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オープニング•ストーリー 
J 

リルガミンの町を救うため…… 

立ち上がれ！！強き戦士たち！！ 

ストーリーは、リル 

ガミンの町の即位の日 

から始まる。その日、 

黒い雲に覆われた町は 

三日三晩嵐にみまわれ 

た。 

この間に、女王の姉 

ソークスが失踪。さら 

に、リルガミンを守る 

ニルダの杖の輝きが衰 

えはじめ、町に災いが 

おこるようになった。 

そのうえ、女王の師 

でもあるタイロツサム 

までもが旧王宮地下にある「ダバ 

ルブスの呪いの穴」に身を潜め、 

魔物を召喚しはじめたのだった。 

……女王を助けるため、名誉を 

得るため様々な冒険者がこの事件 

に立ち向かった。が、タイロッサ 

ムを見つけ出すことも、ソークス 

の行方もつかめないでいる。キミ 

の手でこの町を救いだそう！ 



キミの行く手には、 
数々の危険が待ちうけている。 
それを齒けるためにも、 

モンスターや大切な呪文の事など 
少し、チェックをしてみよう。 







信仰心 

キャラクター説明 

種族 

嫌，*■霧3KS_0 養 配賴 



i括 
種族の次に決めるのは、性格だ。性 

格には3種類あり、職業にもおおいに 
係わってくる。では、特徴を見てみよ 
う。 

〇善人（ぜん） 
ぜんの者は、仲間が危険な状況にお 

かれると、自ら危険を承知で助けにい 
く者たち。盗賊や忍者には、むいてい 
ない。が、転職して、唯ーロードにな 
れる性格だ。 

〇中立者（ちゅうりつ） 
善と悪のどちらにも縛られず、自由 
に行動する。また、両者の間を取り持 
つ役目を果している者たちだ。僧侶や 
ビショップには、むいていない性格だ。 

〇悪人（あく） 
特にならないことには係わらず、危 

険を冒してまで他人を助けようとはし 
ない者たち。サムライやロードには適 
していないが、敵を倒すには手段を選 
ばない忍者には最適だ。 

性格を選ぶにあたって 

職業によっては、適さない性格があ 
ることは解ってくれたかな？右の表 
を参考に、有能なキャラクターを作っ 
てみよう！！ 

☆性格が変わる 

迷宮内を冒険するバーティが、善の 
者たちだとする。現れたモンスターが、 
友好的なモンスターの場合、戦ってし 
まうと性格が悪に変わってしまうこと 

度決めた性 
格をよく考 
えて行動し 
よう0 器?2 

i-irii! 11111 Mali 186J»< 

パーティが善の性格なら、友好的 
モンスターは見逃そう， 

羔 中立 悪 

戦士 〇 〇 〇 

僧侶 〇 X 〇 

盗賊 X 〇 〇 

魔法使い 〇 〇 〇 

ビショブ 〇 X 〇 

サムライ 〇 〇 X 

ロード 〇 X X 

忍者 X X 〇 



特性数値とは、キャラクターの能力 
を現す数なんだ。これは基本数値に、 
ポーナスポイントを加えた数が決定数 

となる。最大値は' 
18まで上がリレべ 
ルが上がる度に増 
えたy変わらなか 
つたリする。また、 
減ることもある。 

ボーナスボイントは、5 ~ 29ボイ 
ントのうちそのときによって違う数が 
与えられる•が、9 —— 
ポイント以上の数はU-r?—… 

あまり得られない。 
このポイント数を振^11 !| 

y分けることで、キ…I 
ャラクターの職業が灰戰士を作りたければ、 
決まるのだ。 力が必»法使いな 

ら、知惠が欲しいよね。 

この数が、高ければ高いほど戦闘時の 
力 攻擊にミスが少なくなる。戦士には、 

重要な数値だね。 

魔術師系の呪文を唱える者には、重要 
知恵 な数値だ。この数が高いほど、呪文の 

覚え残しが少ない。 

僧侶系の呪文を唱える者に、重要な数 
倕仰心値。蘇生呪文のときの、成功率に関わ 
麵域Sつてくる。 

この数値が髙いぼど、レベルアップ時の 
生命力 HPの上昇に関わってくる。また、蘇生 

の確率も髙くなる。 

盗賊や忍者が、宝箱の*を見抜き、取り 
索早さ除く技能に関わってくる。また、敵より 

も早く攻擊できる。 

この数値が髙いと、盗賊が*をはずすの 
運の強さに失敗しても、罠が作動する確率が低く 

なる。 



職業には、通常と上級とがあり、それぞれ4 

種類に分けられる。職業に就くには、必要な条 
件がある。その条件とは、特性数値や性格など 
が係わってくる。まずは、職業の種類から見て 
みよう。 

全ての武具が使いこなせるキヤラク 
載士 ター。攻擊力が優れている。力と素早 

さが必要だ。 

憎侶の役目は戰Mよりも、傷ついた仲 
備侣間や、毒などをうけた仲間を治療する 

こと。信仰心と素早さが必要だ。 

盗賊の役目は戦闘よりも、手にいれた 
盗賊宝箱を安全に開けること。素早さと運 

の強さが必要になる。 

魔法使いは、バーティの一番後ろで呪 
文を唱えるのが役目。とても強力な呪 
文を唱えてくれる。知恵と素早さが必 

魔法使いと憎侶の呪文が使えるキヤラク 
ビシ3ツプター。上級の職業の中で、最も作成しや 

すい。唯一、物の識別ができる。 

戦士と同じように、非常に強力な攻擊力 
サムライを持つ。魔法使いの呪文も覚えるが、取 

得するのが遅い。 

性格が善の者のみ、転職できるキヤラク 
„ Kター。攻擊力が優れている。惟侶の魔法 
口_卜を覚えるが、攻擊にまわった方がいいだ 

性格が悪の者のみ、転職できる。武具を 
何も装備していない方が威力を発揮し、 
敵を一撃で倒してしまう。 

どんなパーティを作るかで全て決まる 

キャラクターを作るには、まずどん 
なパーティを作るかで、その職業にあ 
つた性格などを決めていかなければな 
らない。右の表は、各職業厂 |1 

で必要な数値と性格をまとめたものだ。 
職業を決めるときの参考にしてね。 

SbIBUBsI 
:：：:::屢 



ロードと忍者は、転職をしなければ 
なれない。転職するには、特性数値を 
決められた数まで上げなければならな 
い。キャラクターを作るときに、目指 
す職業がロードなら善の戦士。忍者な 
ら悪の盗賊を作る。そして、特性数値 
の決め方も目指す職業になれるように、 
ボーナスポイントを振り分ける。 
(P 9の表を見て振り分けよう。） 

転職したキャラクターは 
どうなるか 
目指した職業に転職したら、そのキ 

ヤラクターはどう変わるのか見てみよ 
う。 

最高値は、必ず残る。また、その 
.まま加えられていく。 

と 経験値は、0。レベルも1に戻る。 
レペル 
-有 

+ 転職したときに、自動的に252週 
^ 間の時間が過ぎてしまう。 

お金とアイテムは、変化はしない。 
マん が、転職した職業で装備できない 
アイテム物を着けていると脱げなくなって 
|_>ぐ:'.:iしまうので転職をするときは、は 

ずしておこう。 

各種族の特性数値に戻つてしまう。 
特性数値転職したばかりのキヤラクターは、 

人並以下に低下してしまう。 

これまでに覚えてきた呪文は、そ 
のまま使える。ただ、使用回数が 

;そのレベルで覚える種類と同じ回 
数からになってしまう。 

☆キャラクターのまとめ 
キャラクターを作るには、特性数値や性格な 
ど全て関係してくることは解ってくれたかな？ 
今までのデータなどを参考にして、有能なキ 

ヤラクターを作ってね。 
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訓練場 

を選ぼう。 



城内の施設 
城内には、冒険で疲れた体を休める場所など4種類の施設 

がある。どれも、冒険者にとってなくてはならない場所だ。 



迷宮の中で生き残れるかは、パーテイの並べ方で決まる。 
どういう並べ方をしたらいいか、紹介してみよう。 

ゲームスタート時は… 

パーティは、6人で組む。前3人を前衛、後 
ろ3人を後衛とする。と、前衛に来る者は、攻 
轚力に優れていてダメージをうけても耐えられ 
るHPを持っている者。後衛には、前衛の者た 
ちを助けてあげられる者たちを並ばせよう。 

ゲームが進むにつれて•- 

またこういう組合せも- 

2戦士（サムライ） 

3戦士（サムライ） 

4僧侶 

5盗賊 

6魔法使い 

迷宮の奥に進むにっれ、キヤラクターのレべ 
ルが10程度になったら、ビショップを仲間に入 
れよう。なぜかというと、ビショップはアイテ 
ムの識別ができるからだ。良いアイテムだった 
ら、その場ですぐ装備できる。わざわざお店ま 
で行かなくてすむというわけだ。 

1 戦士（サムライ） 

2戦士（サムライ） 

3僧侶 

4盗賊 

5 ビショップ 

6魔法使い 

■ 
ピショップが成長すると、 

僧侶の呪文を使えるようにな 
る。そこで、キヤラクターを 
転職させてみよう。性格が、 
善なら僧侶をロードに。悪の 
場合は、盗賊を忍者に変えて 
みよう。忍者は、盗賊と同じ 
ように罠をうまくはずしてく 

13 



#呪文リスト 
’ 魔法使いと僧侶は、呪文を覚えてくれる。呪文の効果別で、 

チェックをしてみよう。 

魔法使いの呪文 最初に、魔法使いの呪文から見てみよう。 
魔法使いは、攻撃の呪文を覚えてくれるん 
だ0 

炎系の呪文や氷系の呪文など、戦躅のとき心 
づよい呪文がいっぱいだ。 

«塚(*«) レベル モ-F-臟i 効果 

カティノ（悪しき空気） 1 戦闘中• 
敵1グループ 敵を眠らせる 

ハリト（小炎） 1 戦闕中•敵1体 1〜8ポイントの炎によるダメージを与える 

メリト（小さき火花） 2 戦闘中• 
敵1グルーブ 1〜8ポイントの炎によるダメージを与える 

ディルト（暗闇） 2 戦闘中• 
敵1グループ 敵のACを1上昇させる 

ボラツ（石の心） 2 戦闘中•敵1体 敵の体を石化状態にする 

モーリス（恐怖） 3 戦闘中• 
敵1グルーブ 敵のACを2上昇させる 

マハリト（大炎） 3 戦闘中• 
敵1グループ 4〜24ポイントの炎によるダメージを与える 

カンティオス（破壤） 3 戦闕中• 
敵1グルーブ 敵の思考を混乱させるプレスなどの特殊攻擊を出しにく くする 

ッザリク（神の拳） 4 戦闕中•敵1体 24〜58ポイントのダメージを与える 

ラハリト（炎の嵐）i 4 戦闘中• 
敵1グループ 6〜36ポイントの炎によるダメージを与える 

ロクド（気絶） 4 戦闘中• 
敵1グループ 敵を石化状態にさせる 

マダルト（凍結） 5 戦闘中• 
敵1グループ 8〜64ボイントのダメ-ジを与える強烈な吹置を巻き起こすS文 

バリオス（反•呪文） 5 戦闘中•敵全体 敵が唱えたパコルツの呪文を消し敵の呪文無効化能力を滅退させる 

パスカィァー〇色 5 戦闘中• 
敵1グループ 様々な効果をもつ祝文 

パコルツ（魔法封じ） 5 戦闘中• 
敵1グルーブ 敵の周囲に呪文無効化空間を作る 

マモーリス（恐慌） 6 戦闕中•敵全体 敵の周囲に暗闇を作りだす 

ジルワン（退散） 6 戦闘中•敵1体 アンデッドモンスターをこなごなに破壞する呪文 

ラダルト（氷の嵐） 6 戦闘中• 
敵1グループ 34〜98ポイントの冷気によるダメージを与える 

ロカラ（地の拳） 6 戦闘中•敵全体 地割れをおこし、そこに敵を落とす 

14 



名称 レベル モード•効果範囲 効果 

マハマン（転化） 7 戦闘中•様々 何がおきるか解らない1レベル分の経験値を失ってしまう 

テイ1トウI仆（核擊） 7 戦闘中*敵全体 10〜100ポイントのダメージを与える 

マウジツツ（混乱の場） 7 戦闕中•敵全体 様々な効果を持つ強力な呪文 

〇防御の呪文 戦闘中、仲間の危険を救う呪文もいくつか® 
える。タイミングよく使おう《 

名称 レペル モート••効果範囲 効果 

モグレフ（鉄身） 1 戦闘中• 
唱えた者のみ 呪文を唱えた者のみ、ACを2低下させる 

ソグレフ（堅守） 2 戦闘中• 
パーテイの1名 パーティのうち1人のA Cを低下させる 

コルツ（呪文の障壁） 3 戦闘中• 
バーテイ全負 パーティの周囲に魔法の障壁を作り敵の呪文を無効化にする 

〇その他の呪文 戦闘以外に使う呪文も、4種類ある。どんな 
効果があるのか、チェックしてみよう。 

名称 レペル モード♦効果範囲 効果 

デュマビック（明瞭） 1 キャンプ• 
パーティ全員 現在位置を知ることができる 

リトフェイト（空中浮揚） 4 いつでも• 
バー亍ィ全員 空中に浮き、落し穴やSなどをさけられる 

ソコルデイ（召喚） 5 戦闘中• 
バーティ 敵を呼び出し、バーテイの仲間にする 

マロール（幻姿） 7 いつでも• 
パーティ全員 仲間を指定した場所へ運べる 

☆魔法使いを成長 

魔法使いは、強力/d 

の呪文を覚えてくれそ 

させて« 

'攻擊 

て戦 

いぬこう 

落し穴があつても、リトフエ 
卜をかけていれば安心だ。 

yになるぞ。敵をどんどん 
倒してレベルを上げていこ 

|m 雎iko« I 

1 コ9909X-!?&1 

っ认、如 

L弱い敵なら、一擊で倒せてし 
Eえるんだ。 議晒_| 



僧侶は、戦闘で傷ついた体を治す呪文を 
覚えてくれる。すぐ正常な体に戻すことが 
できるので、とても助かるぞ。 





キャラクターの身を守る武具は、ボルタックのお店で買え 
るんだ。（売り切れになっている物もある。）また、戦闘で 
手に入れた宝箱の中にも強力な武具があるぞ。_ 

まずは、武器の種類から紹介しよう。最 
強の物を早く装備したいものだよね。 

■ 121 BSHil 
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鎧（よろい） キヤラクターの身を守ってくれるアイテム 
は、どんなのがあるか紹介していこう。 

※呪…呪文抵抗力の有無 

HHE3HHE!3HEHI^K3DEiCII3_OIE3 ■ 
^HSBHIBSK3nDIEIEICIEIEIEIEIEI_ 





—e—■zMaMasaaaEigMi 晒■ 

防御の最後は、小手の紹介だ。忘れずに 
装備しようね。 
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バンパイアロード 

アイボール マイルフイック 

☆戦闘中におきるキャラクターの症状 
敵の特殊攻擊をうけたキャラクターは、実際どうなってしまうのか。詳 

しくみてみよう。_ _ _ 

すいみん魔術師系の呪文を使える1まひ神経性の毒によリ、感覚がな 
敵に、カティノを唱えられたときお X:なつてしまう状態。この状態にな 
きる症状。強烈なSi気に襲われてし ると、呪文も使えなくなっ_てしま5, 

まう。 _ 

m敵の毒攻擊や、宝箱のどくぱy 石化魔力により、体が石のように 
など.1=よ，て体内に悪い液が入y込 硬くなってしまった状態。まひ状態 
ん:でしまう。そのまま.cしている■と、と同様、呪文が使えなくなってしま 
HPがどんどん滅っていってしまう。_う。_ 

このような状態にかかってしまったら、僧侶の呪文ですぐ治すようにし 
よう。早期治療が、大切だ。 



自分のパーテイが決まり、 
冒険の仕度が整ったら 

迷宮に向かってでかけよう！! 

気合いをいれて、 
ぬかりのないようになつ！！ 

35 



篇の種類と迷宮の仕掛け_ 

迷宮の中は、いろいろな仕掛けがしてあるんだ。また、宝箱に仕 
掛けられている罠も10種類ある。そこで、どんな仕掛けがしてあ 
るのか紹介しよう。 

罠の種類 
まずは、宝箱に仕掛けられている罠の種 

類からみてみよう。 



いよ迷宮内を冒険だ。地図をよく 迷宮内 





こでは、1階で入れなかったあの部屋 
じる場所があるぞ。 

■■1 
EV エレべーター 
W 1限へワープ 

Wg WO ワープ入口 
EO ワープ出口 

[ 入手するアイテム 
きよかしよう 

•地下3階Aのポイント孀 

☆「きょかしょう」つて何？ 
この階をさまよつていると、 

あるドアの前で「許可証の無し一一 
い者棚さない」といわれて 
しまう。しょ-がないから、▲ヵギ穴からも、 
「許可証探し」にでかよう。てないで顔を見せ 
でも……どこにあるんだろうろつてんだ！ 

☆ワープした先は…… 

ある部屋に入ると、敵と戦 
闘になりホッとする間もなく 
いきなり ワープゾーンが。 
ワープした先は…… 

☆この巻物は…… 

しばらく歩きまわつ! 1 
ていると、ぁる行き止 

まりのところで、なんp二:I 

となく気になる巻物をI..11 
手にいれた。気になる▲この巻物は、絶対 
物は、識別してもらわ何かぁ*® 

なくちやね。 



じいさんを探そう。あとで 
を売ってくれるんだ。 

•地下4階Aのポイント# 

☆えつ！墓場荒しなんているの？！ ☆どこからともなく声が…… 

4階を歩いていると、r；~,~rr"nある場所のドア 
聖者の墓場がある。しを開けると、いき 
かし、着いたときにはなy声が聞こえて 

☆ユ:とヮ:mKM 
ぃ誰が？気になるけたろは…ぉ城でした：m，： 
ど、先へ進んでいこう。 っ。 111111 
☆おじいさんを見つけよう！！ 

暗闇の中を歩きまわBBBpBB 
り、ょぅゃく見っけた 
おじいさん。このあと 
で役立つアイテムを売 
つてくれるので、あき 二—JI 

らめずに見つけてね0 ▲おじいさんから、宝箱 
を買おう。 

财<す》S$09x MS id 
たゆか《ラえk:、 

jsawvm 
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迷宮の中も、だんだん意地悪になってき 
た。暗闇も多くなリ、敵も手ごわいヤツ 
らばかり。気をつけて進んでいこう。 

•地下5階Aのボイニ 

☆これってゴミの山？ ☆ 

いきなリあらわれた！~ 

ゴミの山（?）は、キヤI _| る 
ラクターが今までに捨Mt；ん敵 
てたアイテムなんだ。ヂ《«^ 

ボルタック商店に持っ▲使ぇるァィテムっア 
ていけば、売ることもて、ぁるのかなぁ だ 
できるぞ。 

☆気になるメッセージが2力所 

6階にいく階段は…圓| 

と、探し歩いて見っけ — 

たメッセージ。う一ん、 
なんとなく気になる。M-r 

壁も床も壊れたら、ど 
こかに通じているよう ▲な一んか、Mしげなメ 

☆あつ、泉があるぞ。 
この階には、泉がぁ["^1^7:"；— 

る。入ろうとすると、OKb 

敵が現れた。 
戦闘に勝つと、ぁる 
アイテムが手に入るん▲ここで手にはいる 



地下6階A 

i^f^Mr、’'ぐ4，就二rf二:^JljjJJ 
_臓MtM MsiranirTi ■SBSHBSI^g 
iimrrWM |M 

☆現れた男は、一体何者？ 

目の前に現れた男と、F~ 

このあと戦闘になつて\oilr 

しまう。勝つと、気に1^ 

なることをしやべるん_ 

だ。謎は、深まるばか_ 

☆この部屋は••… 

やっと、6階へ通れるよG 

うになった。あちこち歩い!!^ 

ていると、ある部屋にたど 
リついてしまった。本棚に 
は、本がたくさん並び、床誰ブ 
には巻物がちらばつている。め1 

部屋の奥からあかりが、も/ 

れている。 



☆何か怪しい場所だぜ。 
歩きまわっていると^ 



地下4階B 



地下3階B 

ツブ内の記号説明 

ドァ 

シークレツトドア 





/ブ内の記号説明 

•地下1階Bのポイント# 

☆ここは、何だろう 

地下1階Bを歩いていると、とて 
も気になる場所がある。床に刻まれ 
た模様も気になるし……もう少し、 
この階を冒険してみよう。 

最後の戦い 
に突入だ！! 
地下1階巳で、キミたちはあ 

る人物に出会う。その人物とは 

……。そして、最後の冒険の 

場所、地下6階巳へ。全ての謎 

が解きあかされるのも、もうす 

ぐだ。地下6階巳は、次のペー 

ジの地図に、自分で書き込みな 

がら進んでいこう。 
▲床に刻まれた模様は、何を意味しているのだ 
ろう““〜 
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ゲームの性質上、電話やおハガ 
キでの質問にはお答えできませ 
ん。御了承下さい。 
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