


このたびはメガドライブカートリッジ「サージングオーラ」を

お買い11げいただき誠にありがとうございました。

ゲームを始めるnil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。

い   きょつ ち ばう けん

プロローグ
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ヽ キャラクター

異 境 の 地 で の 冒 険 の 幕 が
壮大な物語と個性豊かで魅力あ.ヽ、れるキャラクターが

待つている異境の地への旅立ちが始まります。

まずは、この取扱説明書で予備知識を身につけましょう。
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6つ の呪法典
せ かtヽ   ことわり  つかさど

それは世界の理を司る
じゅほう みなもと     せい   ほうでん

呪法の源をなす聖なる法典

そして20年後……
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「ムウ、あなたが世界をようのです。J

尉 えに聞いた謎の声に導かれ、ムウの体は几知らぬ異塊の地ヽ

ムウの冒険が今、始まる。 【プロローグ】



Surging Aura

WORLD MAP
壮大な物語の舞台となる3大陸に点在する

町や村、城など計29カ所の重要なポイントを
しょうかい               い ち          おぼ

紹介しますので、その位置をしっかり覚えましよう。

[TOWNttViLLAGE]
●ヒドゥの町

②イスナンの町

0サ ラーサの町

0シ エシュの時
0チ ャハルの時
0フ ォルの時
0チ ャハンの町

0オルドーの村

0メ ディオの温泉町

⑩バンダムの村

0シエテの村

⑫ハリーフの町

0ヌ エステの町

0クアトの町

0イ ムの町

器 9)汀 明 嬌

ロタペスタンの城

ロニルフの援
■ハリーフの城
固ヌーハンの襲

遺 興 [REMAiNS]
0「固」の遺跡

②「念」の遺ltl

Or気」の遺跡

0「進」の導農
0「液」の遺跡
とう

釜:12,[R]
ロセーランの撼

砦 [FORェ早
ESS]

0サギルの砦
ろうごく

牢獄 [」A!L]

やなげきの牢獄



コントロールパッドの

基本操作
まずは基本操作方法を説明します。

始めにしっかりと把握しておいてください。

かく ホ めいt:| そう さ 11う にう

コントロー′レ ッヾドの各部名称と操作方法

まずはコント

本体のコント

しく接続して

ロープレ ッヾドを、

日―ル端子に正

ください。接続

方向ボタン

が終了したら、下記の表を参

考にして操作、ゲームを進め

るようにしましょう。

ゲームの始め方

タイトル回口でスタートボタ

ンをオ甲し「PUSH START

BUTTON」 を表示。ここでも

セープデータ (P15参照)がある場

合は、ゲームを再開することができ

ます。続きを行いたいデータを測 駄

Aか Cポタンで決定してください。

ゲーAオ…バ…

戦闘時にパーティカ詮 滅する

とゲームオーバーです。こα数

タイ トル曰口に戻りますので、

再びセープデータを選択、決

定して再開 してください。

う1度スタートボタンを手甲し

「START」か「CONTIN U E」

を選択、決定してください。

※3ボ タンのコントロープレ ッヾドでも操作方法は同じです。

方向ボタン キャラクターの移動//カーソルの移動

Aボ タン||||■ 選択コマンドの決定//会議凋倒べる

Bボタン 選択コマンド・国回のキャンセル

アイテム使用回回への切り替え

0ボターン 選択コマンドの決定/会話/調べる

ゲームの始め方と

ゲ甲ムオーバ‐
ここでは 2種類のゲームスター トの方法と

ゲームオーバーについて説明します。

できます。「START」 にカーソルを

合わせて決定することで、オープニ

ングプロローグが始まります。

スタートボタン

スタ■ トボ|タ
ーン  ゲームスタート



アイテム使用画面
アイテム使用画面では、道具の使用、装備、

ゎ#ζ ィρ彎饗雲彗離1帝清 えます。

画面の見方と操作方法を覚えましょう。

アイテム使 用 画 面 の 見 方

通常画面でBボ タンを押すと、

右のアイテム使用画面が表示

されます。ここでは各キャラ

クターの状態が確認できるほ

か、全 6つのコマンドを実行

することができます。再Uヽ

Bボタンを押すことで通常画

面に戻ることができます。

■コマンドアイコンの使用法

6つあるコマンドアイコンの

配置を図式化したものが、右

の図です。実際の操作方法は、

方向ボタンの下を押すたびに

赤い矢印の順番に、上を押す

たびに青い矢印の順番にコマ

ンドが表示されます。使用し

たいコマンドを表示させたら、

Aか Cボタンで決定。すると、

各コマンド画面に切り替わり

ます。アイテム使用山口に戻

る場合はBボタンです。

10
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'1鮮
ム・l・ 雌質りにヒ薦|

″ユを編

アイテムを使うことで、HPやMPの

回復、ダンジョンなどからの脱出が

できます。まずは、方向ボタンで使

用したいアイテムにカーソフレを合わ

せて、Aか Cボ タンで決定。次に対

象キャラクターを選択する必要があ

れIよ 方向ボタンの左右で選択して

から、再びAか Cボタンで決定して

ください。なお、使用可能なアイテ

ムは自で、使用不可能なアイテムは

グレーで、それぞれ表示されます。

田
'ヾ

=ディあ斃騒‐ |‐
ァィテム歯首では各キャラクターの状態を
表宗:さらに詳しい状態を知りたい場合は、
ス■

=タ
ス(Pl修窯)を選択、

1実

楚します。
群 ャラ́夕■濃      ‐

②中ャラクタ‐の名前    |
0キヤラクターのレベル

●HP(■ットポイジト

'の

場勧L/灘
OMI(マジツクポイント

'の

貌稚准/叢実准
※

'0″

はムうのみ製宗される墳省です。

2ヨ●ンドアイコン

コマンドには「道具」「呪法」「ステータス」「捨てる」「呪窪リスト」

ぃ:百子栞翼
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鑽在、パニティが競替してぃるお答の燃儀が装祟されますもお釜は、
モンスターを倒すことで得ることができます。

LT
|        ‐      はいれつ

コマンドアイコン
ー
の配列



すでに修得斉みの呪法で主に

回復系の呪法を使用すること

ができます。方向ボタンで使

用したい呪法を選択、AかC

ボタンで決定してください。

また、アイテムの使用方法と

同様に対象キャラクターの選

択が必要な場合は、方向ボタ

ンの左右で選択、A、 Cボ タ

ンのいずれかで決定してくだ

ターを選択し、AかCボタン

で決定することで、そのキャ

● レベル とEXP確麟 組 )

上から順に、キャラクタこの名

前、現在のレベル、現在の経験

値、そして次のレベルアップに

豚曇な経験権が雲宗されます。
「NEXT」 が0になった時点

で、レベルアップします。

0能力値

各キャラクターの

鍵掲権さす。潰首

は全 5項目 (右記

参照)。 この 5つの

能町権は、レベル

アツプ時や装備変

更時に変化します

ので、しつかり把

握しておくとよい

でしょう。
さい。また、呪法は、アイテ

ムと違い、使用可能なものし

か表示されません。

'''|二

の標態を建罰

ラクターの状態確認ができま

す。また、武器などの装備も

ここ節 います。

攻撃カ

敵に与えるダメージの大きさ

防御カ

0選択アイコン‐

ステータス画面の右上には、さ

らに選択アイコンが 2つあり、

装備と所有している貴重品の確

認ができます。方向ボタンの上

下でアイコンを選択、AかCボ

タンで決定してください。

③ 鶏
装備の変更が行えます。方向

ボタンの上下で選択、AかG
ボタンで実楚です。なお誰も
襲備していないもの|ま旨、占
分が現在、装備してぃるもの
は赤、ほかの人が装備してい

るものはグレ‐で表宗。装備
を外す場合は装備中のものを

選択、決定してください。

闘 尺アイコン酉己列

皿 r田

::::]::ri:「
:

さらょうひん

貴重品

ゲームの進行上、必要不可欠

なアイテムが表示されます。
②キヤラクターの状態
HPの現在値と最大値、MPの現

在偕と叢実偕赫 。力iぇて■
ャラクターの状態も把握するこ

とができます。ステータス異常

が無い場合は「正常」、ある場合

はその症状が表示されます。

0装備状況
貌程、キヤラク多二が襲鵬してぃる岳轟や陽真が装宗され誅す。

淵 朧    

‐ ‐

現在、所有 しているお金の総額が表示されます 6

攻撃をかわす能力

つの行動を起こすまでに費やす時間

方向ボタンの左右でキャラク



不用となったアイテムを捨てること

ができます。まずは方向ボタンで捨

てるアイテムを選択、Aか Cいずれ

かのボタンで決定してください。す

ると、確認のメッセージが表示され

ますの(本 当に捨ててもいい場合

は「はい」を、捨てない場合は「い

いえ」を選択、再疲、AかCボタン

で決定してください。アイテムを捨

てる場合は、間違えのないように注

意して行うようにしましょう。

所有している呪法を確

認することができます。

方向ボタンの左右で属

性を、上下でレベルを

それぞれ選択してくだ

さい。次に、Aか Cボ

タンを押すとカーソル

が合っている呪法の詠

唱時間と効果を確認す

ることができます。特

に使うタイミングを間

違えると、ピンチを招

く:硝日生のある回復系

呪法の詠唱時間は、 し

っかり把握しておいた

ほうがよいでしょう。

1イ

を確認

ゲームデータの保存を行うことがで

きます。方向ボタンでデータを保存

したいファイルにカーソルを合わせ

て、AかCポタンで決定してくださ

い。Bボタンでキャンセルです。

ロセーブはフイール ドで

セープはどこでもできる

というわけではありませ

ん。町や城の中、ダンジ

ョンなどではセープが不

可能となつています。デ

ータを保存するときは、

必ずフィールド上で行う

ようにしてください。

呪法リストには、呪法の詠唱時間と

効果確認を行う以外にも、もう1つ

利用法があります。呪法リストを閉

じる直前に合わせた呪法は、次の戦

闘時に呪法を選択したとき、真っ先

に表示されます。このシステムを利

用すれば、あらかじめ使いたい呪法

を設定しておくことができるという

わけです。戦闘をスムーズ、かつ効

率的に進めるためにも、あらかじめ

この使用する呪法の設定を行つてお

くとよいでしよう。



戦闘システム
呪法やリアルタイムバ トルといった

独特の戦闘方式を持つ「サージングオーラ」。

ここではその戦闘システムを紹介します。

●敵の呪法詠唱表示
敵が現在、詠唱している呪法が

表示されます。

②呪法詠増モンスター
呪法を詠唱中の敵の頭上には三

角のマーカーが表示されます。

0主人公の呪法詠唱表示
ムウが騎程、諒増してぃる晩窪
が表示されます。

OHげ ―ジ

HPの残りをゲージの形として表

示しています。緑の部分が残り

のHP、 赤の部分がダメージによ

って減ってしまったHPを意味し

ています。仲間のゲージはそれ

それ、顔のグラフイツクの下に

表示されます。ただし、ムウの

HPゲージのみ、中央やや左に表

示されます。

0コマン ドアイコン

各キヤラクターの行動を決定す

るアイコンです。各キャラクタ

ーことに5種類ずつありますが、

ムウと仲間のアイコンでは若干、

種類がことなります。

OMげ ―ジ
ムウの残りMPをゲ=ジの形とし

て表示。HP同様、緑が残りの、

赤が減少したMPです。

中 アイコン

ムウのコマンドアイコンにある

「呪法」を選択した時にのみ表

示されます。中央が選択した呪

法のレベル、その外側の6つの

円が各呪法の属性を意味してい

ます。詳しい操作方法はP18を、

効果などについてはP23からの各

説明をそれぞれ参考にしてくだ

さい。

戦闘画面の見方と

バトルシステム

「サージングオーラ」の戦闘

はリアルタイムで行われるた

め、すばやい判断が必要とな

ります。そのためにも画面に

どのような情報がどこに表示

されているのかを、しっかり

把握することが大切です。こ

こでは、その戦闘回向の見方

などを紹介します。

し ようほう

■コマン ドアイコンの使用法

戦闘中に表示されるコマンド

アイコンは「防御」「呪法」「護

衛 峰 、魅 れ 殖 具Jの

全 6種規 「呪法」はムウ専

用、「護衛」はイ中間専用のコマ

ンドです。コマンドの実行は

方向ボタンの左右で行動を起

こすキャラクターを、上下で

コマンドの種類を選択、Aか

16

Cボ タンを押せ
`よ

行動を起

こすための待機時間に突入し

ます。この待機時間中にコマ

ンドを入力すると、待機時間

が再度、 0か ら始まりますの

●コ意してください。また、

「戦闘」「螂 ュ「護衛」は行動

実行後、自動で同じコマンド

が継続実行されます。

コマンドアイコンの配列

卜J卜男嵩ボタンの下を|すことをコマン

レJ卜男問ポタンの工を押すことでコマン

▲

― レ

ー

レ ー

ドカ鴻 言‖コ
`り

に回転

ドカ滋捕‖コリに鴎



媚 臨 躊 靡 輻 輻 蛛 議1豪郷窪殿
すべての行動をやめて、防御態勢を

取り、敵の攻撃によって受けるダメ

ージを軽減することができます。な

お、ムウは戦闘突入直後のコマンド

が常にこの「防御」になっています。

〕RAか Cボタンで実行してくださ

い。呪法によっては対象キャラクタ

ーの設定が必要な場合があります。

また、呪法は後方の敵にも有効。た

だし、詠唱中にほかの呪法を測 熙

決定すると現在、詠唱中の呪法がキ

ャンセルされます。判闘終了時に選

択していた呪法は、次の判闘に突入

した時、最初に表示されます。

■呪法を打ち消す

Aか Cポ タンで決定 して くだ

仲間のキャラクターがムウをガード

します。ムウが受けたダメージを、

そっくり護衛中のキャラクターカ号:

き受けてくれるわけです。ムウが呪

法を詠唱中に行うとよいでしょう。

さし、標的である敵が倒れる

と、自動で別の敵に攻撃を行

うことになります。

敵の諒橿帯の硯選を身ち
浩す号選があります。ま
す、観選誤遭甲の議にダ
ス=ジを等えます。する
と●競選の獣遭が樺上。
とあ謀橿停上甲に青農、
ダメージを与えれば呪法

を打ち消せるのです。

田霞黎首標の製
まずは攻撃する敵を選択、決定しま

す。ここで後方の敵を標的として設

定することもできますが、遠距離用

の武器がない場合は、自動的に前衛

の敵を攻撃することになります。

2班蒲畠
1度、「攻撃」のコマンドを入力する

と、戦闘終了まで自動で攻撃を行う

ことになります。標的を変更する場

合は再度、「攻撃」コマンドを選択

し、標的の設定を行つてください。

口鞍縦
敵を全滅させると戦闘終了。なおムウ以外のキヤラクターは戦闘

終了時に「攻撃」「護衛」「防御」を選択していた場合、次の戦闘

に突入した時に、そのコマンドが継続して設定されています。



戦闘から離颯憲 敵から逃げることが

できます。「ibLJを実行するまでに

は、待機時間がありますので、最も

行動速度の速いキャラクターで実行

するようにしましょう。

戦闘中にアイテムを使用することで

HPな どを回復することができます。

「道具」を選択、決定 してアイテム

ウィンドウを表示したら、方向ボタ

ンで使用アイテムを選択、Aか Cボ

タンで決定 してください。選択アイ

テムによっては、対象キャラクター

を選択、決定する必要があるものも

あります。また、アイテムを側明す

る場合は、待機時間がないため、即

使用が可能となっています。

お店ガイドと

情報収集
ここでは町や村にあるお店と

情報収集の方法について説明します。

=「■■ |

11111

□稽農
I‡:::l畿

暴ノ鶴真豊
撃闘で傷つt減夕したHPや消

費レ在MPを回復することができ

る場所です。また、行動不能と

なつてしまったキャラクターも

宿屋に泊まることで回復させる

ことができます。

H巳色回復する薬や、ダンジョン
脱祟用のzイテム、アクセサリ

=類
を購入するF立ができます。

駆1:よ 3てはヽ 貢擦をりさずに
宿辱,中などで道具を売つてい
る場合もあります。

や
屋

時
法

い
呪

や
屋

ぐ
具

お
道



宿屋の中にあるカウンターの前に行

きAか Cポタンをオ甲します。すると、

泊まるかどうかを聞力れ ますのr・「は

tヽ」を選JR決定。「いいえ」かBポ

タンでキャンセルできます。

■武器/防具屋。道具屋・呪法屋の利用法

カウンター越しに立つ人に話し力ヽ す

ると「買う」「売る」「出る」が表示さ

れますので、いずれかを選択、決定

してください。売買の方法は下記の

各項目を参考にしてください。

呪法シス私 と

各呪法紹介

表△公ムス2伸烈風携の流テムと
6属性、36種類ある呪法を紹介します。

方向ボタンの上下で売却したい商品を選択、AかGボ

タンで決定します。ただし、グレーで表示されている

ものは、装備中なので売却できません。これらのアイ

テムを売る場合は装備を外してください。

方向ボタンの上下で購入したい商品を選択、AかCボ

タンで決定します。武器と防具を購入するときは、画

面右に装備可能なキャラクターが表示されます。また

持ち物がいつぱいの時は、商品の購入はできません。

呪法には「固」「光」% 「れ

「闇」「デ動の6属性がありま

す。その効果はレベルによっ

て、さまざまですカミ戦闘時

などでは絶大な効果を発揮し

ます。

■同―レベルにおける呪法の配置

呪法の各属性には、それぞれ

レベル 1から6ま で計6つの

呪法があり、その総数は36に

もなります。しかも属性の違

いはあるものの、同一レベル

の呪法は同じような効果を持

っているのです。レベル1か

ら6ま r・ll贋に、攻撃系、防御

系、回復系、補助系、そαL
カウンターといった順 番で

す。戦闘画面では、この系統

が色分けされて表示。攻撃系

は自、回復系は緑 カウンタ

ーは赤、それ以外はグレーと

いった具合です。この色分け

を覚えておくと、戦闘時に使

用したい呪法の選択をスムー

ズに行うことができます。

織

カウンター
彗層置IIIE

購入画面から抜け出すことができます。方向ボタンで

「出る」を選択、AかCボタンを押してください。ま

た、直接、Bボタンを押しても同様の効果があります。

情報収集の方法

立ち寄る町々で聞く情報はどれも重

要な物ばかりです。人に接触したら

AかCボタンを手甲してください。扉

を開けたり、物を調べる時も、同様

に1彙作します。
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呪法表の見方

戦闘中に表示される呪法選択

アイコンや、アイテム使用画

面で表示される呪法リストを

図式化したものが、下の呪法

表です。同じ属性の呪法は一

直線に、同レベルの呪法は同

軸円上に配置されています。

各数字と右記の各呪法が対応

していますので、呪法の位置

を手B握しておきましょう。

ゆ
表

」
覧

壁』
法

い
呪

０
０
輪

ご

●バルグ

0グルハネ

0ズ ド

②ディワル

0イスタダン

0ジャハン

%
(

呪法の系統

●簑寒紫
②防御系

0回復系

0補助系

0その他

0カウンター

●バド

0ボリテキ

0ディル

②ホナーク

0ザーイフ

Oアブル

一一一液
口

●ゼルゼレ

0ザーム

0ハ ビタン

②アプシャル

0グルヤチュ

0バルフ

●ニメシャブ

0タズリグ

0チェラ

②バム

0サウト

0ホーシド

〆
●トゥフャン

0ビマレスタン

0コジャー

②ガーレ

0ズ ドボゾルグ

0カルダン%●
０
０
０

1目 |

1サ■11

●サングバラン

0アマレジャ

0ペイマ

②サーレ

0メーラパン

0ナルム

カウンターの莉用暴
各居陸の呪法には、カウンターというレ

ベル6の呪法があり、詠 唱したカウンタ

ーと同じ居性の呪法を無効にすることが

できます。呪法による攻撃、ステータス

異常などを防ぐのに有効です。

1光||
【|■シ■ン1

一急

1闘 |

【タリタ】

■,'ん||

ぶ:



ひかり 光の属性を持つ呪法です。

】由1権[:数駐隼
【ローシャンl _に変換します。

き魯一

気の属性を持つ呪法です。

形としては見ることので

きないさまざまな気を操

ることができます。

バルグ

消費MP=17
詠唱時間=4

員の最雲現懸です。護男な箇k勢こ準力了イ

婁チを作り出し、スンダムで複数の敵を切り
刻み、ダメージを与えます。

ディワル

消費MP=20
詠唱時間=4

光の防御呪法ですた光の勝婁倉り舅歳てゝパ
ーティ全体を包み込み、防御力を数段、上げ

ることができます。

魯8咆薪I段 曾凝瀧鎧榛或
ます。

蒻
ダルハネ

消費MP=22

詠唱時間=4
事の日復呪済Fす8,選↑な光の粒子を体内想
呼び込み、肉体を測 trL、 パーティ全員の体

力を回復することができます。

員の箇i罰纏です%体駒号流れる気を増実す
るこ嘉氏よってヽ 味方1人の体力をわずかな
がら回復することができます。

イスタダン

消費MP=34

詠唱時間=5
光の回復呪法です。頭上に集めた光を、体に

購
り
注ダ

せ
看ま

とで、戦闘不能状態にある味

方を1人、回復することができます。

員of詳茄寛渓恥 鷺ヽ 爵 をれ ょう

F出繰奈
せて、敵 1体を包囲、攻撃力と

力を低下させることができます。

ズド

消費MP=4
詠唱時間=3

ジャハン

消費MP=5
詠唱時間=2

光の逆呪法Fす。光をパ
雇
テ

1誰
全員

鰍
前
鰍虚

一
言ζ状に31く こと■ 敵力激 った光の嚇

を無効にすることができます。
鰊聯I:L墨[斃iF象歴
た気の呪法を無効にすることができます。



ぇき 液の鳳性を持つ呪法です。

,1: 省贔繰壌瞥藍[:'i:
【アプ】―ルすることができます。

秘田日］羽

間の属性を持つ呪法です。

暗い闇から発する力を利

用 して、数々の呪法を詠

唱することができます。

メージを与えることができます。

液の回復呪法です。
導

らかな水を霧状燻護
生

させて、味方1人に浴びせることζ 体力を

回復することができます。

凛の見得牌法慾 、,血液;爆女島ぅことでヽ
体を内側から活LfLし、味方1人のステータ

ス異常を回復することができます。

敵にまとわり

です。漆黒の球体を作り出し、

つかせることで、敵 1体の口を

封 じ込めることができます。

間の攻撃呪法です。周囲
風問

を
緊g寄せ、麗

崩ルギスを解μkそれを青白い球体にして放
出し、敵 1体にダメージを与えます。

務Ω補勢T法ぶ
す。空

中
を漂う水分を、敵の

眼前で渦巻き状にして見せることで、ランダ

ムに複数の敵を眠らせることができます。

間の攻撃呪法で
庄ふみ

す
f目 ?前さ

ぇ
見
ふ

な
誘〕

ほどの間と共
鼻
死神を呼び出し、敵 1体の命

を一瞬にして奪うことができます。



慧i貫霧雖撥
°

【フェケリレ】ぃぅ形で利用します。 隋【R3雪碕董莉
ジを与えることができます。

飩 警
詠唱時間三4

固の補助呪法で
魔。

漱配中に使用する
斎,、 7

ζダムに、、の敵を消去。ダンジョン内で使
用すると脱出することができます。

贈:診督IIILで「晨1磯Cl握尻禽饉2
無効にすることができます。

:醸|二|:

詠唱時間=2

釜9漁ウ現際で庵、ち感 所で鍾 添Jの
強力版であり、一気に味方全員の行動同期を

早めることができます。

爾晏MI二ii

訪碑訓割司=4

挙の要現選で1。
当こ嵯させたおぇ馨る

人の玉を、弊に投げつけること(敵 1体に
ダメージを与えることができます。



しょうかい

キャ:″アター紹介
「サージングオーラ」には、

個性豊かなキャラクターが多数、登場します。

それぞれのプロフィールを紹介しましょう。

鰤辟シリレク
得意 とする女剣士

ルフィードの邪恙な野望を

阻止するために、

旅を続けている美少女。

ムウの前にたびたび姿を

現すものの、なかな力′i動を

共にしようとはせ嗅

|ノ｀が子するイ頃向がある。

女1の範は確か0
すばや 動ヽ きか殊 り出す

攻撃鶴 意とする。

魅力あふれる登場人物たち

ここでは、主人公ムウとともに大活

躍してくれるパーティメンバーや、

倒すべき敵キャラクターを紹介しま

す。なお、このゲームでの最大パー

ティは3人となっています。

漑蜃ムウ

蛛 軸

バラム
サムニバルを追 う

放浪の剣士

ある目的のため

サムニバルを

追っている測良の剣士。

ルフィードの足どりをつかむため

旅を続けるムウと出会い、

行動を共にするようになる。

鍛燿友かれた肉体から

振り下ろされる剣技は、

敲を―刀のもとに

切り捨てるほどのパワーを持つ。

其諜 に東1つことになえ
見習いの呪法師ではあるカミ

優れた資賛を持つており、

ルフィードの野望を

FE止 するという運命を

背負っている。

パスファルダ王国の

王子で本編の主人公

パスファルダニ国の

王子である本編の二人公。

優1暮臆徴
力~Hこ

/′



セイラ 閂カグ
一鞣

ムウの幼なじみである少女

オーンズカウレフィードな到すときに

協力した呪法師ミルの |な飩

幼なじみの工子ムウとは、友逹のように接する。

心優しい海賊船の船長

雛8:患賛を慇貿席
社

躙 をしている蝙 農

饉蟄オ…ンズ
ルフィードを倒した勇者の 1人

′
vヱァルダ王国の呪法をヨる宣聖。

20年前の「アズラーの聖戦」で

ルフィードな到した労者の 1人である。

ヌーク
ヌーハンの城の騎士

越
=雌 ?踏ρ誌轟つヌーハン赫 囃える島ニ

イムの町を襲っているドラゴンを

退治するためにムウの中間に加わることになる。 ■
プ
／

元戦 士のルフィードの部下

かつては立派な戦士だったルフィードの部下。
いつのまに力道 を誤ってしまい、

今はなんの目的力、次々と人をさらってヽヽる。

同拠
イルクバハルにイ士える兵士

ふ
ギ
ヤ惚

守備隊にいた恙実で優秀F兵士。

砦が動

=詠
クなおFttFむ なく極

さらわれた恋人の安否を̀
熾
配している。

イルクバハルの王女

黎;(髪1挙:Si俯れたことを凸き、
ムウど慟 を共にし姉の救出に向かう。

Jレ74-ド
天才的な間の呪法師

盟 i麓君i雌
齢。

蔦界を
χ
魏亀

`?魯

土
?島

に
自らの理想郷を築こうと企んでいた。

20年前の「アズラーの聖戦」で

二′ツレ

オーンズたち|ヨ 11さ れたはずだったが・…・・。



アイテム紹介
「サージングオーラ」に登場する

冒険に必要不可欠な数々のアイテム。

ここでは、そのほんの一部を紹介します。

麗 去柔攀t歳輯罐?證

冒 険 に は 欠 か せ な い 必 需 品

アイテムには大きく分けて、道具、武

器、鎧k盾、その他の装備品に分ける

ことができます。どれも優劣のつけら

れないぐらい大事な物ばかりです。そ

れぞれの特徴を知っておきましょう。

ぐ

日

〓

あ道 道具には、使用可能なものと、

貴重品として所有するものがあります。

y塁 防具の中で撮 状 切なものです。

また、法衣は呪法師専用の防具です。

カタール

憎なの力と猫特の影収を持ち
た桑き奪罵―の始動。最曇男は
あまり嵩くなく、冒曖の初崩
儀階で穫ぅ程度です。

ククリ

登株が緩やかな曲線を描くよ
うな形状をしている短剣。カ
のない者でもかなりのダメー

ジを与えることができます。

タリレワール

簿笛した影収を持つ絆力のサ
ーベル。新しヽ切れ味を持ち、
かつ、扱いやすいため、序盤

ではかなり役立つはず。

スピア

遠距離の敵にも攻撃可能なヤ

リ。逍譴叢導甫あ轟轟と髭ベ

ると、やや攻撃力は落ちるも

のの、重宝するはずです。

弓      ‐

やり紫の畿轟間様に鐘競離減

撃が可能な武器です。ただし、

両手を使うために、盾を持つ

ことはできなくなります6 .

杖

現選齢難局の畿裏。釜い現場
が込められたものであれば、
襲構蒔に硯雲諒娼の選度をi
げることが可能です。

いやしの水 なわばしご

聖なる力によって湾められ、

,回覆の競雲か込1京1た
票。

HPをわずかながら回復します。

′くヮニジェム  ー
 |

占撚算|し孝程する跳男を集あ
て、特殊な呪法で結晶化した

場:MIを箇覆します。
|

.S、 っかつの石

「イスタダン」の呪法を詰め

込んだ覧し、岩。将錫未鶴渓態
にあるパ=テイを回復します。

深いダンジヨンや、塔などか

ら麟蒔に厳出できる未急轟な

力が込められた縄ばしご。

麒

はるか太古に作られた6つの

聖域(現在は遺跡として存在)

に収められている、 6つの属

性を象徴する古代の聖典。 6

冊集めることで間の力を集結

し、1世界を一瞬にして破滅さ

せることができるほどの方を
発揮するといわれています。

法衣 端

逼綱:盤を襲備しない硯窪齢 障手の筆をなめしを、そ五瑳

話F昌ょ霧讐1繕:軒彗螢を -1壼塁雪嘗婆會墨菫5董『繊|

いにも簡わらず、悪表占株に まり嵩い陽商男を持っている.

議男な呪法の力が込められて 
―
わけではありませんが(無い

いるため、金属などで搾られ よりはまし。讐機の摩盤で|ま、
た鐸と同等、あるいはそれ以 林れずに必ず装備させておく

上の防御力を持つています。  ようにしましょう。



頷活 両手持ちの武器を装備してい劉寺は、

盾を装備することはできません。

燒圏闘その花の曇薦島
防具には、鎧や盾のほかに嚇 品があります。

ここでは残り3種類の装備品を紹介していきます。

モンスター紹介
ムウたちの行く手を阻むモンスターたち。

中には呪法を使う強敵もいます。

わずかながら、ここでモンスターを紹介します。

ブレイヤーの行く手を阻む強力なモンスター

モンスターは、冒険の先々でパーティ

の前に立ち.ζ、さがります。その攻撃は

バラエティ豊か0か つ強力無上し こ

鎌のような手猜 つ

昆虫系モンスター

邪悪な力により昆虫が突然変

異、モンスター化した姿。鋭

い鎌状の腕が武器で、振り回

しながら襲いかかつてくる。

間に忠誠を誓う呪法師
闇の力に魅せ られて、道を誤

って しまった呪法師。当然の

ことなが ら、強力な闇の呪法

による攻撃を得意とする。

有毒
="

木の盾

鑽契な糧あ未で砕られた筒彩の層:隣肴男は嵩くぁりませんが:続

心者でも扱しヽやすく序盤ではかなり役立うはずです。  |

鉄の盾               ‐

れてしまいますが、防御力は本の盾とは比べものになりません。|

大‐きな盾

競事さ為ぅ笑艶の層。議黒差襲樵

`き

ないたわりに籍実な栃獅男を

得ることができます

`呪

法師の護衛時に装備するとよいでしよう。

こでは、数多く存在するモンスターの

一部、計12fAの特徴を紹介します。

帽子

韻を保護する器襲の指学。第には特殊な効業を発晨するものもあり
ます。また、頭を保護する防具として兜や髪飾りなどもあります。

マンート      
ー
               |

鎧の上から着るマントです。特定の攻撃に対してく特に縮男を発揮

するものなど、パラメータを高める効果を持つものがあります。

アクセサリニ

アクセサリ上には、指輪やお守りなど、きまざまな形の装飾品があ
ります。この各アクセサリニもマントと同様にヽ装備していう大錫
のパラ女=夕左上ける期業を書つてしヽます:    |

^117

″́」
=`'´

 t

多″ =
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間に潜tIB悪な蜘蛛

閣の呪力でモンスター化した

琶実in鏃。ダンジョンの範繰
い暗闇に潜み、獲物をジッと

待ちかまえている。

炎から生み出された

モンスタ■■|

燃え菫る翼あ夫あ勝から作ら

れたモンスタ■。コジヤーの
現選を樽意4する.6   .

巨大な甲羅を

背

尋虎鍵鍵螢
だ
したモンス

タ=たちのボス。サウトの呪

法を唱えることができる。

鎖鎌祢 り回す山賊

ルフィードに忠誠を誓った山

賊。刺のついた鉄球と鎖鎌を

岳轟としており、その威力は
計 り知れない。

複数の死体から

作られたゾンビ
:i慧な税鞍齢がくその現男で

犯罪者などの死体をつなぎ合

わせて作つた合成ゾンビ。

イ°         ||||||

:1‐聰

繁ι場駆翼 獅酷凡モ
薄暗く、湿度の高い場所に潜

・ “鞭
[聾ζ糖署2過様[FttLi

脚 犠 牲撒 ん
嘆きの牢獄を作つた将軍が、

魔導に落ちてモンスター化し
た姿。競た島たない代わりに、
琶実な2毀の難がある。

呪法を唱えてくる。

靱 :鶴 在

と獣とで合成された姿。すば

やい動きから繰り出されるサ

ーベル攻撃には要注意だ。

璽意に事器構つ
巨大な戦 ‐|
雀しくも美しし`婁を持つ姦の

化け物。両手に持つた武器を

巧みに操り、攻撃をしてくる。



●電源OFFをます確認 !

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。

●端子部には触れないで !

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。

●薬品を使つて拭かないで 1

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。

●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 トリッジを保管するときは、

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。

●ゲームで遊ぶときは

ゲームで遊ぶときは、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 Fo3こ 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。

● ● ● ● 健康上のこ注意 ● ● ● ●
ごくまれに強い晃の莉濃や照振、テレビ歯缶などを見ていて、二
蒔:うに諭閃のけいれん。意識の姜美奪お産,ガを走こす災がぃます。
こうした経験のある方は、ゲームで遊ぶ箭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。
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|し 脱 011…842-8181
価 答 022-285-8181
1業  祭 03‥3743-8181
亀苦産 052-704-8181
災 破  06-333-8181

'i 

昌 082-292-8181
1 尚 092-521-8181

' 
セガフアックスクラブ

東 京 03¨5950¨7790
大 阪  06‐ 948‐0606

」ファックスの受話器を使つてコール。

2音声ガイダンスにしたがつてボタンを

押せば、ほしい情報がファックスで送

信されます。

本  社 〒144 東京都大田区羽田 1-2-12

…お客様相談センター フリーダイヤル 面 0120‐ 012235

受付時間 月～金 10Ю O～ 17Ю O(除 く祝日)

修理を依頼されるときは、最寄 りの各支店または事業所までお申 しつけください。

本し幌支店  HEサ ービスセンター

テ062 北海道札幌市豊平区豊平五条3234● 011(841)0248(代 表)

佐倉事業所 HEサ ービスセンター

〒285 千葉県佐倉市大作 134● 043(498)2610(直 通 )

関西支店  HE修 理係

〒56]大 阪府豊中市豊南町東253● 06(334)6486(直 通 )

九州支店  HEサ ービスセンター

〒812 福岡県福岡市博多区博多駅南575● 092(452)6842(代 表)


