやられて

しまった場合は残リプレイヤーを

1機失います。

約 1画面分はあろうボスとの戦い

です。ボスのからだのまわりに付

いてるパーツや砲台を壊すことに

よって、始めてポスは弱点を見せ

ます。動ける範囲がせまいのでボ

ス本体や弾を誘導するテクニツク

が必要でしよう。ボスの動きには法則性があるので、パタ

ーン化することが勝利への近道です。
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ビッグエネミーと呼ばれるボスたちは、その名が示すとお

りとても巨大で耐久力のある機械虫です。炸裂弾やホーミ

ング弾をばらまきながら、おまけに触手までふり回しなが

らロポキッドをジリジリと違いつめていきます。
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メガ ドライブ初の超アクシ ョンRPG

し ようじょっ

使用上の

カー トリッジは精密機器ですので、とくに注意してください。
でんげん           かくにん

電源OFFを まず確認 /
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。

カートリッジはデリケート
カー トリッジに強いショックを与えないでください。、いつけ

たり、踏んだりするのは厳禁です。また、分解は絶対に しな

いでください。
たん じ ぶ     ふ

端子部には触れないで

カー トリッジの端子に角虫れたり、水で需らしたりすると、故

障の原因になりますの0主意してください。
|ま 力,ん ヤぎ しょ   ちゅう 0)

保管場所 に注意 して

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 トーブ

の近 く、湿気の多いところなども厳禁です。
やくひん  つか    ふ

薬品を使 って拭かないで
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。
あそ

ゲームで遊ぶ とき は

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時間ごとに10分～20いの休憩をとって

ください。また、テレ輌 からなるべく離れてゲームをし

てください。

一稀

二期待下さい:


