


し よ うじよう ちゅう い

使用上のご注意
カートリッジは精密機器ですので、とくに次のことにご注意ください。

電源OFFを、まず確認ノ
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 とな 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。、ふくつけた り、

踏んだ りするのは禁物です。 また、絶対 に分解 した りしないで くだ

さい。

たん じ ぶ     ふ

端子部には触れないで
カー トリッジの端子部 に触れた り、水に濡 らさないよ うに注意 して

ください。故障の原因 とな ります。

ほ かん ば しょ  ちゅう。ヽ

保管場所に注意 /
極 端 な温度条件下での保管および使用 を避 けて ください。また、直

射 日光の当たるところやス トープの近 く、湿気の多い ところな ども

禁物です。

やくひん  つか    =、

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、アル コー

ル等の薬品 を使用 しないて ください。

あそ

ゲームで遊ぶときは
長 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 くだ さい。

また、テ レビ画面か らなるべ く離れてゲームを して ください。

メガ ドライプをプ ロジェクシ ョンテ レビ (ス ク リー ン投影方式のテ

レビ)に 接続 すると残 像 光 量 による画面焼 けが生 じる可能性 がある

ため、接続 しないで下 さい。
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■コントロールパッドの使いかた

スタ■ト

スタートボタン

Cボタン

Bボタン

Aボタン

方向キー

スタートボタントゲームスター ト、ポーズ/ポーズ解除

AボタントAT TACK敏撃ボタン)

Bボタント」∪MP(ジャンプボタン)

Cボタン>!TEM(アイテム使用ボタン)

方向キー>キ ャラクターやカーソルの移動

(liヨ]:`賃[』し多
闊乱モー

η
■ゲーAを始める

●スタートボタンを押すと選択回画が表示されます。

●ゲームは、『サンダー』と『フォックス』という二人の

■THUNDERでゲームスタート

サンダーは火器の扱いに優れたキャラクターです。ゲー

ム寧に皐に入れた火器 (アイテム)の罷場を幕笑膿にぎ|

き出すことができます。

■FOXでゲームスタート

フォックスは体術に優れたキャラクターです。 火器 も、

サンダーほどではありませんが、使いこなすことができ

ます。

●もちろん、とちらのキャラクターでもゲームクリアは

可能です。

■ CONFIGを選 ぶ と……

タイ トル画面でCONFIGを選んでスター トボタンを押

すと、CONFIGモ ードの画面に変わりまt CONFIG
モードでは、ゲームの難易度ヽ ボタンの機能など、様々な

ゲーム条件を変更することができます。

キャラクターのどちらかを選

んで始めま蔦

●カーソフレ(DをTHttDER、

またはFOXに 合 わせ、もう

一度スター トボタンを押 して

ください。 選択画面
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CONFICモポ な の   嘘
コ ン フ ィ グ

■操作方法

C方向キーの上下でカー

ソルを移動 し、変更し

たい項目に合わせま魂

②AボタンとBボタンで

設定内容を選びます。

T:ME SELECT:各ステージに設定され

“

るヽ希1倒艮日寺間

を、 NORMAL嵯 軸蓋)、 LONG(長い)の 2つ から

選びま魂

LEVEL SELECT:ゲ ームの難易度を、EASY(易 しい)

NORMAL(普 通 )、 HARD(難しい)の 3つから選

びます。

MuSに SELECT:番 号を選んで Cボタンを轟すと、

ゲ ームに使われている音楽を聞 くことができま視

SOU10D SELECT:番号 を逮んで6ボタンを轟すと、

ゲームに使 われている効果音 を聞くことができま魂

PAD SELECT:A・ BoCボタンの消請ヒを入れかえま魂

組み各わせは全部で6通り用意されています。
ATTACK―攻撃ボタンとなりま視

JUMP―― ジャンプボタンとなります。

lTEM― アイテム使用ボタンとなりま魂

EXI十 :ここを選んでスタートボタンを轟せばtタィト
ル画面にもどりま魂

す す

■ゲ=ムの 目的 とゲ=ムクリア

機サンダーフォックスには5つのステージがありますЭ

難答ステージの最初に表示 される任務 を完了 し、ステー

ジボスを倒すとステージクリアとなりまt(ステージ2をのぞく)

0テ ロリス日倒戯の首耐」GINARZA GEttTAS』 を任1

して組織を壊滅させればゲームクリアで丸

■ゲ=ムオーバー

畿プレイヤーキャラクターは、敵の銃弾に当たったり、

株曇たりを豊けると株ケ女ライフ)を実ってゆき。ます。

鬱画面内のライフメーターの値がOになると、プレイヤー

キャラクターを 1つ失います。

繭また、画面内のタイマー醐置が0になったときも、プ
レイヤーキャラクターを 1つ失います。

機プレイヤーキャラクターをすべて失 うと、ゲームオー

バーです。

《注意して!!》 ステージ2では、ステージボスを倒しても、脱出が完了

するまでタイマーが作動を続けま蔦 脱出の途中でタイマーが0になると、

プレイヤーキャラクターのストックがあっても、ゲームオーバーとなります。

■コンティニュー

鬱ゲームオーバーになるとコンティニューモードの画面

が表宗されます。続けてゲームをする場合は『Y ttS』

を選んでスター トボタンを押 してください。

醸ゲームオーバーとなったステージの最初からゲームを

開始することができます。

曲コンティニューは、3回まで可育とです。
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キャiZな卜の操作

■基本操作

[方向キー]

・左を向く
。翌に進む

。しゃがんで

製に進む

。はしごを昇る

。しゃがむ

。アイテムを取る

・ハシゴを降りる

[■曇ボタン]争島ちの畿島で攻撃しま魂
[ジ ャンプボタン]ジャンプしま魂

[アイテム使用ボタン]アイテム (火詢 を使用 しま魂

※ハシゴやエレベータなどで昇降しているときは、攻撃できません。

か めん  み

■画面の見かた

①現在まで確 策釘Hu=サλ 、FP=フォックガ

②ハイスコア(サンダー、フォックスを別 に々表示)

③プレイヤーストックの残数  ④ライフメーター

⑤現在襲薦年の哉鼻  ⑥贅マー(鶴り蒔簡)

|

l

]

|

方向キーや各ボタンを組み各わせて操作することにより、
キャラクターに特別な動作をさせることができま魂

甲酸フロアに集ったり、ボス以外の

敵に

"―
ジを与えることができ、

ジャンデ紙Bボタンを介し続けながら

レバーを下に入れれば、プレイヤーは

警苑 まで蕪論の釈議が続きま魂

方法 1:方向キーの上を押しながら、ジャンプボタンを押す。

方法2:ジ ャンプボタンを押しながら、方向キーの上を押す。

。中段フロアにいるときにこの操作を

行うと、下に降りることができま丸

・ボス以外の敵にダメージを与える

ことができます。

方法1:方向キーの下を押しながら、ジャンプボタンを鼻す。
方法2:ジ ャンプボタンを押しながら、方向キーの下を押す。

・敵にダメージを与えます。

方法 :ジ ャンプボタンと攻撃ボタン

を同時に押す。

窪ン ッヾク転ジャンプと回義アタックは、無敵状態で魂
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・箸を高く
・箸に整む

。しゃがんで

右に進む

①

③

雨
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鬱特定の敵を倒 したり、特定の木1箱 を壊すとアイテムが

出現 しま魂

機アイテムにキャラクターを量ねて、しゃがませる併高

キー :Tlと 、そのアイテムを取ることができま魂

翁アイテムには『火れ と『ライフ』がありま視

艤『火器』アイテムは、次のステージヘ持ちこせません。

■ライフアイ7A
。ライフアイテムはキャラクターの体力を回復します。

・算基に株場を箇復するものと、半分だけ箇覆するもの
がありますD

・ライフメーターのめもりが最大の

ときに取ると、5,000点のボーナス

がスコアにカロ算されま魂

・特定の木箱の中からのみ出現しま魂

■火器アイテム

・火器アイテムは1度に1種類しか持つことができません。

。瑣程暮ってぃる人黒と進う糧結の人黒アイテムを最る
と持ちかえま丸

。各火器には告J限弾数 (所持できる3朝恥 がありま丸

・全弾撃ちつくすと、その火器は失われてしまいま魂

・筒じ擢案箋立鯰髪を最ると、製襲し科希諮されま蔦
ただし、制限弾数より多くは補給されません。

・訴轟している弾数が最大のときに筒じ久黒を最ると、
5,000点のボーナスがスコアにカロ算されま丸
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マシンガン

●火器アイテムデータ

。キャプテンBを 倒すと出現します。

・繕鷺の呆猶を誤すと冨瑣します。

嶋 盟鏃為堆
フォックスト25発 まで所持可能

| |た ● | オ  |

火炎放射器 ・火炎放射器兵を倒すと出現します。

・梓楚の呆脂を誤すと冨撹します。

孵
轟‐薩愉[ソ IL」薔をlII。

。木箱の中からのみ出現 します。

単発ですが、発射すると画面内の敵

サンダー)2発まで所持可能

フォックスト2案まで競為苛籠

・撃鵬 を筒すと冨貌します。
・猥錫継を籍いて義び、霰ゃ露箸場に

当たると蹂奨します。
。地面に落ちると、一定の区聞ころがっ

た後、点滅 して爆発 します。

サンダー〉8個 まで所持可能  フォックス)6個まで所持可能

一弾一溜
“手



くサニジェント

・テイフを畿黒とし長す。
・体当たりしてくることがありま蔦

キャプテンA>
。,ヾ ジタと鳥びt,り で最暴して

きます。
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くフロツタン    
ー‐

・チンフを表|'そ 基ま子6

・難ら`ら飛び出してきます。

・空中を漂い、プレイヤーキャラク

ターを狙って機事を掃射します。

くクモメカ

・地面を徘4回 し、

くジャイロメン

:株術を得意とする議で視
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ステージボス

STAGEl:バトル・ヘリ>

火器アイテムでのみダメージ

を与えられます。

くSTAGE2:エ ンジン

カバーが開いたとき、球状の

栄株を箇輪アタックでll■ tt。

STAGE4:装甲車▼

火器アイテムでのみダメージ

を与えられます。

STAG巨3:ゴンザ▼

槍を武器とし、マシンガンの

弾を防御します。

STAGE5:グラサント

マシンガンとミサイル・ラン

チャーを武器とし、プレイヤー

の撃ったマシンガンの弾を防

御します。

ご使用の際には、最り彼い勢、従用
=の

窪きなど、この
Ⅷ 説明書」をよくお読みいただき、正しい使用法で
ご盤嬌くださぃ。なお、この哺賄鍔覇湊藁は、笑場に
イ呆管してくださるようお願いいたしま丸

◆ご注意とお願い

品質には万全を期しておりますべ 万―お気付きの点、不都合等が

ございましたら、その内容を明記の上、下記サービスセンターヘお送り

ください。なお、お送りいただく礫には、樫詐、良セt羊苓:誉藷讐
=購入年月日を必ずご記入くださるようお願い申し上げま丸

チェックの上、修理、交換等をしてお返しいたしま魂

相模紙器株式会社内

タイトーゲ=ムソフト修理係

轟業;瞥箕;1略希管箭童鼻,14047

●タイトーゲ=ムソフトに対するファンレター、応援、おたよりは……

〒102東京都千代田区平河町2-58

株式会社タイト‐ CP事業部

※荏競扶葛礎藷善喜も慧れずにお飴いしま蔦

●耳よりな情報がいつぱい.′

じょう|ま うきょく

タイトー情報局 803-3239-4000

80878-336340(讐穆圭葛)

電話番号をよく確かめてからダイヤルしてください。

なお、ゲームの品
｀
ぎに前するお商い各わせには、樗覇高以外では

―切お答えできませんのでご了承ください。


