


このたびはナムコツトのメガドライブ用カートリッ

ジ「□一リングサンダー2」 をお求めいただきまして、

まことにありがとうご

ざいます。プレイの前

にこの取扱説明書をお

読みいただきますと、

より楽し<遊ぶことが

できます。
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タイトリレ画面のときに、スタートボタンを押す

各ラウンドをクリアす

るとノヽスワードが表示さ

れます。必ずメモをして

おきましょう。PASS―
WORD画面で各単語を

組合せてスタートボタン

を押すと、続きのラウン

ドからスタートできます。

▲アルバ トロス

イラを選びます。2Pは自動的 ミユ~ジツクモードを選択

に選択さねます。

[MUSiC MODE]
ミュージックモードを選J3i

と、ゲームに使われている18

種類の音楽を、CD感覚で選曲

できます。

▲レイラ

SELECT  YOUR
Å嚇 十 の凸首が島たら、号

向ボタンで主人公を選べます。

アルバトロスか、レイラのど

ちらかを選びます。ふたり用

のとき1調 Pが選択すると2Pは

自動的に選択されます。

⑤

とモード画面が出ます。方向ボタンの上下で選ん

で、スタートボタン

で決定して<ださい。

6f崩 十を除 ヒプ

レイヤーキヤラクタ

ー (主人公)を選択

する画面が出ます。

[ひとり用]

4 PLAYERを選ぶと主人

公を選択する画面が出ます。

方向ボタンでアルバトロスが、

レイラを選んだらゲームスタ

ートです。

[ふたり用]

2 PLAYERSを 選んで、

lPはやはリアルバトロスかレ

▲方向ボタンの上下でひと

り用、ふたり用、あるいは

して<ださい。 ▼i、 たリプレ

④



き ほ ん そ う

屁

ポーズをかけます。

差岩:塁入パの
箸への彦銘と、
岩への滋銘およ
びジヤンプ時の

移動。

ジヤンプします。この

とき方向ボタンの左右で

ジヤンプする方向を選べ

ます。

◎ボタン+上 :

高いジャンプができま

す。建物など、上の階の

手すりのあるところに登

るときに使います。

◎ボタン+下 :

建物など、上の階の手

すりのあるところから飛

び降ります。

王 :ドアの星首で鼻

すと中に入れます。

壁の<ぼみなどでは、

体を隠すことができ、

敵や敵の弾丸から身

を守ります。

下 :弾丸をよけると

きなど、しゃがむこ

とができます。

②

④ボタンは使用しません。



そ う さ かつ どう

マップの最後まで移動し、画面内の敵をすべて倒し

たら、各ラウンドをクリアできます。クリアすると残

り時間、残弾数、残

リライフポイントが

クリアボーナスとし

て精算され、得点さ

れます。

看板のついているドアに入ると、弾丸を補綸できま

す。弾丸がな<なると運射できな<なります。看板は

4種類あり、その中に入る

と看板にある武器を持つこ

とができます。ミスをする

と特殊武器はな<なります

が、弾丸数は40発からのス

タートになります。

主人公には2ライフポイントが与えられています。

殴られると1ポイント、被弾すると2ポイントのダメ

∵ジを受けます。なお、敵と接触しただけではダメー

ジを受けません。ダメージを受けると青いメーターが

ポイントをとられる度に赤<なり、すべて赤<なると

1ミスで、豊災公をひとり失います。穴に落下したと
きや、制限時間が 0になつても同様に 1ミスです。主
'ん

こう  ぎんすう

人公の残数がな<なるとゲームオーノヽ一です。

どちらかの主人公が 1

ミスしても、残数があれ

ばマツプの途中で復活で

きます。なお、 1～ 2画

面先の位置に復活するた

め、もう一方の主人公は

その間ひとりで戦わなけ

ればなりません。さらに

片方がゲームオーバーに

なつても、もう一方に残

数があれば、ミスをした

方のOボタンを押すと、

分けてもらうことができ

ます。

[看板]

▲ショットガン

◎



[MiSSiON l]

[機密コード :」 C―KAL:
ローリングサンダー宛 :オメ

ガより]

待菫建嶺曇作に餡する罰豊

の結果、武器商人のギムドー

なる人物が浮び上がつた。ギ

ムドーはマイアミの別荘に滞

在しているという報告だ。早

急に調査に向かつて<れ。

[MISSiON 2]

[機密コード :」 C―KAL:
オメガ宛 :ローリングサンダ

ーより]

鶴ηは入遷災嵩と態ゎれる
多数の兵士に通遇し、これを

撃退した。その兵■の各基は、
ゲルドラの「マスカー」に酷

似している。壊滅したはずの

ゲルドラと何か関係があるの

か?

EMISS10,
アル バ トロ

ス :「さあ、

パーティーの

始まりだ」

レイラ : rプ

レゼントは銃

弾でキマlJn」

[MISS10N 4]

[機密コード :」 C…KAL:
オメガ宛 :ローリングサンダ

ーより]

警天したギムドー醜策にて、
島十称毎量島を実質。しかし、
大量衛菫機撲罪 との置襲の
結びつきはいまだ明らかでは

ない。調査を続ける。
▲マスカー

▲ハイマスカー



[MISSiON 5]
レイラ :「コンピ

ュータゲームのつ

もりかしら?」 ア

ルバトロス :「運

中そんなに遊びた

いなら、死ぬまで

俺がつき合つてや

ろうか」

▼ヴアム01

[機 密 コー ド :」 C‐

KAL:オメガ宛 :ローリ

ングサンダーより]

ドーム簡には菫錫學聯奨競
がある。霰戦謡賞は簿浮審確
動物から合成されたアンドロ

イドだつた。ギムドーはこの

技術をグルドラから得たに違
いない。調査を続ける。

⑫ ▲ハイドロマスカー

▲エレキマスカー

[MISS10N 7]

[機 密 コ ー ド :」 C―

KAL:オメガ宛 :ローリン

グサンダーより]

エジプトのギザ (クフ王の

ピラミッドがある)に至」着し

た。これよリギムドーの足跡

を追う。

⑬



[MiSS10N 8]

[機 密 コー ド :JC…

KALiローリングサンダ

―宛 :オメガより]

未確認人工衛星が、世界

各由の讐脳が笠いを結尋し

あつている映像を放送して

いる。世界は大戦勃発の危

機にある。おそら<コンピ

ユータシミュレーションが

使用されているのだろう。

電波信号はギザから送信さ

れている。調査せよ。全世

界は混苦ししている。

[AlliSS10N 9]

レイラ :「雑魚はもうた<さんよ」

アルバトロス :「 じやあ、ツタンカ

ーメン大王にでも、お出まし願おう

か?」

▲モールマスカー

[MiSS:ON10]

[機 密 コー ド :JC―

KAL:オメガ宛 :回一リ

ングサンダーより]

各国から集められた兵

器のl16納 庫を発見。どれ

もリモコンイじされている。

ギムドーの最終目的はこ

れらの兵器で世界各国を

対立させることだろう。

何としても阻止せねばな

らない。

ギムドー :「立ち寄つてくれて

ありがとう。事前に連絡してい

ただければもつとよかつたのだ

が…。今夜のディナーはチキン

だが、君達がそれまで生きてい

られないのは残念だよ、フルバ

⑭

[MISSiONll]

トロス君」



マスカーの輝潮ツチは、
しゃがんでいれば当たりま

せん。マスカーが出現した

ら、タイミングよく「しや

がみ撃ち」をすれば安全で

す。

★ ★ ☆ ★ レfラの⑫情報 ★ ★ ★ ★

①各ラウンドに 1個づつ、隠し1∪ Pがあるわ。いろん

なところを撃つてみて。「SPEC:AL」 の文字が出

て、残数がひとつ増えるわよ。②それから、看板のつ

いていないドアにも入つてみたら…、いいことがある

かもしれないわ。(ライフ増tll、 時間増力0)ガンバッテネ。

●カートリッジを抜き差しするときは、懃ず本体

のパワースイッチをOFFに しておいて下さい。

ノi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。

●カートリッジの端子蔀に触れたり、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

て下さい。また、分解は絶対にしないで下さい。

●カートリッジを保管するときは、極端に暑いと

ころや曇いところを通けて下さい。置射旨晃の
当たるところやストープの近 <、 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<ときに、シンナーや

ベンジンなどの薬品を使わないで下さい。

●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時間ごとに

10～20分の休憩をとって下さい。またテレビ画

面からなるべ<離れてゲームをして下さい。

●メガドライプをプロジェクションテレビ (スク

リーン投彩方式のテレビ)に接続すると、残像

光量による画面焼けが生じる可能1生があるため、

接続しないで下さい。


