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ヽ
厳 ボンバーやアイテムは自機か、プリ

ソナービームにより取ることがで

きます。       ´

スタート77iiタン

ゲームをスタートする時などに使用します。ゲ=ム中にスタートボタン

を押すと、静止画面 (ポーズ状態)になります。ゲームを再開する時は、

もう一度スタートボタンを押して下さい。

方 向 r■iiタン

プレイヤー機を8方向に動かす為に使います。モード設定時には、上下

で項目を選択して、左右で希望の設定にしま丸

A&Cボ タン

攻撃に使用するボタンで視オプションのRAPIDで単発か連射を選

択できま魂

Bボタン

プリソナービ=ムを発射するボタンです。押し続けるとプリソナービー

ムを放出し、それに触れた敵やアイテムを捕らえることができま視

プリソナービ=ムを発射すると敵

をつかまえることができます。

敵をつかまえていると敵からの

攻撃を防げます。

もう一度ボタンを押すと飛ばす

ことができます。

ボン 一ヽは敵からの攻撃を3度ま

で防げま魂 (3度めで爆破します)

③

③

もう一度ボタンを押すと発射でき

ま丸 物に当たると破裂します。
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セレクト画面

STARTでゲームスタート

OPT10NSで オプション画

面に変わりますD

プレイヤー機が全機、破壊され

るとゲ=ムオ=バーになります。

イ プシヨン画 面

OL[VEL―難易度を巨ASY(易
しい)、 NORMA旺 (普通)、 日

ARD(難 しい)の3段階に設定

できます。

OPLAYER― 残機数を設定でき

ます。

.OSOUttD TEST―音楽や効果

音を聴くことができます。

ORAPID一攻撃ボタンの設定を

変更できま魂 ONで連射、OF
巨で単発です。

:翼
|17Ψ歯箇崚りまタイトル画面

タイトル画面でスタートボタン

を押すとセレクト画面に変わり

ます。

コンテイニユー

時間内にスタートボタンを押せ

ばゲ=ムが再開できま幌

クレジットの数だけコンティニ

ューを行うことができます。

但し、巨ASY MOD巨 の際

には、何回でもコンティニュー

を行うことができます。
篤 酢

きすぅ

0残りのプレイヤー機数

0現在のステージ

0ハイスコア時の難易度

0八イスコア

0ハイスコア時のステージ

グ嘔 イ■バー
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UNITトランス7ti―ター機

様々な、パワーアップ∪NITを運ぶ強い昧方で魂

スピードユニット

このアイテムを取ると、スピードアップしま魂 4コ

取るとスピードは最高にな25コロからはボーナス5000点になりま魂
バルカンシヨツト

自機が、標準装備している武

器で魂 パワーアップすることにより広

範囲に広がります。

レーザー

1発で バルカンの数倍の威

力が有る強カレーザー。パワーアップ

することで更に強力になりま魂狙い撃

ちに威力を発揮します。

スーバーボ ンバー

このアイテムを取ると、ボンバーが自機に装着

され、敵の弾を3度防御することができます。(3度目で爆破します。)

また、もう一度Bボタンを押すと、前方に発射することができます。

●
Ｕ

瑳肇ξ重量
98

射ができます。

9瑳
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反重力装置により、いかな

る場所も飛行可能。レー

ザー砲を搭載。

卜奉多伊=
1潟株と皐整を美い、蹟だけ

'と
なってもあまりの凶暴性

の為に、カゴの中に入れら

れている、舌花慧篭箕鼻。

「ギ¶
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蘇ノヽカメ

紀元前1000年頃より生き続け

る、超巨大古代恐竜兵器。

その頭脳は、コンピュータ化さ

磯gノ鰐ゲ ー ド
い|〕 〔〕8Di■

光エネルギーを集結させ、

波動砲を撃つ最新兵器。
不死身と言われている。



輪 ジ饂

水陸両用戦闘ヘリ。′

躙写 魃
自動照準追尾システムを搭載

した、頭脳戦闘機。

醸鮒試タート

◎鸞機鰺ゲ

）鸞
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()ブルアード
5,000ots

言墨饉翼疱 機。

｀
七つのレーザーを持つ

男
″
と呼ばれ、恐れられて

いる。0チェスク
450ots

蕪災プチ鞍簡晨。ブ_
ゲより信号を受けて

飛行する。 ●ブーゲ
250pts

チェスク誘導装置

‐́″Ъガンサー603号

遷哭艶鞍謡ロボット.錘やかな

ステップで政撃する。『人の玉

BOYとは、オレのことだ!』
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捕獲すると10,000pts

惑星アクエスに生息して

いた幻の生物。今は、絶滅

したといわれている。
.■‐

鶉隕ゲト呻…
`|■

■ ■ 1■ ■

巨大戦艦の頭脳であ

るウルトラコンピュー

ター
｀
HAL99000″ を、

搭載している。

◎ ヴ響藤蕨凩

＝
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螂
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がうつとりと聞いているところを、2本の指揮棒ではさみ

こみ、抹殺していつたという恐怖の殺人兵器。



clブロア
100ots

巨大バチ
｀
ブロア

″
を、

農織化した箕桑。

Φ鶯ノレーザー
71ヽ型6,000pts

大型8,000pts

無人攻撃列車。敵を発見

と同時に攻撃を開始し

1 00Elts

高速回転爆弾 ビースの両腕

ょり晃生し嵩途で箇鞍する。

oビース
20,000rlts

両腕より、キュプリレを

発生させながら攻撃

してくる。

くる。

。ガラピーノ1

頭18,000EltS十

胴体700pts× llイ固

1億年以上も生き続け今も尚、
｀
生命の玉

″
を守り続けている

という伝説の大蛇.



oグスター
20,000EltS

正体不明の幽霊船。この

船の乗組員を見たものは、

誰もいない。

oノ 1二

破壊不可

地底生物。唯一、バリケードを食

い破れる恐ろしい程、強靭なあ

こを持つ生物。 ■

oガスキン
15,000pts

宇宙の掃除係と呼ばれる。

『お取り替えに来ました一Jと 言

いながら、元気に攻撃してくる。

0クルート
750pts

回転式レーザーチャン ―ヾ

くるくるつと回転する。



クレーを操縦している。

全身を硬いこうらに覆われ、体内

には巨大寄生虫を飼っている。

体内の寄生虫を、意の

ままに操る能力を:まに操る能力を

持つ。愛称
｀
ミポ

◎ノ櫨彎麟ット

醸鰹響 議 捧

◎》″鷹慟



oCATS参籐。クリ響ンヘット

橿嵩i曇農チタン香釜に、釜身
を覆われる。巨大戦闘要塞。

醸∫鷲颯鯛鱚≫鰤
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別名
｀
フライングノヽンバー

ガー
″
と呼ばれ、恐れられ

ている。

麒 兆

蒻

渕
鰊 斃Å 晰 憔メ ット

フラッシングボン 一ヽ∪Nl

1争
搭載した飛行

崎
。別踊

｀
赤いイナズマ

″
と呼ばれ

基地の床掃除係り。攻撃

用ムービングクリーナーと

呼ばれる。

超ウルトラ・スーパー・コンピュー

ター
｀
クレイ測

″
を、10台搭載した

巨大な要塞。

i霞厳醗襲留繁蒜11
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し  よ う しょう

使用 止 の

カー トリッジは精密

機器ですので、とくに

次のことに注意してく

ださい。

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。

ちゆう い

ご注 意

カートリッジに強いショック

を与えないでください。ぶつけ

たり、踏んだりするのは禁物で

す。また、分解は絶対にしない

でください。

i::「i[i[!き:;::]鍵

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、藪鷹
の原因になりますので窪意して
ください。

檜
26 27屹

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禁物

です。

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。

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時間ことに10～

20分の休憩をとつてください。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。



編集都 渋谷洋一

東亜プランといえば、縦スクロールシュー

ティング。みたいなイメージがあるが、実
はこんな横スクロールの『ゼロウィング』

なんかを出したりして、わりと臨機応変なところをみせて驚かせて<
れるわりと活気のあるメーカーだ。              |
『飛翔級』や『究極タイガニ』などの一連のリアル指向で正統派ノリ

の縦モノとは違つて、この『ゼロウイング』はわりとかわいらしし澪

囲気でメカニカルという、なんだかわけのわからない世界を創造して

いる。あの書き込まれたシリアスなデモを見せられた後に、あのフポ

ロチョコみたいな自機を見たときのイメージとのギヤツプの激しさ…

しかも『ゼロウイング』なんてカツコイイネームを聞かされて、さぞ

硬派なシューティングだろうと勘ぐつた後だからたまらない。ビヨB
ヨヨ。とどめは敵を捕獲するラツパみたいなど―ムで、あれをみたと

きにわりと幻滅させられた人は多いんじゃないかな。

まあでも、緑色の誘導ビームの追跡する軌跡は、小便がチョロチョロ

と重力に従い落下する様のようで、結構笑えた。

とにかくこの『ゼロウイング』はそれまでの東亜のイメージを打ち崩

した異端児だ。新しいことをやろうという、フロンティフスピリット

を評価したい。攻めの姿勢はゲームを創るうえでも、ゲームをするう

えでも大切なことだ。

副編集長 相沢浩二

11この『ゼロウィング』には、同社の F究極
ヽ`1タイガー』などに代表される、縦スクロー

ルシューティングゲームとは、また別の楽
しみがある。縦ものが、派手なパワーアップとひたすら連射!!を売り

物に人間の闘争本能を満たさせ、かつ、そう快感を得られるのに対し、
『ゼロウィング』はやたらと激しい、敵の弾避けをプレイヤーに要求

し、苦労した後にそれを克服したとき、ゲーマーに満足感と自己陶酔

を与えて<れる。

業務用と違つて、メガドライプ版の「EASY」 モードは、誰にでも

遊べる難易度に仕上がつている。見た目が少し地味なので最初はその

楽しさがわからないかもしれないが、やり込むうちにだんだんとその

楽しさがわかつて<る。

かんでい<うちに味が出る、スルメのようなゲームだよねP

乾鋏腑編集部 やまかわ悠理
ゼロウィングは、1989年の10月 にフーケー

ド版として登場しました。元々、東亜プラ
ンというと縦画面のパリノやリシューティン

グのイメージが強いのですが、横画面シューティングもしつかり出し
てます。もちろんノΨリノWりですが、メガドラ版|ま大幅に難易度ガ下げ
られていて、フーケード版の難易度がメガドラ版のハードなので安出
してプレイできることでしよう。

移植の出来ですが、画面が上下li移動するのや、細かい点。そして、
ビジュフルシーンを除けば完壁に移植されています。フーケード版を
やりこんだ私が保障します。音楽はフレンジされていきすが、フーケ
ード版とほぼ同じなので、こつちのほうもあすすめでき意す。あとは、
ジコイスティックさえあれば完壁。

攻略法も、アーケード版のがそのまま使えます。と、いうことでゲー

メストの攻略法 (1990年 1月号)もよろし<。

鐵珈 言
や味をもつとも表現できるジヤンルであると言えるのではないだろう
か。

この「ゼロウィング」も、数年前にゲームセンターで人気を集めた、
いわゆる “ノやリノやプ のシュ,ティングものだ。数種類の武器の中で

も、「ゼロウィング」最大の目玉となつている武器は、敵を目標に吸い
つける “プリソナービーム"だ。この武器はとにか<気持ちよ<て、

敵をバカバカ吸い取ることに思わず熱中してしまう。これこそ快感と
いうもの。

さて、肝心のメガドライブ版だが、アーケード版と同L/ベル、もし<
はそれ以上の面白さを味わえる傑作に仕上がつている。“プリソナービ
ーム"の気持ち良さはもちろん、グレードアップされたBCMやスト
ーリーを紹介して<れるビジュアルデモなど、どれも高純度であると

言えよう。まさに “男"東亜プランのGに恥じないデキである。

鑽
20 29選

巫 ト



鬱応募方法/同封のアンケーⅣ ガヽキに必要事項をこ記入の

うえ弊社までお送り下さい。1毎月抽選で100名様に『ゼロ

ウィング』オリジナルグッズをプレゼント致しま魂

尚、応募に際し下記の中から欲しいオリジナルグッズをlつ

だけこ記入下さい。

警応募締切り/1991年 9月 31日消印有効

艤霧選・晃装/程首憶曇ぃただぃた箔の竿から巌主な霜選を
得いま魂昌選署の晃実は冒常の提選をもつて善えさせて

ぽ
饒

轍

轟

像

機

騨

彎

蒙
庸

晰

粍

武者ア隊 タ
定価 :6.800円 (税抜)

鮫′鮫′鮫′
定価 :6.500円 (税抜)

善
．


