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突如できた町のダンジョンに迫り来る、モンスタ 

一の集団。1,4を後籟されたIXM1が、ダンジョ 

ンに入った瞬間、その扉は閉じられた。アメリカで 

大好評を博し、パソコンで自苯に±iしたソフトが、 

スーファミ版に移植。リアルタイム3DRPGだ 
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フォーゴトンレルムの北部 
うしんとし .こんか’い ぶ 
中心都市。それが、今回の舞 

台となるダンジ3ンのある街 

「ウォーターデイーフJである。 せHぃち似うしゆ. . 
そこ$第一領主ピアジェイ□ \ 

ンに、大魔術師ケルペンか5、 ぃっっう てがみとど / 
一通の手紙が届いだ。それにダ 

ると、今まさに、ウォーターディ/ 

—フの平和が、“クサナタール” 

といラ、正体不明のちのによって、 

冒されよろとしている5しいのだ。彼は手紙の吊で、“ポ耜を辱るだめに、 

冒険者を雇おろ”と提案している。 

ピアジェイ□ンは、提案にしだがい、醫_著をiっだ。いすれもMに誓え 
ぐっ#よう せいえい かれ ぼうけん 

のある、屈強な精鋭だちだ。彼は、冒険 

者らに、委任状を与えた。それは、すぺ 
;う'どう みと は■くし いにん'CJ^ 

ての行動を認める、白紙の委任状でもあ 

った0 
けんしや い*ようよう *ち..m 

冒険者だちは、意気揚々と街の下水道 

に;^って行っだ。そこか5邪なものへ 

の备配が、地下奥へと続いていだのだ。 
かれ げすぃどう はい しゅんかん 

しかし、彼らが下水道に入った瞬間、 

突如として、入り□が閉鎖されてしまろ。見だiは簞なるM盤だ。でも、 

彼らには分かっていだ。明らかに、彼らに来て！?し<ないものの謹だと# 

づことが。 

とりあえす彼らには進むしか手がなか 
た しょくりょう ほ»ゆう よわ 

った。足りない食糧を補給しなガら、弱 

い武具を強化する。さらには、自分達の 

力のレペルをあげ、地下に潜む邪悪なち 

のにまで、だどり着かねばならない。 
ぼうけんしや . ftfcか itc 
冒険者だちの戦いが、すでに始まって 

いたのである。 
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てもそPシステムI時間の感覚が、ま 

つた<_じよろに謠立てい<、リアル 

タイムになつている点である。 

つまり、戦闘中、モタモタレている 

と、ガンガン敵の攻擊を受(_サ、被害が 

違えてしまろ。逆に素旱<攻擊の指示 

をしてやれば、||つ<事な<、敵を倒したりできるのである。 

芩までのRPGのように、にじつ<り考えることはできない。その 
a かわり、なぜあれができないのか、と 

いつだ点は、ほとんど解消されている 

のだ。マウスの_も香iで、_い 

iきが要求される。よっソアルになつ 

だゲームと言えるのだ。 

^ I；アルタイフのRPGだJ 
このシu—スの特徴は、なんと言つ 

<► AD&D (② 
AD&D®と言う、アメリカの 

テーフルトークゲがある。こ 

|れのパソコン版が、このソフトな 

の与。ストーU—は、パソコン版 

にされた、才uジナル。シス 

テムちすべてテーフルゲームと同 

じよ〇に#られている。スーファ 

5版は、これの完全移植なのだ！ 

仏)のシリ_ス 

とは 
こんなグ_ムだI 

こんなゲ—ムた 



吩全12階層の難解ダンジョン 
ダンジョンは、全12階層。広いと 

ころや隠し部屋などもあつて、多彩 

になつている。 

謎ち複雑になつているので、じつ 

<•0進んでいかないと、最後までだ 

どり着くことはできない。本格ダン 

ジョンゲームなのだ。 

<►魅力のキャラクタ_ メイキンク 
これち大きな特徴の一つなの 

だが、最初にキャラクターを作 

るところからゲームは始まる。 

/^_テイは最初は4人。ゲー 
ム中仲間になる特別なキャラク 

夕一（これをNPCと呼ぶ）が 

加わると、最大6人のパーテイ 

が_める。 

パーテイは、い<つかの種族、職業から、選択することができる。最初のI 
4人はどんどんレペルアッフしてい<ので、経験値を積ませると、いろいろ 

楽しみも増えて<る。どのよ"5なパーテイを組むかで、戦い方や進め方も変I 
わつて<るのだ。ゲームを終わらせても、違うパーテイで進めれば、面白さ 

ち違つだちのになつてぐるのである。 

パーテイの基本は、「フアイ■ター、 

シーフ、クレリック、メイジjだ 
が、人fclでバラデインを入れだり、 

複数の職業をかけ持つだ10と、し、 

ろいろな組み方が酉能である。そ 

れも含めて、このゲームを楽しも 

う。 

こんなゲームだ 



システムについて 
ここからは、iかいゲームシステムについて、説明する。多少難 

しいが、よく読んで理解しておこう！ 

キャラクターメイキング 
ます最初にやることが、このキヤラ 

クターメイキングである。最初に4入 

分を作らねばならない。最初か5、い 

きなり重要な作業が始まるつてわけだ。 

種族、クラスをどのよろにして決め 

だよいか。それぞれの特徴を把握し 

て、キヤラクターを作つてみよラ。 

メイキングのポイントは、バランス。 
せんし にん せんとうち中う 
戦士 4人のパーテイでは、戦闘中はよ 

いガ、治癒に時間がかかつてしまろ。 

そうりよけい じんぶつ ひと*) い 
僧侶系の人物を、一人は入れるよ 

ろにして、バーテイを編成しよラ。 

何しろ、バランスガ重要だ！ 

種-の答許は6つ。ごとに、可能クラス（つける職 

I)が疾まっているので、それを_ぇながら錄しょう。 

間 
もっと CIWzのうせい たか しゆuゆざった しゆぞく たしゆ 
最も順応性が高<、種々雑多な種族である。他種 

ぞく たよう しやかい も こうげきてき ぷっ.しっしゆぎ 
族より、多様な社会を持ち、攻撃的で、物質主義に 
ほし じゆWう へいき.ん ねんていど .ゆうUT3 
走つやすい。寿命は、平均で70年程度。優秀さとい 

てん しゆぞく なか いちばん 
点では、種族の中で一番である。 

クレリック 
ファイター 
メイジ 
パラデイン 
レンジヤー 
シーフ 

※その種族の職業別の上昇レベル限界のことを「レベル上限Jといろ。 
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_ヮーフ 
Sが鞋<、がっしつした法縫を南ってWる。労が 

あり、金属の加工技術でも、他種族より優れている。 

寿命は、350歳から450歲程度である。魔法には縁が 

な<、呪文と啻に対する耐性を持つている。 

クレリック 
ファイター 
シーフ 
ファイター/クレリッ 

ク 
ファイター/シーフ 

ルフ 
人間と似ているが、顔の美しさととがつだ耳で、 

区別がつ<。弓がラま <、あらゆる種類のボウなど つか はい いちぶ まほう じゆもん つよ 
を使うと、ボーナスが入る。一部の魔法や呪文に強 
たいせい も じゆみょう ねんいW：う い 
い耐性を持つ。寿命は1200年以上と言われている。 

靜-ム… 
ドワーフとは、遠い同族に当たる。陽気でのんき 
せぃかくじゆみよう さぃ まほうたい 
な性格。寿命は600歲<らい。魔法に対して、かな 

りの耐性を持つている。まだ、コボルドとの対戦で 

はボーナスが得られる。 

可能クラス 

クレLiック 
ファイター 

シーフ 
クレリック/シーフ 
ファイター/クレ1」ッ 
ク 
ファイター/シーフ 

能力値修正 I レベル上限 ' 

紐+1 
| km-1 

クレリック9レべノレ 



八ーフエルフ 
人間とハーフのi血。双方の長所を受けiいでい 

じゆみよう ねんていど せんたくかのう U<lよう く t, 
る。寿命は250年程度。選択可能な職業の組み合わ 

せが、数多い。純粋なエルフほどではないガ、それ 

なりに、魔法に対する耐性は持ち合わせている。 

可能クラス 

クレリック、メイジ、 
ファイター、シーフ、 
レンジヤー、ファイタ 
—/クレリック、ファ 
イター/メイジ、クレ 
リック/レンジヤー、 
クレリック/メイジ、 
シーフ/メイジ、ファ 
イター/メイジ/クレ 
リック、ファイター/ 
メイジ/シーフ 

能力値修正 1 レベル上限 

なし なし 

_ー フリング 
小柄な種族で、愛想がよ<、楽しいことを运む。 

ちぢれ芝髮を持ち、背は低く、ふつ<£>としだ体つ 

きをしている。ままれつきの魔法に対する耐性を持 

ち、スリングを使ろと、ボーナスが得られる。 

可能クラス 
クレリック 
ファイター 
シーフ 
ファイター/シーフ 

器用さ+〗 クレリック8レベル 
体力一1 ||ファイター9レベル 

 細 ii 屯 n=w»u 
その種族ダ持つ『能力値修正』とは、s 

際のプレイ段階で、パラメーターに彩■す 

る数値のことで糸る。 

プレイ中に、そこまで神経を使5必要は 

ない。ただ、どの種族を選ぶと数値がどう 
なるか、最初の段階でだけでも、把握して| 

おいた方がいい0あとは、実際に進めて行 

けば、分かってくるからだ。 ' 



これはキャラクターの職業を表すもので、全1種籍ある。 

によっては、かけもてるものもあるので、覚えておこ5, 

フアイター 
JT S せんC吹？ せんもんか 
武器と戦術の専門家であるのガフ 

アイターである。彼らは、すべての 

武器と防具を使いこなせる。まだ、 

武具のメンテナンスなども、彼らの 

重要な役目の一つである。激しい戦 

闘の場でも、勇気と技能によつて、 

勇敢に戦うので、最前線には絶対必 

要なキヤラクターの一人だ。 

ファイターは呪文を使ろことは一 

切できない。しかし、魔法の武具を 

身につけることは可能である。まだ， 

Uンク■などの魔法の宿つだ武具やア 

イテムを使うことで、呪文を使うこ 

とはできる。 

最重要能力値 

可能な種族 すべての種族 

mmM すべての武器 

iMoii ST闩（体力）とCON (体質）は15よりなくならない 

パラデイン 
真実と正義のちとに戦*5エIJ一卜 

戦士。彼らは、イビルの属性（P12 

参照）のキヤラクターがいるパーテ 

ィには、加わることがでさない。 

彼らは、すべての武器を扱え、ク 

レリックの呪文（一部）を使う能力 

を持つている。まだ、魔法や啻に対 

する耐性ち备ち吾わせており、どん 

な病気にもかかることはない。 

レペル3に達しだ/〖ラデインは、 

レべ』し1のクレリックとして、アン 

デッドの退散を行〇ことが酉能とな 

る。まだ、仲間の治療を行ろことが 

できる。 

さい!»うようのう9よくち 
最重要能力値 法*、 

可能な種族 A®のみ 

すべての武器 

能力値の修正 STR、CONが〗5。Wl Sが13。CHAが17より低くならない 

システムについて 
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メイジ 
直接的な戦闘は不得意なのが、メ 

とく-ちtう こうほうたいS まほう 
イ^;の特^J。後方待機で、魔法によ 

る攻撃を試みる。 

メイジは、呪文を唱えるだめ、そ 

の邪魔になる防具を身につけること 

ができない。まだ、戦闘そのちのを 

好まないだめ、非常に限られだ武器 

しか、扱*5ことができない。 

メイジのち^一つの特徴として、 

レペルの上昇による変化があげられ 

る。レペルの上昇と共に、非常に強 
9よく まほう おぼ せん 
力な魔法を覚えてい <。これは、戦 

闘において、だいへん大きな効果を 

発揮することになる。 

さいうようのうりよくち 
最重要能力値 AS 

€能な-族 人間、エルフ、八ーフエルフ 
しようかのうぶ# 
使用可能武器 ダガー、スタッフ、ダーツ 

mrnoym 1 NT (知性）が15より低くならない 

クレリック 
たたか こと しんかん 
戦ラ事のできる神官が、このクレ 

かれ とく う かみ ちから 
IJック。彼らの特徴は、神の力によ 

る呪gと、制限のある武器の使用に 

よる攻撃ができることである。 

すべての防具は身につけることが 

可能だが、武器については、下記の 

よろな、刃のついていない攻擊系の 

武器しか使用が許されていない。 

他にスケルトンなどのアンデッド 
けい たい と < しゆ ちから も 
系モンスターに対する特殊な力を持 

つている。彼らはレペルアップと共 

に多 < の呪文を修得し、まだ、アン 

デッドに対する力も、どんどん大き 

<なつてい < のである。 

さMClHiうのう〇よくち 
最重要能力値 矢！]A 

Iri な 人間、ドワーフ、エルフ、八ーフエルフ、八ーフリング、ノーム 

メイス、フレイル、スタッフ、スリング 
のう9よ< ち し»うせい 
能力値の修正 W 1 S (知恵）が15より低くならない 

システムについて 
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レンジヤー 
ひCiう くんれん か >9うど もり 
非常に訓練されだ狩人であり、森 

深< に住んでいる。 

剣や弓などに頼るより、その場で 
Sてん ぎのう たよ い い 
機転やg能に頼って生さて行<よろ 

に教え込まれている。 

ファイターと同じよろに、すべて 

の武器•武具を使用することが可能。 

たft# とき ぜんせん てき 
まだ、戦いの時などには、前線で敵 

に突っ込んで行<よラな戦い方を好 

む。もつとも、彼らの特徴はその機 

敏さにあるので、あまり重い防具を 

身につけさせると、彼らの特徴を殺 

してしま〇ことになる。防具につい 

ては、神経を使うようにしだい。 

mmm 体力、器用さ、知恵 

■な 人間、エルフ、八ーフエルフ 

使用珂能武器 すべての武器 

能力値の補正 STR、CONが15。Wl Sが14。DEXが13より低くならない 

シーフ 
シーフには様々な者がいて、一つ 
に語る事は難しい。悪さをする者も 

いれば、人の良い者もいる。一般的 

に、熟練しだシーフガパーテイにい 

ると、そのバーテイの生存率は上が 

ると言われている。特に、罠などを 

外す能力には長けているのだ。 

皮製以外の防具を身につけている 

場合、彼らの能力はフルに発揮でき 

ない。だだし、武器に関しては、多 

<の武器を扱う事が可能である。 
きほんてき じゆもん まほう おぼ 
基本的に、呪文や魔法を覚えるこ 

とはない。 

mmM 紐さ 

可能な種族 すべての種族 

rnmmM すべての武器 
のう叫くち. B.普い， 
能力値の補正 DEX (器用さ）が16より低くならない 

11 



HHHH キヤラクターの生き方、考え方を設定するのが、この属性 

である。属こは「世界観」と「道徳観念」の日種病がある。 

このキヤラクターが、社会の枠組 
_ ローフルみとルールの幕厳其でSkことを杗 

世界観は、货キ怎フク57 してぃる。 
一が、いかに物事を考えてい 

<かの、根本的な思考の方向_ 

を宗している。Sの3碰韻が一 

あり、それぞれにg徴がある。：ベm抓_ 

パーテイのことを箸えて、ど—ノ，_片はン冷会ゃ他人よリ、 
の錄―ぶか、箸ぇるょケイオアイツクrご身綱して…とを 

ろにしだい。 

このキヤ，クターが、時にはネ土会 
.ユートラルを、時には個人を重視することを示 

している。 

その場の状況判断に迫られ 

だとき、道徳的にど^行動す 

グッド 
そのキヤラクターが、何かの場面 

で道徳的で正直な行動を取ることを 
示している。 

ピルの観念を持つだキヤラが 

一人でもいると、パラデイン 

を加えることができないので、 

Mi*o 

その場の状況に応じ、よく首え律 
ニュートラル柔軟に、想く言えば場当たリik行 

動する；：とを示している。 

イビル 
他冬の事などいっさい省み，常 
に自己中，0Wで、悪意にみちた朽動 
を取ることを示してい®。 

上記の属性から、この世界Iこは以下の9つ 

の属性が存在する。どれかを選べば〇Kだ。 

ローフル•グッド 
ニュートラル•グッ 

K 

ケイオテイツク•グ 

外 

ローフル•ニュート 

ラル 

トウルー•ニュート 

ラル 

ケイオテイツク•二 

ユートラル 

ローフル•イビル 
ニュートラル•イビ 

ル 

ケイオテイツク•イ 

ビル 



そのキャラの生まれつき為つ能力が、能力値である。基本 

gには、齡の6っである。 

STR(体力）.綱な劣ゃ編のを、さらにはスタミナを綾Sする麵。フ 
アイター系のキヤラには、パーセンテージ表示による付加的体力値 
がつく。そのパーセント分の能カアップが望めるのだ。ただし、ハ 
ーフリングはこれを持つことがない。 

D E X (器用さ）…,編' 織#1辱スピニト:を劈す#kこの縫が 
«いと、AC (敵の攻撃に当たる確率）が低く与が当たリにく く 
なる。また、この数値が高いと、弓などを使ったときにボーナスが 
与えられる。 

CON(体質)……み さを¥す。このがgいとv HP (ヒット 
ポイント）が高くなる。 

| N丁（知性）.点保劣、辞劣、翠■謀に®する後。メィジにとって、この鏟 
値はもっとも必要なので、最重要能力となっている。 

W I S (知恵).■劣ゃ“の劣を雀す。この■が7以卡ちと、—装して 
無力である。15以上だと、度法に対するある程度の耐性を持つ。 
この数値がU以上のクレリックはよリ多くの呪文を授かることが 
できる。 

CHA(魅力)…… *そのキヤラクターの持つ、魅力、脱得力、リーダーとしての資質 
を宗す。 

上記以外のパラメーターは、以下の通り 

である。 その他のパラメーター 

AC(ア-マ-クラス) 
敵の攻撃に当だりやすいかど^ 

かを示す数値。小さいほど当だり 

に<い。防具を身につけると、こ 

の数値は変化する。器用さの高い 

キヤラクターは、よ10低い： 

—•クラスを得ることが可能であ 

る。 



ここまででキャラクギニの作成デ:、务 

かってもらぇた巧ず。|芬の夤に又った 

キヤラクターを作り、君だけのパーティ 
を組んで、冒険に参加しよ5〇 

作成したキヤラについては、ランダム 

でパラメーターが決められる。これらの 

k値は、決め直しが可能である。パラメ 

ーターがどろなっているか、納得がいく 

まで、何度でもやり直してみよろ〇いつ 

か必ず満足のいく数値が得られるので、 
あさらめないでガンパロウI 

11 

HP(ヒツトポイント） 
戦闘不能になるかどうかの数値を表す。この数値が0になると、キヤラク 

夕一やモンスターは、戦闘不能となる。まだ、一10以下になつたキヤラクタ 

一は、死亡してしまうので、要注意。高ければ高いほど、戦闘には有利な値 

である。 

EXP (経験値） 
たお たから はつけん ぼうけん いちぶ し》う9よう_ え 

モンスターを倒しだり、宝を発見しだり、冒険の一部を終了させると、得 

ることができる数値。ある数値に達すると、キヤラクターはレペルアツフす 

る。ゲーム開始時点でい<&か持つている数値である。 

LV(レベル） 
そのキャラクターの職業における、修得度を表す。k験値を稼ぎレペルア 

せんとうのうw：< まほう どく たい たいせい 。うしょう 
ッフすると、HP、戦闘能力、魔法や毒に対する耐性などが上昇する。まだ、 
じゆもん まほうつか たか しようかのう 
呪文や魔法を使ろキャラクターは、より高いレペルのちのが使用可能となる。 

システムについて 
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さて、いよいよスタートだが、こqでは画面の 
見方について、説明する。それぞれ画面からいろ 

いろな情報が読み取れるので、何を表しているか 

を把握して、フレイを進めよラ。 

画面^:大きく分けると3種類ある。どれも、と 

ても重要なので、覚えておこラ。 

アドベンチ，ースクU—ン 

① 3 Dウインドウ….ダンジヨンの様矛がリ$ルタイムで表示される 
② キャラクター.キャラクターの名前、顔、状態がここに表示される。キャラの順番 

を変えたいときは、名前、装備ウインドウを開くときには、顔に力 

眇 Jルを合ゎS'f夕Vを押そぅ色の変化T示？れる。 
③ アイテム他.現在のHP、及び両手に持っている物が表示される。手に持ってい 

る物を俾うときは、それぞれにカーソルを合わせてボタンを押す。 
また、攻擊するときも、ここにカーソルがあるときに、ボタンを押 
す 

嘲Mコン.マップ觸す？ときに、翻すS 
⑤方向表示.キャラクターが向いている方向塞零に示す 
◎ メッセージウインドウ……さまざまなメッセージがここに表示される 
⑦キャンプアイコン.キャンプに入るときに使用する 

画面の見方 

画面の見方 

15 



親#ウイント” 

❶ 
U< C しょくりょう も お u<じと 
食事アイコン。食糧をここに持ってきてポタンを押すと食事を取る 

❷ 
なか へ ぐあい しめ きゆうけい なか もと もど 

HP、お腹の減り具合を示す。休憩してもお腹は元に戻らない 

❸ 
やた ゆみしよう ばあい じどうほ*申う 
矢を貯めておける。弓を使用の場合、ここから自動補給される 

❹ 
あたま ぼうぐ ひようc そうちやく jxぶん おこな 
頭につけている防具を表示。装着もここの部分で行ラ 

❺ 
からだ ぼうぐ し® そう於く JSぶん おこな 
体につけている防具を示す。装着もここの部分で行ろ 

❻ 
くび W:うC そうち♦く JSぶん 《な 
首につけているものを表示する。装着もここの部分で行5 

❼ 
みぎてくび もの しめ そうち》< ぶぶん HZな 
右手首につけている物を示す0装着もここの部分で行5 

❽ ベルトポーチに入っている!||を表示。3つまで装着可ig 

❾ 
みぎても もの on c そうちやぐ ぶぷん おこな 
右手に持っている物を表示0装着ちこの部分で行5 

❿ 
»だ0て も もの Wうじそうち1K ぶぶん おこな 
左手の持っている物を表示。装着もここの部分で行5 

❿ 
ゆびわ しめ そうちやく ぶぶん おこな 

つけている指輪を示す。装着ちここの部分で行5 

❿ 
あし もの W：うじ そうちや_< ぶぶん 》こな 
足につけている物を表示。装着もここの部分で行5 

❿ ここに最大14個までアイテムを持てる 
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ステータスウインド0 

❸ 

❹ 

❶ 

キャラクターのhp'顔、名前がここにi佘される。の若1^の 

アイコンにカーソルを合わせクリックすると、次のキャラクターが 

表7Fされる 

❷ 

キャラクタ-ので、のレベル、mmrnnrn^n^ 
職業をかけ持っている場合でも、すべての鉍龠が■佘されることに 

なる。 

❸ 

キャラクターの属iC mm. III i*(sTR)、kmi nt)、 

知恵(WIS)、敏捷さ(DEX)、強靭さ(CON)、会另(CHA), 

アーマークラス(AC)が表示される。ACの^!设钚は、4笨IIに 
高いbが戦闘、その他においては着利である。ちなみに、黨妄_に 

おける力の差はない 

〇 
状態表示エリア。「どく」「まひ」「きぜつ」「しぼうJなどの4答、 

ここに表示される。健康な場合、何も震示されない 

❺ 
装備ウインドウとの切り替えを行うアイコン。ここに力ーソルを為 

つて杏て、クリックすると切り替わる 
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t「呪文書Jまたは「否—為;ンポルJを 

持って『使用』した時のみ、現れるメニュ 

一。使用可能な「魔法」や「呪文Jのメニ 
ューガ表示される。使いだい物にカーソル 

を合わせてクIJックする。 

使用後はメニューは消え、元の状態に戻 
»ようU ばあい 'がめん 

る0 メニューに表示しきれない場合、画面_ 

をスク□—ルさせると、次のメーユーが現▲—蘇誠が•ふまってぃる。-に 
れるぶ〇になつている。 

神うけい じゆもん sおく せんよう いの 
「休憩」「呪文の記憶（メイジ専用)」「祈 

りを捧げる（クレUック専用)」「スクロ 
か うつ かん翁ようせつてい 

—ルを書き移す」「環境設定J「オフシヨ 
ンJの6つのコマンドで成り立つている。 にゅうしゅ おぼ じゆもん 
入手したスクロールに覚えていない呪文 

などが窖かれていだら、「窖き移す」のコマ 

ンドを使うと、新たにメイジが新しい呪文 

を覚える。「休憩」はタダでできる。ただし 

敵の近<だと襲われることもあるので注意。 
ブシヨンでやリやすいように 

rv-*==r；Tj：i^=- 
上でも軎いたが、スクロールとは呪文の 

書かれている巻物のこと。覚えてない呪文 
じゆも.んしよ か うつ 

があったら、呪文書に害き移しておこラ。 
おぼ せんとうち，うつ$ 

もし覚えてるものだったら、戦鬭中使えば 
良い0スクロールはなくなってしま5が、 

その分1回多く呪文が使える計算になるの 

だ。ちなみにクレリックはこのやり方で、 

呪文を覚えることはない。 

. 

▲クレリックはレベルが上がると呪文 
を覚える。あとは祈るだけだ 
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進め方について 
ここからは、ゲーム¥に出て<る:(4動に 

ついて、細か<説明してい<。基本的には 

「取得（ティク)」rffii (ユース)」「1 

択（セレクト)jの3つである。 

ちなみにアイテムなどを「使用」するの 

は、冒険しているノー▽ルな画面でしかで 

きない。覚えておこう。 

攻擊する 
前列の者は、白兵戦用武器（剣、斧な 
こうげきかのう こうれつ もの と どうぐ 

ど）で攻撃可能。後列の者は飛び道具によって 
こうげき きほんてS て も ぶき 
攻撃する。基本的には、手Iこ持っている武器を 
『使用』する事によって、攻擊できる。武器金 
ようご さいど' こうげS fc tようじかん 
用後の再度の攻撃まで、多少時間がかかるので 

覚えておこ〇。 

キャンプする 
パーテイは、ダンジョン内のどこでも、 

キャンフすることが可能である。ただし、ijア 
ルタイムなので、敵出現地の近<でキャンプを 

はると、キャンフ中に襲われることがある。 

ギャンフ内では、さまざまなことがでさるの 

で、確認しておこう。 

月^ 

画面右下にある、キャンプボタン 法、パーティのiiをよくみ 

を『選択」することによつて、キャ て、キャンプにはこまめに3(るよう 
|ンプに入ることができる。 にしよラ。セープも岩れずにI 

進め方について 
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^幸に》っている「ホーリーシンポル』を_’_ fM,™* 

「使用』することによって、呪文を唱える。シ 

ンポルは、どち0)の手に持って5&よい。 

攻撃呪文の場合、3 Dウインドウに見えてい 
る敵にしか、攻撃は通用しない。このことを覚 

えておころ〇 

I V て も じゆもんしよ しよう .I || 
1 手に持っている「呪文窖jを「使用jす .. 

ることによって、唱えることが可能。キヤンフ 
だんかい つか じゆもん きおく 

の段階で、使いだい呪文を記憶しておくように。 

でないと、呪文は使えないのだ。 
こうげ#じゆもん ばあぃ ない てき 
攻擊呪文の場合、ウインドウ内の敵にしか、 

その効力は発揮できない。 

呪ネガ書かれている巻物（メイジ用とク 

レリック_と2つある）は、「使用』すること 

が可能である。だだし、使つてしまろとその巻 

iはな<なってしまうので、呪文は1度しか唱 

えられない。もし知らない呪文だつだ&、呪文 
しよ か 令つ ほう とく 
書に書き移した方が得だ。 

順番を変える 
バーティの順番は変えることが可能。冒 

険画面で、名前をクリックし、変えだい人間の 

名前を、再度クUックする。これで、順番が変 

わるのだ。 

Iちなみに、前列の方が攻撃を受け易いので、 

要注意である。 
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ぶイテ9をjiMjして、3 DウインK 
ウの中央よ10下の部分でクリックすると、その 

アイテムを置<ことがでさる。 

投げるときは、3 Dウインドウの中央より卫 
の部分でク1Jックする。これにより、アイテム 

を投げつけることが可能になる。 

飲む、食べる 
ポーシヨンを飲むときは、手に持って 

「使用」すれば〇K。 
tiく«う た そうびがめん しよ<9よう さら 
食耰を食べるときは、装備画面で食糧を皿の 

部分に持っていさ、『選択』する。これによっ 

て食糧を食べることが可能。空腹状態には、常 

に注意しておくこと。 

知—————a——— 

RPGにおいて、キャラpター^DWiを 
把握してお<ことはtだいへん重要な項目であ 
る。キヤラクターの肖像を「選択』すると、そ 

れ5の情報を一目で確認することができる。 

どんな状態になつているか、必ずチェックし 

てぉ< ようにし;5い。 

' 3Dゥィン —I Dウインドウに見えるすべてのちのは、 

調べることが可能yある。落ちているダガーや 

死体、壁の筆跡、下水道、扉のレバーやボタン、 

鎖といつたちのに力ーソルを合わせ\『選択」 

する。これで、対象物を調べだり、動かしたり 

できるのだ。 
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飛び道具による攻擊 
武器を利き腕に持だせ、矢や石を別の手 も あと つうじょう こうげきほうほう おな やづつ 

に持つ。後は通常の攻撃方法と同じ。矢筒やぺ 

ルト謹にアイテム（矢や石）が残つている場合、 

それらは射撃と同時に、自動補給されることに 

なつている。矢筒には拾つだ矢を常に入れてお 

<よ^にしよろ。 

扉を無理に開ける 
扉を開ける方法はい<つかあるが、これ 

げんしてき かんたん ほうほう あ 
はいだつて原始的で、いちばん簡単な方法。開 

きかけだ扉の場合、その下の部分を『選択』し 

て、持ち上げることができるのだ。もつとも力 

の強いキャラクターが、自動的に試みるよろに 

なつている。 

謂^— 
どうし こうかん 

キャラクター同士、pイテムを交換する 

ことができる。ちよつと面倒だが、対象のアイ 

テムをます『取得jしておいて、キャラクター 

を変え、さらにそのキャラクターのPイテムポ 
ツクスにアイテムをお<。これで、キャラクタ 
どうし こうかん かん1)よう 

一同士のアイテム交換が完了する。 

呪文を記憶する 
条件はそのキャラクターが空腹でないこ 

と。クレIJックはキャンフ中、休憩することで 
じゆもん さず じゆもん きおく 
呪文を授かり、メイジは呪文を記憶する。 

クレリックは神から呪文を授かり、メイジは 
み作 ちから きおく かいしやく さ 
自らの力で記憶する。だだし、解釈の差はあつ 

ても、やり方はまつだ<一緒なのだ！ 
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扉の開け方で!:、こち5が一般的。#扉に 

付いているレバーを引いだり、ポタンを押しだ 

りする。鍵を持っていだら、鍵穴にその鍵を差 

し込んで、その鍵を使えば0K。 
ばしよ いがい ほうほう と私 あ 
場所によっては、それ以外の方法で扉を開け 

ることもあるか£>、覚えておころ。 

とうぞく かぎあ ど•うぐ しゆとく . . 
盗賊の「鍵開け道具Jを『取得』してお1—J-* 

<と、こじ開けるという、荒技を使うことがで 

きる。だとえ鍵に罠が仕掛けられていだとして 

も、シーフがいれば、その罠を自動的に解除し 

て<れる。だだし、この方法はシーフがいない 

と、ちよつと危険ではある。 

基本的にバーテイを治療できるのは、治 

癒呪文を使える、クレリックとパラデインであ 

る。クレリックは、キャンプの休憩中、治癒を 

する。パラデインの場合は、手に持ったホ_u 
—シンボルを「使用』することによつて、治癒 

がg能である。 

3Dウインドウ上のアイテムを取ること 
ち可能だし、まだ投げることち可能である。 

力ーソルを备わせ•■取得Jす令。投げ方は前 

述しだとおり、画面の中央より上の部分でクU 
ックすれば〇K。障害物に当たれば、何らかの 

音がでるぞ。 

アイテムを取る、投げる 

ちりよう 
治療する 

靡を何かで開ける 

進め方について 
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ここまででシステムにIIする説明 いるiiはない。スピードが勝負の琴 
いちおうL•う9よう Sいご 

は、一応終了である。最後に、マウ 
スとコントロールパッドに付いて明 

記しておころ。 
はっきり言ってこのゲームをやる 

のなら、マウスの方が得である〇リ 

アルタイムなので、いちいち考えて 

までとは違ったRPGなのだ。慣れ 

ればパッドでもある程度はできるの 

だが、やはりマウスのスピードには 
かなわない。まだ持っていない人は， 

これを機会に購入することをお勧め 

する。何しろ早いのダI 

，レベル3社のノ 3以上の/ \ラデインとすべてのク 

レUックは、目に見えるアンデッド系のモンス 

クー考、自動的に退散させようと試みる。 

背後や横から<るアンデッドは、バーテイと 

面と向き合うまでは、この力による影響を受け 

ないのだ。 

曙—4嘯 

糖、兜、指輪といつたアイテムは、 

画面の適当なボックスに置<ことによつて、装 

備しだことになる。_ 

身につけることによつて効果を発揮するアイ 

テムはだ<さんあるので、その都度いろいろや 

つて、効果を把握しておこう。 

ーニニ 

進め方について 
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呪文について 
ここからは、ゲーム中に出てくるすベて 

の呪文について、解説する0 
じゆもん こうか uぞくじかん みきわ 
呪文の効果や持続時間などを見極めて、 

ブレイしよ5。考えている余裕がないので、 
早く覚えた方が、それだけ得なのだ！ 

*表注の記号••一LV :レベル、対象：！！H文の効く相手、^は以下の表 

味方のパーティを対象 瞬間のみ効果。持続しない 
永 

ゲー厶中継続 

近! 隣接するエリア 短2 1«縫のみ する 

中? 2エUアまで 中! しばらく持続する 不ふ それぞれ異な 

遠J 見える範囲 長寒 長<継続する m る 

しやてい1みかたiじかんtとくしゆffたいしょう1 ひと 
射程味方I時間特殊I対象キャラクタ i人 
防御麂ACを6以下にする効果がある。すでにAC 8以下のキヤラクター 
には効果がない。また、.シールド呪文との||乗効果も得られない 

蜂 バーニング•八ンズ 
iしやていiきんrじかん「しゆんかん¥たいしようにもくひようたい 
射程i近J時間J瞬闉1対象J目標1体  

この呪文を唱えると、メイジの指先から炎が飛び出し、すべてを焼きつくして 

しまう。レべ^/アップとともに、効果もi犬する 

射程 時間（呪文の持続時間) 
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しV1I呪文名デイテクト•マジック — 

射連i Vnm.,パーティの备っているアイテム 

アイテムの5ち、魔法がかけられているものを見つけだす呪笑。ちし蓋在する 

と、そのアイテムが短時間の間、光っている 

LV!1 I 
じゆもんめい 
呪文名 マジック•ミサイル 

しやてい1えん iじかんiしゆんかんJたいしよう もくひよう たい 
射程遠時間瞬間j対象目標1体 

魔法の矢を作り出し、的確に相手に当てる呪文。もし2体以上いれば、隣のモ 

ンスターにも命中する。レベルアップとともに、効果も増大する 

LV 1K呪文名|シールド 

mm 
みかた_じかん|たん粥|たいしよう1じゆもん とな ほんにん 
味方I時間短〜中|対象呪文を唱えた本人 

\ *. u-5*n>jto つく て* こうげき たいしよ uゆもんかん 
:見えない障害物を作り、敵の攻擊に対処する。マジック•ミサイルの呪文は完 

j 1全に遮断され、飛び道具に対しても、それなりに効果を発#する 

：LV 1|呪文名ショッキング•グラスプ 

■ mm 
きん層じかん丨ふてい_たいしよう丨もくひよう たい 
近|時間不定|対象目標1体 

手に電気を帯びそれにより攻擊する。前列の者はこの7^法で敵を攻肇でぎる。 しぜんSうでん かい こうげ# こうか き. 
自然放電するか、1回の攻撃で効果は消える 

LV| 2 |呪文名インビジピリティー 
しやていjみかた_ じかん；とくしゆ^たいしよう丨もくひよう り 
射程味方j時間特殊j対象目標1人_ 

R芳1又を®の忐箅から麄しiる呪文。そのキャラクターがKSをするまで、 

効果は持続する。中には消えてもその存在を感知する敵もいる 
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レベル1 M Iじゆもんめいi 
LV 2 |呪文名メルフズ•アシッド•アロー 
しやてい「 えん ■じかん1とくしゅ議たいしようもくひょう たい 
射程遠!時間特殊|対象目標1体 

Akの労で锫装な美が#り函されるis。iをMiする。レベルが 

上がると、攻撃回数が増える 

LV 2 ステインキング•クラウド 
しやていi ちゆう _ じかんI らゅぅ Iたいしようf もくひよう 
射程中j時間中|対象目標1エリア 

ilしたisなi Aをfib函す。そのiの串にaれば、！！、森旁とtii未I 
に陥る可能性がある 

LV| 3 ディスペル.マジック 
しやてい えん _ じかんiしゅんかん_たいしようi ぜんたい 
射程遠時間瞬間対象パーティ全体 

パーティに索®しているすべての呪文の効果を打ち消す。ただし、治療系の呪 

文効果だけは、打ち消せない__ 

LV; 3 |ixsフャイヤーボール 
しやてい1えんyじかんiい>んかんmたいしよう浐もくひよう たい 
射程遠[時間瞬間対象目標1体 

_崔エリア内のすべてのものにダメージを与える、爆発性を持った炎の噴流C 

レベルアップとともに、効果も増大する 

LV 
纖n；ゆもんめい厂 

I呪文名フレイム•アロー 
しやてい えん M じかん とくしゆ■たいしようiもくひよう たい’ 
射程遠_時間特殊I対象目標1体 

-awj <» や U ifうて•つくだ， ■■ ■ ■ はつし:や じゆもん さい二う 
炎のエネルギーを持った矢を自動的に作り出し、それを発射する呪文。最高で 

30ポイントのダメージを与えることができる 

呪文につい 
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レベル1 « 1じゆもんめい1 ■ 
LV! 3 |呪文名へィスト 

射运丨[|芳|時S ¥ | lift: メィジのレベルにっ吉1又| 

iiキャラクターのゃを、iSのeilの減邊で转5晓癸。ただし、晓I 
文を唱えるスピードは、 2倍にならない 

「Lぺ中|齡ホ-ルド•パ-ソン 
しやていiえんyじ、かん|ちゆうyたいしよう| もくひよう 
射程遠|時間中|対象4目標まで 

xis筚aF4、ヒューマノィドにM燊がある。この骁芰の^|卡にいる■は、 
硬直し、動いたり話したりできなくなる 

LV 3 1硗錢インビジビリティー10’レイディアス 
Iしやてい1みかたUじ、かん|とくしゆyたいしよう1 ぜんたい 
射程味方|時間：特殊|対象：パーティ全体 

パーティ筌抹が、《の忐箅から轟ぇiる騎笼0鏟を钹|1するまで、未奇忐の获| 
態になる。た.fcし感づいてしま5敵もいる 

LV 3 |結芰§ライトニンク•ボルト 
しやてい| えん-じかん丨しゆんかん_たいしようf 
射程遠|時間瞬間|対象2エリア 

i劣なimででぎた美を荈〇函し、iをMilする。美はのiをMiしたあ| 
と、次のエuァt攻擊する。レベルがI：がれば、aiti关する 

|LV 3 |^i:バンピリング.タッチ 
ヒやてい丨 きん | じかん|たん _たいしよう丨じゆもん とな ほんにん 
射程近|時間短|対象呪文を唱える本人 

! Sいた拳をiに蝱れMiする〇1iのMiでM秦はする。iぇたダメージ 
は一時的にメイジのHPとなり、そこから去けたダメージが||かれていく 
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レペル—! ■ I■「じゆもんめい 
LV 4 ■呪文名フイア 

:しやていfみかたi cかん「ちゆう¥たいしよう| 
射程味方I時間中I対象 
えんすいCよう きようふ ばしよ つぐ じゅもん じゆ< 

2エリア 
えんすいじょう きようふ ばしよ つぐ じゅもん じゆもん 5 きようふ S 
円錐状の恐怖の場所を作る呪文。この呪文を受けると、恐怖でパーテイから逃 

げ出していく。レベルが上がると有効時間が長くなる 

卿1, 
しやてV»| ちゆう | 

射程中 

じゆもんめい| 
〇兄文名丨アイス•ストー厶 

指定されたエリア内に、巨大なひよ5の雨を降らせ、敵にダメージを与える呪 

文。レベルが上がると、射程はのびる 

LV! ストーンスキン 

射程味方|時間特殊|対象丨ひとりのキャラクター 
たい⑷ 8 なぐ う こうげき_たい めんえ* 
対象のキャラクターは、切る、殴る、射つなどの攻擊に対して免疫ができる。 
こうげき fsu ゆうこうかいすう ik 
攻撃に対する有効回数は、レベルによって異なる 

レペル—f _ ifじゆもんめい] 
LV 5 |呪文名クラウドキル 
しやてい きんB uかん1ちゆう¥たいしょう「 
射程近時間中対象 1ェ」ア 

恐ろしい黄緑色の雲を発生させ、敵を擊退する。下級モンスターなどは、ただ 

_ちに擊退する' 恐怖の雲__ 

LV 5 Iコーン.ォブ•コールド 
しやてい ちゆう | じかんIしゆんかん1たいしよう「 
射程中J時間瞬間|対象I 3エUア 
之んすいぜったいわいどいか れいき a つ': t： てき あた じゆもん 
円錐状の絶対零度以下の冷気の場を作り出し、敵にダメージを与える呪文。レ 

ベルが上がれば、効果ち増大する 
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LV 5 |呪文名ホールド•モンスター 
しやてぃ：えん | をかん|ちゆう たいしょうj 
射程遠|時間中対象1エリア 

ホールド._パ‘ソンの主線呪文。もっとiくのiiのモンスターにiiがある。 

ただし、.この呪文もアンデッド系には通用しない 

「レベル1 _じゆもんめい| 
LV：1j呪文名ブレス 
しやてい|みかた塵 Cかんjちゆう |たいしよう| ぜんたい 
射程味方I時間中丨対象パーティ全体 

この呪$を唱えると、パーテイ全体の志気が上がる。複数回かけても、细果は 

同じ〇攻擊に際し、ポーナスを受けられる 

レベル],|じゆもんめい丁 
LV1I呪文名コーズ•ライト.ウーンズ 

!しやてい| きん 丨Uかん|しゆんかんたいしよう| 
射程近|時間瞬間i対象| 

じゆもん とな てS たい 
1目標 

この呪文を唱えることによって、敵に対し、丨から8のダメージを負わせるこ 

とが可能である。 

LV 1 I urnキュァ.ラ仆•ゥ-ンズ 

ill _ \mm iijliri：キャラクタ ia 

\治癒呪文。:.を回復することができる〇資レベルのパラディンも、I 
1 じゅもん つか かのう I 
；この呪文を使ラことが可能である 
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i^Tri-f一じゅtんんrj 一——-一…--一-一 
LV】|呪文名jディテクト•マジック __ 

程iftSj時M _SIS裹パーティの諸iしているアイテム 

パーテイの所持しているアイテムに魔法がかけられているかを論べる0_パラデ 

インもこの呪文を唱えられる 

| レベル.:]"_ IfC»fcX»v> I 
しV:1呪文名 プロテクション•フロム•イビル 

Iしやていfみかたじかん1ちゆうyたぃしょぅI り 
射程味方|時間中|対象丨キャラクター1人 
j aう たいしようしや つつ あく ぞくせい も て# こうげ* ふせ あ 
魔法のからで対象者を包み、悪の属性を持つ敵からの攻撃を防ぐ。.レベルが上 

がると有効時間が長くなる0パラデインもこの喊文を唱えられる 

レペルT 1(じゆもんめいI 
LV;2■呪文名エイド 

!しやてい「みかたffじかん1ちゆうrたいしようf 〇 
射程味方j時間中|対象：キャラクター1人_ 

ブレスの呪文の効果と共に、対象者に対して、1~8ポイントの追IlHPを一 
時的に与える。：レペルが上がると有効時間が^くなる 

レベル « Iじゆもんめい 
LV 2|呪文名フレーム•ブレー 
しやていr ¥ i；かん1ちゆうrたいしょうfもくひよう 
射程I近j時^中|対象p目標 
 和tf て やど t だて8 こうげ# せつ#んせんようふ* 8 おな 
炎の刃が手に宿り、それが飛び出して敵を攻撃する。接近戦用武器と同じよう 

に使用する。レベルが上がると有効時間が長くなる 

LVI 2 〇兄文名ホールド•パースン 
!しやていIえん甘じかん「たんrたいしようi 
射程遠j時間短I対象1エリア 

メイジ用呪文にあったホールド•パースンと、まったく-の‘秦。レベルが あ 嫌，ごうじかんなが 
上がると有効時間が長くなる 
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[Lv g |纖スロ-•ポィズン 
[しゃてい！みかたじかん|ちよう fたいしよう1 9 
射程味方時間長|対象キャラクタ_1人_ 

!継-中は、あらゆる毒の効果を鈍らせる。レペルが上がると有効時間が長くな 

；るン八3デインもこの呪文を唱えられる 

II呪文名；クリエイト.フニド.アンド.ウォーター| 

|しやてい’みかた_ じかん了しゆんかん•たいしようf ぜんたい 
射程味方J時間瞬間対象パーティ全体 

*ほう よう U<4-» -r>< iS •もん くうふく くうUく じかん 
魔法の力でパーティ用の食物を作0出す呪文。空腹ゲージが空白だと、24時間 

ごとに〗HPのダメージを受ける。また魔法も記憶でぎないので注慂 

LV：3|«i デイスペル•マジック 
Iしやてい「えん I Cかん|しゆんかん■たいしよう| 
射程~遠I時間瞬間丨対象 パーティ全体 

メイジfeの呪killじ〇.:.治癒系呪文の効果以外、すべて打ち為してしまう。考 

えて唱えるよ5fcV:ぐ: 

レペル Iじゆもんめい 
LV 3|呪文名マジカル•ベストメント 

|しやてい みかた鏖じかんf ちゆう |たいしよう1じゆもん とな ほんにん 
射程味方丨時間中丨対象呪文を唱える本人 

身にまとっているロープに麂法で防衛力を与える。最低5の力が与えられ 

る。複数回唱えても効果はなく、他の防衛系呪文との重複も効かない 

rrrベ.;めぃ こ: 
IしV : 3 |呪文名プレーヤー 
；しゃてい|みかた_ Cかん| たん ¥たいしよう| ぜんたい 
射程味方|時間短|対象丨パーティ全体 

(:ゆもん みかた せんとうのう•>■!:< » てき せんとう®う9よく 
:レベル】のブレスを強力にした呪文。味方の戦闘能力を上げ、敵の戦闘能力を 

下げる。複数回唱えても、効果は同じ。レベルが上がると有効時間が長くなる 

32 



レペル丨^ Uじゆもんめい 
LV; 3 |呪文名 リムーブ•パラリシス 

!しやてぃ丨みかたyじかん 
射程i味方 時間 1〜4aのキャラクター| 

廉法による麻痒や、それに似た状態のキヤラクターを復活させる騎笼0ホール| 

|ドやス0—に対して有効である。 

LN/j 4 |呪文名コーズ•シリアス•ウーンズ 
しやていIきんyじかんしゆんかんjたいしよう もくひよう 
射程：近J時間瞬間j対象1目標 

レベルIのコーズ•ライト•ウーンズの強力版。最高〗7ポイントのダメージが% 

えられる。ただしクレリックが前列にし\るのが条# 

LV 
a _じゆもんめい1 — .—.k 1 
4 |呪文名丨キュア•シリアス•ウーンズ 

mm 綠| 
しゆんかん_たいしようI り 
瞬間〖対象キャラクター1人 

レベル1のキュア•ライト•ウーンズの強力版。最高17ポイントのHPが回復さ 
れる 

LV 
-iじゆもんめい丨 b I 
4 |lR文名ニュートラライズ•ポイズン 

mm 
みかたiじかん|しゆんかんyたいしよう 
味方1時間瞬間|対象 キャラクター1人 

あらゆる毒に対する中和効果がある。ただし、すでに赛で死んでしまっている| 
キヤラクターに対してだけは、効果がない 

LV 4 |呪文€プロテクション•フロム•イビル•10'レイディアス| 

Bi 
み.かたyじかん|ちゆう_たいしよう| ぜんたい 
味方|時間丨中|対象|パーティ全体 

1レペル】のプロテクション•フロム•イビルと同様の呪文。ただし、こちらはパ| 

:ーテイ全体に効果がある。レベルが主がると有効時間が長くなる 
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Lv 4 |呪文名プロテクション•フロム•ライトニンク| 

|しやていIみI CかんI ちゆう いuう1 ぜんたい 
射程：味方J時間中対象パーティ全体_I 

iあらゆる8韻のimによるMilから琴ってくれる。笨aの*答はioo%、I 
の場合は邱％ダメージを防いでくれる 

[Lv _ U Uゆもんめい丨 b 
5 |呪文名コーズ•クリティカル•ウーンズ 

ill 
きんyじかん 
近|時間 

しゆんかんy 
瞬間 

たいしよう1 もくひよう 
対象：1目標 

レベル〗のコーズ•ライト•ウーンズと同様の呪文だが、最高でWポイントのダ| 

メージを与える。クレUックが前列にいるのが条件 

LV 5■呪文名キュア•クリティカル•ウーンズ 
!しやてい みかた_じかん|しゆんかん¥たいuij り 
射程味方|時間瞬間|対象キャラクター1人 

レベル1のキュア•ライト•ウーンズの強力版。最高27ポイントのHPを回復し 
てくれる 

|Lv _ Uじゆもんめい 
5|呪文名フレーム •ストライク 

ii 
えんyじかん 
遠|時間 

しゆんかんyたいしよう 
瞬間|対象 キャラクタ 1人 

空から炎の柱を呼びよせる、究極の攻擊魔法。最高48ポイントのダメージを、| 

|敵に与えることがで杏る 

iレペルI - Iじゆもんめい| 
ILV| 5 |呪文名|レイズ•デッド 
!しやてい1みかたじかん| UKかん7たいしよう 0 
射程i味方|時間瞬間|対象キャラクタ_1人_ 

|エルフ设贫のキャラクターの》笙をSみる。蔹鉍の奇iiは、無んだキャラク 

Iターの体質値によって、変わってくる 
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琴器•防具•アイテムfj 
ここからは、ゲーム中に登場するすべての武器•防具•アイテムにつ 

いて説明する。 
それぞれの効果については、特殊事情がある時のみ明記した。参考 
にプレイしていってみよう。 

全32種類用意されている。未確認名とは、正体が分か 
ばあい なまえ 島かいろ ぶぶん ひまほう 

らない場合の名前である。赤色の部分は非魔法アイテム。 

育の部分は魔法アイテムを表している。 

si 
ア^7ンタイト•ダーッ+4 未確認名「アダマンタイト•ダーツ」 

いわ 
全3種類存在する。画面表示はすべて「いわ」であるがノ 
ーマルなちの、攻擊力が+1上がるもの(かせいがんの意 
味)、+2上がるもの(こけむした岩の意味）の3種ある 

おの 

シヨートソード 

スタッフ 

スリング 

ダガー 

ダーッ 

ダーッ+2 粂iis rダーッj、ダーッ®i*i 
ドロウのゆみ ゆみ+1の力を持つ 

八ルバード 

フレイル 

メイス 

や 

ゆみ 

ロング•ソード 

アダマント•ソード+1 未確認名「アダマンタイト.ソード」 
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ここではさまざまな防真を紹介する。如果攔については、 

I武器と同じである。画面には未確認名でしかでないので、バ 

Iラメーターで確認するのだ。赤は非魔法、育は魔法アイテムC 

si 祕ii 
かわのブーッ 

スケイル•メイル AC 7 

たて 模様違いが2種類存在する。ACを1低< する 
チェインメイル AC5 

ドロウのブーッ 

ドワーフのたて ACを1低くする 

ドワーフのヘルメット 

バンデッド•アーマー AC4 

ブーッ 

ヘルメット 

ブレイサー 

プレートメイル AC3 

レザー•アーマー ACB 

アダマンタイト•ダーツ+5 未確認名「アダマンタイト•ダーツj 

のろわれたおの一 3 未確認名「おのj 

’グインスー’+4 未確認名「’グインスー’」、ダガー+4と同じ力 

’シヴアリウス•+5 未確認名「’シヴアリウス’j、ロング•ソード+5の力 

スライサー+3 シヨートソード+3と同じ力 
’スラッシャー’+4 ロング•ソード+4と同じ力 

のろわれたスリングー3 未確認名「スリングj 

チーフテン八ル八ード+5 未確認名1■チーフテン八ルバードj、八ルパード+5の力 

’ドロゥ•クリーバー’+ 3 未確認名「ドロウ•クリーパー’」、おの+3の力 

’ナイト•ストーカー’+3 未確認名「’ナイト•スt力一•」、ロング•ソード+3の力 

’八ックスタッバー’+3 未確認名「’パックスタッパー’ムダガー+3の力 

’フLiッカ’+5 未確認名「•フUツカ’+5j、ダガー+5の力 

メイス+3 

武器•防具•アイテム 
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si 
ローブ 

ドロウのたて+3 条茗1■ド□ゥのたてJ、ACを4®くする 

ドワーフのたて+1 未確認名「ドワーフのたて」、ACを2低くする 

バンデッド•アーマー+3 未確認名「パンテツfi ■アーマーj、AC1 

ブレイサ+ E 未確認名「プレイサ」、ACを2低くする 

ブレイサー+ 3 未確認名「ブレイサーj、ACを3低くする 

のろわれためいしょうのプレ-トメイル-3 未確認名「めいしよaのプレートメイル」、AC6 

デイフェンス•ローブ 未確認名「口ープムAC5 

アイテム 
ここからはアイテムの紹介に入る。様々な種類のアイ 

テムがあるので、それらを覚えておこラ。効果はいろい 
ため ほ じゅんじょ ご⑶うおんC♦ん 
ろ試してみて欲しい。順序は五十音順である。 

mm si 

ス アーマー アーマーの呪文（(2)しVI〉と同効果 

ク 
□ 

1 

アイス•ストー厶 アイス•ストーム（@LV4)と同効 
k 

インビジビリティ ブンビシ•ピリティ（@LV2)と同効 

ル 
インビジピリティiir 

インビジビリティ10，（@ L V 3 )と 

エイド エイドの呪文（@LV2)と同効果 

キュア•クリティカル•ウーンズ 
キュア•クリティカル•ウーンズ（@ 
LV 5 )と同効果 

キュア•シリアス•ウーンズ 
キュア•シリアス•ゥーンズ，(<§) 1- V 
4)と同効果 

キュア•ライト•ウーンズ 
キュア•ライト•ウーンズ* (@ L V1) 
と同効果 

クリエイト•フード クリエイト•フード（@ 1_ V 3 )と同 
Uk 

コーズ•ライト•ウーンズ 
コーズ•ライト•ウーンズ（③1_ V1) 
と同効果 

コーン•オブ•コールド 
コーy •オプ•コールド（(2>L V 5 ) 
と同効果 

シールド シールドの呪文（@LV1)と同効果 

スクロール 何かが書かれている 

來®はメイジ、©はクレリックを表わします。 37 



_ si ■ 

ス ストーン•スキン ストーン•スキン（®LV4)と同効 
k 

ク 
□ 

スロー•ポイズン スロー •ポイズン（⑤LV2)と同効 

1 
ル 

ディスペル•マジック（メイジ） 
デイスペル•マジック（®LV3)と 

ディスペル•マジック(クレリック） 
デイスべル•マジック（@LV3)と 

ディテクト•マジック（メイジ） 
ディテクト•マジック（@LV1> と 

ディテクト•マジック(クレリック） 
ディテクト•マジック（@LV1> と 

ニュートラル•ポイズン 
ニュートラル•ポイズン（@LV4) 
とMM* 

パンピリック•タッチ 
パンピリック•タッチL V 3 )と 
UnSk 

ファイアー•ボール ファイアー.ポールV 3 )と同 
鉍燊 

フィァ フィアV 4)と间効果 

フレイム•アロー フレイム•アロー (®L V 3 )と间効 
k 

フレイム•ブレード フレイム•プレード（@LV2> と同 
Urn 

プレイヤー プレイヤー（@LV3)と同効果 

ブレス プレス（@L V1 > と间効果 

プロテクション•フロム•イビル プロテクト•イビル（@)1_ V1)と同 
ぢ燊 

プロテクション•フロム•イビル 
10’=プロテクト•イビル10’ (@L V 4 )と间効果 

へイスト ヘイスト（@LV3)とm効果 

ホールド•パーソン（メイジ） ホールド•パーソン（®LV3)と同 
鉍燊 

ホールド•パーソン（クレリック） ホールド•パーソン（(§)しV2)と同 
S燊 

ホールド•モンスター 
ホールド•モンスター（®LV5)と 
UuUk 

ライトニンク•ボルト 
ライトニング•ポルト（@LV3)と 
mk 

リムーブ•パラリシス 
リムープ•パラリシス（@L_V3)と 
顯梟 



mm si 
スクロ 
—ル レイズ•デッド レイズ•デッド（0LV5)と同効果 

U アドーンメイト 窪のリング 

ン 
グ ゥィザドリィー 

装備するとメイジのみLV 4、5の呪 
文使用回数が倍になる 

サスティナンス 
装備するとFOO Dのグラフが減らな 
くなる 

mi 
名め 

フェザーフオール 装備すると落下ダメージが0になる 

U 
プロテクション+2 装備するとACを2低くする 

ン リング+E 装備するとACを2低くする 

リング+3 装備するとACを3低くする 

スティック ただの杖 

呆ノ ファイアー•ボール 
ファイア了•ボールを発射する 
ただし最大20回まで 

顧 フロスト コーン•オブ•コールドの効果がある 
ただし最大20回まで 

マジック•ミサイル 
コーン•オブ•コールドの効果がある 
ただし最大20回まで 

ライトニンク 
コーン•オプ•コールドの効果がある 
ただし最大20回まで 

ポ インビジピリティ 
インビジビリティの効果がある 

1 
シ 
3 
ン 

エクストラ_ヒーリング 治癒の効果がある 

ジャイアント•ストレングス 
ジャイアント•ストレングスの効果が 
ある。S T Rを一時的に22にする 

スピード 攻撃が早くなる 

どくけし 毒消しの効果がある 

どく 毒に■されてしまう 

ドワーフのヒーリング 
ドワーフが使っている特別な治癒のポ 

—シヨン 

バイタリティー FOO Dのグラフが全快する 

パイタリティー 
AwkS「ポーションJ、鈷燊は至と 
同じだが、最初は何か分からない 

武器.防具•アイテム 
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mm si mm 
ポーシ 
ヨン ヒーリング 治癒の効果がある 

そ シルビアのワンド 
どんなモンスターでも、1歩下げるこ 
とができる（恐怖を与える〉 

の 
他ミ 

おろけんのセプター 叙器として使える 

オーブ，オブ•パワー アイテムの正式名称を‘るのに必要 

カギ 特殊な鐽穴を開ける専用のキー 

かぎあけどラぐ 鍵をこじ開けるときに使用。シーフに 
しか使えない 

吉んのかぎ 特殊な鍵穴を開ける専用のキー 

ぎんのかぎ 特殊な鍵穴を開ける専用のキー 

クレリックのホーリーシンボル クレリックが呪文を使用するときに必 
要なもの 

けぃたぃしょくりょぅ 食糧よリ栄養がある 

ケンクのたまご イベントアイテム。食べることも可 

ストーン•オーブ ポータルの鍵 

ストーン•セプター ポータルの鍵 

ストーン•ダガー ポータルの鍵 

ストーン•ネックレス ポータルの鍵 

ストーン•ホーリーシンボル ポータルの鍵 

スtン•メダリオン ポータルの鍵 

スf^ーン•リング ポータルの鍵 

じゆもんしよ メイジが祝文を害いておくもの 

しょくりょ5 の$酱 

ドクロのカギ 特殊な鍵穴を開ける専用のキー 

ドロウのカギ 特殊な鍵穴を開ける専用のキー 
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si 

そ ドワーフのかぎ 
特殊な鍵穴を闋ける専用のキー 

の 
他ぞ 

にんげんのほね 蘇生させると仲間になる骨 

にんむ吉よかしよ5 領主よリもらった任務に対する許可脏 

ネックレス Um& 

そ5しよくのネックレス mm『ネックレス』。鉍蠱は! 
のものと同じ。最初は何か分からない 

八ーフリングのほね 蘇生させると仲間になる骨 

パラデインのホーI)ーシンボル パラディンが％5¢をSえるとさに 
なちの 

ほ5せき 赤と育の2種類存在する 

ほ5せSのかぎ 14籙な*笑をmけるのキー 

ホー1Jーシンボル 

こラ5んのメダリオン 『メダリォン』。ァィ 

そ〇しよくのメダリオン 未確認名『メダリオンj 

ルビーのかぎ 特殊な鍵穴を開ける専用のキー 

CようS ひよう明う で みかくにん VM るい JSき 
上記の表中に出てきた未確認アイ ゲーム中、こ5いった類の武器、 

テムとは、持っているだけでは何な 防具はいくつか出てくる。した 

のか分からないアイテムである。例 

えば、武器の最初に出て吉た^■お 

のjを例に取る。 
蕾通のおのと呪われたおのと2つ 

_るわけだが、持っていてちその区 

別はつかない。使用してみてダメー 

ジが下がった方が、実は呪われてい 

る『おの』なのである。 

ら、必ず確認しておこ;5〇せっかく 
入手した武具であっても、戦闘能力 

が著しく下げられたのでは、たまっ 
たちのじやない。 

このよ3に、アイテムや武器を有 

効に利用すると、このゲームではよ 

り戦いやすくなる。このことを覚え 

ておこう〇 

武器•防具.アイテム 
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モンスター大図鑑 
ここでは全モンスターを紹介する。 

緩_は¥ないが、強力に$った奴力'sl| 
5階に出てきたりする。要注意だ。 

ジャイアントリーチ 

闕l!S 
巳1Fに出現。なめくじのような体を持ち、 

死体かe>体液を吸い取る。経験値は120ポイン 

卜。ホールド•モンスターの魔法がよ<効<。 
とくしゆ こうげs«う も はくへぃせん 
特殊な攻撃法は持っていないので、白兵戦でも 

茺鏰せる。纖を鞭iとした鷀ぃダン'：; 

ヨンに、お似合いのモンスターである。 

クオートア 

巳3 Fに出現。魚人間の古代種族。地表の人 
げん fewよう せかぃ にく つづ こう 
間と、太陽のさす世界を、憎み続けている。攻 
げき とくちょう こうはんい およ こうげ« fe< v> ざん 
擊の特徴として、広範囲に及ぶ攻擊が得意。残 

念ながら効果的な魔法はない。取得経験値は、 

175ボイント。アーマークラスは4なので、前 
はん ぼうぎよりよ < たか 
半にしては防御力が高い。 

巳3 Fに出現。犬の頭を持った、筋肉隆々の 

モンスター。経験値は65ポイントと低い。攻擊 とくちよ1 こうはんい およ こうげき とくい 
の特徴として、広範曲に及ぶ攻擊を得意として 

いる。このモンスターに対してち、残念なガ5、 

効果的な魔法は存在しない。アーマークラスは 

5で、防御力も高い。 

モンスタ—大図鑑 
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ドロウ 

巳7 Fに出現。元はエルフ族だったが、邪悪 

な力に見入られ、モンスターに成り下がった者 
たち とくしゆ こうげきほう も じゆ 
達。特殊な攻擊法は持っていないが、すべて呪 

文を唱えられる。ホールド•バースンの金法が 

有効。取得経験値は650と高い。アーマークラ 

スは4である。 

ケンク 

巳6 Fに出現。人間の犬といつだ感じのモン 

スター。攻擊的な特徴としては、広範囲に及ぶ 
こうげき かのう こうかてき まほう 
攻擊が可能だといラこと。効果的な魔法として 

は、ホールド•モンスターが上げられる。ちラ 
ひと とくちよぅ けいけんち 
一つの特徴は、その経験値。なんと5000ポイン 

卜も取得できる。アーフークラスは5だ。 

ジャイアントスパイダー 

巳4 F、5 Fに出現。文字どおり、巨大なh 
LK < も こうげき とくちょう どくこうげS は どく 
食SI蛛。攻擊の特徴は、盡攻擊。その歯で雷を 

相手に与えるのだ。こいつには、ホールド•モ 

ンスターの魔法がよ<効<。取得経験値は、 

650ポイント。アーマークラスは6なので、そ 
ぼうぎよ1)ょ < も 

こそこの防御力を持つている。 

マインドフレイヤー 

巳11Fに出現。別名「イリシッド」と呼ばれ、 

知的生命体の精神を食ら^、恐るべきモンスタ 

一。広範囲に及ぶ攻撃が得意で、取得経験値は、 

8000ポイントもある。この階に出現するモンス 

ターの中では、アーマークラスは5なので防御 

力は高<ない。それでち恐い敵である。 



巳5 Fに出現。背itが低<、すんぐりとしだ 

ドワーフは強翻な戦士。雷と魔SMiに葑し、 

耐性を持ち合わせている。効果的な魔法は、ホ 

ールK•パーソンとホールK•モンスター。取 

得経験值は730ボイントとアーフークラスは3 

で、防御力は高い。 

B7Fに出現。臆病な<せに、劈虐な性格を 

持ち合わせている。代々/ームに恨みを持って 

おり、見pけるとすぐに攻撃を仕掛けていく。 

特徴的な攻擊法はな<、ホールド•パースンと 

ホールド•モンスターの魔法が効<。経験値は 

15ボイント。アーマー•クラスは7だ。 

巳12Fに出琴。自然精霊力を用いて、AIM 
に生命を吹き込まれだモンスター。特殊な攻fc 
法はない。ホールK•モンスターの魔法ガよ< 
き しゆとくけい，けんち たか ぶん 
効く。取得経験値は10000と高いが、その分、 

P—マークラスガー1となっており、語■男が 

高 < なっている。 

ラストモンスター 
B 9 Fに出現。あらゆる金属を食す、地下の 

モンスター。普段はおとなしいが、金が近づ 
いつぺん こうはんい およ こうげき とくい 

<と一変する5しい。広範囲に及ぶ攻撃が得意 

で、特に有効眘魔法は存在しない。取得経験 

値は、8000ボイント。アーマークラスは5と、 

このクラスにしては、防御力は高<ない。 

モンスタ—大図鑑 
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スケルトン 
巳2 Fと巳7 Fに出現。巳7 Fの者はスケル 

トン□ードと呼ばれる。銳い武器に対する耐性 

があ^)、ターンアンデッドも、巳2 Fの者にし 
か有効ではない。取得経験値は、巳2 Fが65ポ 

イント、B 7 Fが1500ポイント。アーマークラ 

スは、とちに5だ。 

げん Sきんぞく この か 
巳11Fに出現。貴金属を好む変わつだモンス 

ター。元は地の精霊界の生き物だつだよ^であ とくべつこうげ#ほう 
る。特別な攻擊法はな<、ホールド•モンスタ 

ゆうこう しゆとくけいけんち 
一が有効である。取得経験値は4000ポイント。 ふだんかた もの た 
だだ、普段固い物を食ぺているせいか、アーフ 

ークラスは_ 2と高い。 

巳2 Fに出現。魔術師によって生命を!^き込 

まれたアンデッド系のモンスター。特殊な攻擊 

法は持ち合わせておらす、ただひだす&力勝負 

に出てくる。ターン•アンデッドが効果的。取 

得経験値は65ボイント。アーフークラスは、8 

である。 

ヘル八ウンド 
巳8 Fに出現。赤い色の目を蠱つ、モン 

スター。炎のフレスと銳い歯で攻祕を仕掛けて 

<る。それ以外の特殊な攻擊法はな <、ホール 
まほう こうかてき しゆとくけいけんち 

ド•モンスターの魔法が効果的。取得経験値は 

975ボイント。アーマークラスは4で、なかな 

かの防御力を持つている。 

モンスター大図鑑 
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ドライダー 

巳8 Fに出現。ドロウの頭部•胴体にジャイ 

アントスパイダーの下半身を持つとい〇、奇妙 

なモンスター。広範囲に及ぶ攻6が可能で、ぜ 

文も使つて < る。ホールド，モンスターの魔法 
こうかてき しゆとくけいけんち 

が効果的。取得経験値は5000ボイント。アーフ 

ークラスは3である。 

デイスプレイサービース 

巳9Fに出現。藍色のピューマのMな港をし 
ている。幻影を見せて<るので攻擊が厄介と言 

われている。ホールド•モンスターの魔法が効 

果的である。取得経験値は、975ボイント0ア 

—フークラスは4で、防御力はなかなか高い。 

マンテイスウォUアー 
B10Fに出現。「スリ•クリーン」とも呼ばれ 

る、肉食の昆虫人間彳かまきりのお化けといつ 

だ感じである。麻痺攻撃が得意。ホールド•モ 

ンスター、ホールド•バースンの魔法が®燊薛。 

経験值は1400ボイントで、アー▽ークラスは5 

である。 

ビホルダー 

巳12Fに出現。「眼球の魔王」「多眼の球体」 

と呼ばれる、地下の大魔王。広範囲に及ぶ 
かのう ざんねん こうかてき まほう そんざい 

が可能で、残念ながら効果的な魔法は存在しな 

し、。取得経験値は14000ポイントで、アーフー 
めいuつとも なかとうかつ 

クラスは0。名実共に、ダンジョンの中を統轄 

する、ポスなのである。 

モンスタ—大図鑑 
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ここからはマップとIIに、ダンジョンをM 
略する。マップ内の数字通り行けば、その階 

を攻略できるはず。詳しい解説もそのIのべ 

ージに記したので、冒険の参考にしてみよろ〇 
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▼, , まダは小手調べ。画面に 

■SVKBよく)H、ひとつひとつ 

HzJUfll Mベてぃってみょぅ。 

数字の概略はほぼ下記の通り。イペントとは、 

種々の仕掛けも含む。3でルートガ2つにillれる。 

ここでのボイントは、いかに経験値を稼ぐかにあ 

る。戦闘やダンジョンに《れる《諸だ。 

1ースタート、2— ドア、アイテム、敵、3 —敵、 

4 -ヒント、5 -敵、8— 敵、イベント、i-m. 

アイテム、8—イペント、9_イべント、10— ド 

ア、イペント（A、日どちらか1つ）、U— アイ 

テム、12—イベント、13—^Tベント、14—アイテ 

ム、15-转、18-ィベント、17—アイテム、18— 

イベント、〗9—アイテム、イペント、2D—蘇、 

21—アイテム、敵、E2—敵、23—壁か通路、E4- 

壁か通路、扣一壁か通路、2B—壁か通南 

▼一下への階段 

Iーイペント、IIーイベント、IIIーアイテム、 
IV—アイテム、V—イペント 

マップ±の蓬急 
I……ドア 

かべ 1BH かぺ あらわ 
霞……壁、幻の壁などを表す 
※壁、ドア、階段の番号は、その前後にうたれていま 
す。 
※階段については番号のあるちのとないものがあるの 
rl*t 
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nmL 
JSL is 

じよばん とまど おも かいせつ 
序盤とい5ことで、戸惑いもあると思5。解説 

を読んで、考えてみよラ。 

〇ドアには2種類あるそ’！ 
これは簡単。鍵があるものと、かかつてない物 

だ〇この階のドアは、基本的にすべて開<。だだ 

し、仕掛を解 < 必要がある。レバーやポタンの場 

は簡単。クIJツクすれば〇K。難しいのは、フ 

レート。アイテムを乗せだままにしておかないと、 

-まつてしまう奴があるので注意。マツフをチェ ぃ.,:， 

ックしなが5、越をクリアしよう。 

©経験値を稼げ！ 
この階では、プレートを踏むと経験値を 

もらえだり、排水□を調査すると経験値が 

入つだりと、いろいろある。もちろん敵を 

_してももらえるので、何しろ経験値稼ぎ 

にiもう。不審な物は、必すクリックして 

みるのだ！ 

❸敵との戦い方を覚えよう 
この階では、戦闘がだいへん。慣れてな<4 

いので堯んだりしてしまうのだ。そういう 

人は、りセツトしてやり直すことをお勧め_ tae ■■ 

する。クレリックが縫の跋をiぇるの11 

は、もっと核だからだ。 1 

メイジあだりに7ジツク•ミサイルので ^ 
文を使わせると、ます大丈夫なので、がん 

? mばって敵を倒そろ。 
1；.最初のうちは、キヤンフですぐ回復させ 

I'‘る。1回の戦闘が終わっだら、即キヤン:7。 

®：fこれ<&いの気持ちで行けば、〇Kだろ^。 



❹ヒントはノームだけ？ 
4番の場所には、琴に何かが書かれている。_ 

これはモンスターの言葉。他にもいろいろなf 

な文字が登場する。 
かぃどく しゆぞく ぞく 

こいつを解読できる種族は、ノーム族。A | 

—ティの中に、この種族がいれば、この文字| 

は読める。だだし、この後もいろいろ壁の落^ 

S表は出てくるダ、ヒントとして轄りに不.，心なくても如る銹4 
親切。ノームを入れるかどろかは自由である。:するのた!！ 

© 2つのルートについて 
3で北に行< か東に行< かで、ルー 

卜が決まる。23〜26は、どちらに行つ 

たかで、璧ガ出来ていだりする。まだ、 

10のA、巳も、どちらに行つたかで、 

ドアを開けるポタンの位置が変わる。 

どち与に行っても大差はないので、 

好きな方に行<よ〇にしよラ。 

守の他のイパ;ンつwr 
ここではいろいろ試してみるのも 

畜い。アイテムを投げたり、置いて 

みたD。 

い令いろアイテムを拾5だろ5が、 
岩以外、どれも重要。岩だって、プ 

レートに置くという目的には、充分 

-ぇる。 
他に、骨などもあるから、甘ひ拾 

って持っておこ5。後半、臨時キヤ 

ラクター（NPCと呼ばれる。外す 
■までずっと仲間である）になってく 

れるのだ。 
最後に。スべシャルクエストとい 

5ものが、各階にある。この階では、 

下りる階段に近いくぼみに、ダガー 

を謳くといった、単純なもの。+4 

のダガーが手にはいるので、ぜひ入 
手しておこラ。あのくぼみは鹿法の 

くぼみで、武器によい影！8を与える 

ものらしい。ただし、ここではダガ 

一しか翯けない。このことは、ぜひ 
頭にいれておくのだ。 



€の階のポイントは、何 

と■つてち、麓Mに考や、 

_いくつかの落とし穴部分。 

1回も落ちないで行<よりは、1度「きようせい 

しせつ（中2階部分)」に落ちておいた方が、や 

りやすいかfe知れない。 

_と歷については、次のページで解説する。 

(SHEH© 
1ーアイテム、2— ドア、3— ドア、4ー ドア、 

5—イベント、6— ドア、イベント、7—ドア、 

敵、アイテム、8—イベント、9ーイベント、 

10— ドア、11ードア、敵、12—アイテム、イベン 
卜、13—八シゴ、14—イベント、15—イベント、 

16—イベント、17—アイテム、イベント、18—イ 

ベント、19ーイベント、20—アイテム、21、82、 

23—安全地帯、24—回転、25—イベント、26—ア 
イテム、イベント、27—敵、イベント、28—イべ 

ント、アイテム、29—アイテム、30—テレポート 

(33へ）、31—テレポート（32へ）、32、33—テ 
レポート着、34—アイテム、イベント、35—アイ 

テム、イベント、36—アイテム、37—アイテム、 

38—イベント、39—アイテム、40—テレポート 

(40'へ）、41一移動シャトル（58、65へ）、42— 

イベント、43—アイテム、44一敵、45—敵、46— 

アイテム、47—敵、48—敵、49ー ドア、50—イべ 

ント、51—イベント、52—敵、アイテム、53—敵、 

54—敵、アイテム、55—敵、56—敵、アイテム、 

57—敵、58—シャトル（41、65へ）、59—敵、イ 

ベント、60—八シゴ、61—アイテム、62—アイテ 
厶、63— ドア、敵、64—アイテム、65—シャトル 

(41、58へ）、66—テレポート（66'へ）、67—イ 

ベント、A〜G—開閉する落とし穴 

▲ ▼一上下への階段、A、巳、C一消える壁 



* 53〜65まではP54のマツプ参照 
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❷A、B、Cの壁の秘密7 
これらは、とある場所でアイテム 

を入手し、5の場所に持つていくと、 

自然に消えてな<なる壁である。そ 

の場所とは、Aは17、巳は12、Cは 

34。これらの場所からアイテムを持 

つてきて5に行<と、それぞれの璧 

は消えてな < なるのである。 

この3つの壁が消えて <れないと、 

次の階には行けない。西の部分には 

行けないことになつているのだ。 

デス•セクション 

きようせい 
しせつ 

各マップの 
葙 図 横から見た図庭デスtクシ3ン 

と圜の壁について 

3つのフロアで構成される、巳2F。相関図を 
見ながら、じっくり進んで行ってみよろ。 

前ページのマツフ中に出て < る、 

麗と亂これは、通常□は通路で、 

慰は壁となつている。しかし、51の 

部屋の北の壁のボタンを押すと、ま 

つだ<逆になつてしまラのだ。（顯 

が壁となり、觀[が通路となる）。 

まだ、この與屋のレバー（ポタン 

ではない）を動かしておくと、52ぺ 

のドアが開<。 

51の部屋のドアは；じ開けるのだ 

が、ドア越しに敵を攻撃できる。 

▼ドアが半開きの状毁の 
時11は、飛び道具なとを 

使つて、ドア越しに攻華 
可能なのだ！ 

►_的にボタンを動か 
したリカ•キを開けてもい 

いが>\あとのf考えて 
おく必要かある 
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❸画のマークは幻の壁だ！ 
Mベ了マ27■吊にぁる懸の，マ—2〇こ 
れは、_はaの萬である。sこの壁の近くに 

は、必すルーン文字による印がある。ノーム 

に読ませると、「オークの文字で『通路』と 

書いてあるjことが分かる。この抜け道の印 

がかあるところには、必す幻の壁；^あるの 

で、注意しておこ〇。この抜け道を攻略しな 

い限り、この階の攻略はでさないのだ。 
▲壁と思っているところが実は抜け道 
だったリするのである。 

❹彫刻にダガーをはめろ！ 
8の北の壁を見てみる。ここにダ 

ガーの彫刻があるのだ。この部分に 

ダガーをはめ込んでみよラ。すると、 

ドアが半開きになる。そのあとカー 

ソルをドアに合わせてポタンを何度 

も押すと、ドアが開<のだ。ころし 

ておいて、壁のポタンを押せば良い。 

壁は消えて <れることに$つている。 

まだ、ここでは岩などを投げて、ド 

アの向こ^の壁にあるポタンに当て 

ても、その壁が消える。 

この彫刻はとてち大切。下でち述 

べるので、覚えておころ〇 

4つC0彫刻Kグガーをはめる 
この階には、ダガーの彫刻が4つ 

ある0前述の8と、27、28、そして 

38である。これにダガーをすべては 
めこんで行くと、4つめでスペシャ 
ルクエストを達成したことになる。 

ここでは4力所すべてに「食糧」が 
出現するので、これを取りに行こう。 

他の注意点をいぐつか上げる。落 
とし穴は、すべて「きようせいしせ 
つJフロアに落ちる0場所をチエツ 

クしておこ5〇穴の近辺にあたるプ 

レートなどの操作で穴は閉じた0す 

るが、マップはあるので、あまり恐 

がることはない。落ちたあと閉じる 

穴ちあるので、覚えておこ他に、 

90度回転するところなどもあるので、 
コンパスを確認しておこ5〇 
最初のところは、鍵を使ろとなく 

なるが、17、】2、34の各場所で、再 

び銀の鍵は入手できる。したがって、 

2、3、4のどこから行っても、攻 

略可能なのだ。 



ここのポイントも数多 
お あな あなと 

い落とし穴。穴が閉じる 

_ フレートもあるので、こ 

こでは落ちないようにして、進んで行こう。他に、 

テレボートや回転、ドアが閉じるエUアなどちあ 
る。宝石のイペントについては、次のページで述 

べるので、参照にしてほしい。 

1—スタート、2-イペント、3—アイテム、4 

—イベント、5—敵、アイテム、8 —敵、アイテ 

ム、7—テレポート（7'へ)、8—テレポート 

(8'へ)、9—イベント、10—アイテム、11一敵、 

12、13、14一同様のイベント、15—イベント、ア 

イテム、I一落とし穴、16—アイテム、17—敵、 

18、19-イペント、敵(18). 20-敵、アイテム、 

21-敵、没ーイベント、II—落とし穴、23—イぺ 

ント、24—敵、25—アイテム、26、27—同様のイ 

ベント、28—イベント、E9—イペント、敵、30、 

31—同様のイベント、32—イベント、33—敵、34 

ーイベント、35—アイテム、3B—イペント、37- 

敵、38•■敵、39—敵、40-アイテム、41—敵、4P 

ーイベント、43—敵、44—イペント、45—アイテ 

ム、46—テレポート（46'へ)、48—イベント、49 

—アイテム、50—イベント、51、5S—テレポート 

(51►58^〇1度だけ)、53、55、B0、61—同アイ 

テム、54、56、B2、83—同イペント、57、58、68、 
69—テレポート.68、58►B9), 59—敵、B4、 

B5—アイテム、70—テレポート（70'へ)、71—ア 

イテム、7日ーテレポート（73へ)、73—テレポー 

卜（72へ)、A~R —落とし穴、S—安全地帯、 
T、U、V、W、X、Z-像、アイテム、I、II 

—落とし?! ▲、▼一上下への階段 
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❷落とし穴を閉じてからAも5! 
東南の落とし穴の地域は、次のよ 

*5にする。26でしが、27で〇が、28 

でAが、それぞれ閉じることになつ 

ている。つまりこの3つのフレート 

を踏んでおけば、落ちることがない 

わけだ。逆に、29、30でドが、31で 

Pの穴が開<ことになつている。こ 

れらには、絶対入つてはならないと 

言うこと。ここのルートは、Jを避 

け、26_L_27►〇卜28と進み、A 

を閉じてから25のアイテムを取る。 

これでいいのだ。 

落とし穴はこの他、丨とIIがある。 

15でIが、22でNが開<ことになつ 

ている。この2つは絶対落ちない方 

がよいので、気をつけて行こ〇。 

❶閉まるドアに用心せよ！ 

だんだん広くなりつつあるダンジョン。イペン 

卜やトラップも増えてきているので、注意しよラ。 

あるエUPに入ると、閉まつてし 

まうドアというものがい<つかある。 
とつじよとお とまど ちか 
突如通れな<なつて戸惑ろが、近< 

のレバ_や、ポタンを押すと、再び 
ひら あんしん 
開 < ので安心しよう。 

また、ポタンを押して出現する秘 

密の部屋（9のところ）などもある 

ので、要注意。他に、3つの鍵穴が 

連なって（彳2、彳3、14)次のキーを 

入手すると言ラところもある。ド；^ 

に関してのトラフルが多いので、用 

)1$してやつてみよろ。 

◄実はあそこは2つをj 
リアすれば〇Kたが、経 

19ために、ぜひi 
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©青い宝石をくぼみに入れろ！ 
北西部分に付いてのイペント。計4力所あ 

る<ぼみに青い宝石をはめ込んでい<。これ 

によ:つて、下の階への抜け道が出現するので 

琴る。宝石は、53、55、60、61にある。はめ 

込む<ぼみは、54、56、62、63の4力所。 
途中テレポートがあるので、向きと場所に 

気をつけて、じつ< り進んで行こ〇。ここを 

クUアすれば次の階である。 
,1：石を次々にはめ込んで行くのであ 

❹進路によってテレポートされる7 
これは72と73のみの現象なのだが、 

進路によつてテレポートされてしま 

ラのだ。72の左から右へ進む（進路 

は東向き)。すると常に73に飛ばさ 

れるのだ。まだ、72を右から左（進 

路は西向き）に進んでも、やはり73 

に飛ばされる。つまり、72から右へ 

行ってしまろと、逆の進路では、72 

の左へは行けないといラこと。違う 
ぃ かた まちが m 
言い方をすれば、間違って72か5東 

側（右側）に行<と、再び遠回りを 

しないと元に戻れないとい*5ことに 

なる。けっこう勢いで行ってしまっ 

だりするので、これには要注意だ。 

芑石安すパr尨ずせi 
ここのスペシャルクエストは、ち 

よつと気づきにぐい。下に行くため 

にはめ込んだ育いk石を再びはずす 
のである0すべてはずした段階でク 

エスト完成。経験値とアイテムが入 

手でぎるのである。 

この階にはけつこ5使えるアイテ 
厶や武器、呪文のスクロールなどが 

落ちている。これらをマップを見な 
がら一つ一つチェックしていぐと、 

次の階でたいへん有利となる。番号 

を付けた近辺には、必ずそのアイテ 

厶が落ちている。ぜひすベてのアイ 

テムを入手しよラ。 

さて、最後に落とし穴について。 

実はA〜Rには、1度は落ちた方が 

よいのでそれを明記しておく。7 

アイテムを取るには、それしか方 

がないのだ。戻るには70から70'に 

テレポートする。ただし、丨とIIは巳 

4 Fに落ちてしまうので、これは要 

注意。ここは避けた方が無難なの年。 

〇 71の 



術公 
B4F 

ここでは、敵がろ$つ< 

エ|Jアがあるので、要注意。 

他には、初めて仲間になる 

キヤラクターが登場する。バーテイを強化しよ〇。 

違ろ階へのテレポートも出て来る。後半必要に 

なつて<るから、大いに活用しよう。落とし残と 

壁には、神経を使うのだ1 

1、2—上へ、3—イベント、敵、4一敵、5— 

アイテム、6、7—同イベント、8、9—同敵、 
10—敵エリア、1K12—アイテム、13、14一敵エ 

リア、15、16—アイテム、17—イベント、18—ア 

イテム、19一敵エリア、20、21—アイテム、22— 

敵エリア、23—アイテム、敵、24、25—アイテム、 

26、27—同イベント、28、29—イベント、30、31 

一敵エリア、32—アイテム、33—なし、34—イべ 

ント、35—アイテム、36、37—イベント、38—ア 

イテム、39—仲間、40—イベント、41一落とし穴 

(40で閉鎖)、42、43、44、45、46—イベント、47 

ーイベント、アイテム、48—イベント、49ーアイ 

テム、50-イベント、51—落とし穴（45で閉鎖)、 

52—イベント、53—敵エリア、54、55、56、57、 

58—イベント、59—イベント、テレポート（B7 

Fの63へ)、60、6〗ーアイテム、62、63、64、65、 

B6—イベント、67—下への階段前、68、69、70、 

71—イベント、72—イベント、敵、アイテム、73、 

74、75、76、77—イベント、78—下への階段前、 

79—アイテム、80—イベント、81—アイテム、82 

ーアイテム、イベント、83—アイテム、84—イべ 

ント、85—アイテム、86—幻の壁、87—イベント、 

88、89、90—イベント、91一落とし穴（34で開 

閉)、92、93—敵、▲▼—上下の階へ 
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壁や落とし转などのttlがしつこくきってくる 

巳4F。〗つ1つチェックしながら進んで行こ 
5 ! 

❶仲間がいるそ! 
1からこの階に上がつてきだら、ます39にいる 

ドワーフを助けよう。名をタゴールといろ。HP 

が和、筋力が17となかなかの戦士のよろだ。 

今後ともこのよろな形で仲間になる物が何人か 

いる。とりあえす助けてあげよろ。ちなみに仲間 

にしないとヒントを教えて<れる。ポータルとい 

•5石の扉の話。でも仲間にした方が得だ。 

❷遠ざかるブロック7 
29に出現するフロックは、魔法の力によ 

ってI テイが近づ <と遠ざかるよラにな 

つている。しかも、この邱分を左にまわる 

ので、左の廊下の方へ移動する。こ*5する 

と、フロックにい<手を遮られることはな 

いのである。 

❸3つの落とし穴に要注意！ 
左上にある3つの落とし穴（91、51、 

41)は、それぞれ違〇場所であること(レバ 

一を引いだりする）をすると、穴が開閉す 

る。しかし、実は、52のフレートを蟲むと、 

3つガー度に開閉するよろになつている。 

ちなみに、3つの落とし穴は、91が34、 

51が45、41が40にそれぞれしかけガある。 

1つを開けだら、3つとち開けないと、あ 

とで苦労する（例えば1つだけ閉まつてい 

だ&、52でその1つは開いてしまい、結局 

通れな<なるのだ)。注意しよラ。 



©小部屋の3つのドアのワケ 
真ん中左寄りの命iにある3つのドア（43、 

44のところ)。ここはます43でガーゴイルの 

鍵穴に、ドワーフのキーを差し込む（ドワー 

フのキーは49gある)。これで真ん中のドア 

が開ぐ。その後、両端のドアを閉めてから、 

南の82に向かう。両端のドアを_めておかな 

いと、この82に入れないのである。ちよつと 

しだ卜|Jックだが、覚えておこ〇。 
▲ 82にはアイテムとしかけがある。レ 
パーを引くと、50の隠し通路が開く。 

❺ドアが4つある部屋 
72には4つのドアがある。最初入る 

と敵が出て、アイテムが取れる。その 

あと同じドアから出て、そのドアを閉 

めて違ラドアから入る。するとさつき 

とは違つだアイテムを入手することが 

でさるのでドアを開けるのは近<のボ 

タンを利用しよ;ろ。 

塵をまわつr鎖安引つ遐n j 
四にある輪になっている通路を一 

周してから38に行く。そのあとで36 

のレバーを引いてみよ5〇この階の 
スペシャルクエスト達成である。し 

かし、ここでは経験値しかもらえな 

いため、あまり得ではない。無理し 

て動くぐらいなら、このクエストは 

無視してOK。 
マップ中にある斜線は、幻の壁で 

ある0ただし、これにはしかけがあ 

つて、そのしかけを解かないと、こ 

の壁は通れない。 

他のこの階の特徴は、敵エリアに 

ジャイアントスパイダーが5ろ5ろ 

していること。エリア近くに行った 

ら、必ず用心して進んで行こ特 

にドアを開けた途端に襲ってくるよ 

5な奴らもいる。要注意だ。 

59のテレポートはB 7 Fへのちの。 

ただし、これを使5には、キーとし 

てメダリオンが必要0入手したら、 

大いに活用しよう。 



晒 ドワーフのとの出会 い、仲間、さらには蘇生、 

そして数々のテレポート。 

7ツフが大きくなり、さらに複雑になって<る 

この階。39より南は、通った後に落としgができ 

るとい〇とんでもないしかけになつている。一筆 

書きを窖<つちりで進んで行こ〇0 

ム、6 -幻の壁、7—敵エリア、8—幻の壁、9 

ードア（こちらから開かない)、10—イペント、 

11、12—アイテム、13—こじ開けるドア、14—イ 

ベント、15—幻の壁、16—敵エリア、17-±の蔭 
へ、18—イペント、19、20—敵エリア、21、2E- 

アイテム、E3—幻の壁、24—テレポート（巳7F 

87へ)、25、26—アイテム、£7—イベント、箱》、 

アイテム、28—幻の壁、四ーイベント、30—イべ 

ント、仲間（蘇生)、31—アイテム、32—ドア 

(こちらから開かない)、33、34—イペント、35- 

下の階へ、3B、37、38、39、40—イベント、41- 

アイテム、42—テレポート（42'へ)、43、44、45、 
46—アイテム、47—イベント、48—イベント、ア 
イテム、49一幻の壁、テレポート（50へ)、5D- 

到着、51、52、53—敵エリア、54、55、56—SSの 
壁' 57—テレポート（57'へ)、58—造の壁、アイ 

テム、59—イペント、60、B1—幻の壁、B2—アイ 

テム、63—幻の壁、64—アイテム、65—幻の1、 

66—下の階へ、B7、88—アイテム、69—イペント、 

70—敵エリア、アイテム、71—イベント、72、74、 

76、78—到*、73、75、77—到着、イベント、79、 
80、81、B2—イペント、83— アイテム（南れな 

い)、A~◦—テレポート、I一落とし知、▲、 
▼一上下へ 





tsl is 
$こでのポイントはドワーフー族との話。頼み 

を聞いてあげると、良いことがあるのだ！ 

〇ドワーフの話は聞いてあげよう！ 
27で出会ろドワーフのアーマン。いろいろ 

話をするが、かれ5の要求は、ます捕らわれ 
おうじすく ねむ おうさま たす 

た王子を救^ことと、眠りについた王様を助 

けること。彼らの要求を聞いてやると、アイ 

テムをもらつだり、仲間が増えだり、蘇生で 

きだりと、いろいろいいことす < め。他の階 

に行かねば達成できないこともあるので、話 

をよ〜 < 聞いてメモしておこ*5。 
▲ここでは仲間が増える。30では、骨 
からの蘇生もしてくれるのだ！ 

❷ドアと壁の種類について 
今までに何度も出てきだが、ここで 

もう一度おさ&いしてお<。ドアには 

鍵で開けるちの、こじ開けるもの、さ 

&にはしかけ（ポタンやレパーなど） 

を解いて開けるものがある。壁も同様 

で、しかけによつてな<なる电のと、 

通り抜けられるちのと2種類あるのだ。 

❸後半のテレポートについて 
A〜〇の記号は、テレポートであ 

る。これらについて、すべて明快に 

してみる。行き先は次の通10。 

A►72s 巳_72、072、D_73、 

E_74、F_74、G_75、H^72、 

I ►As J_K、K^76、L_77、 

M_78、N_G、O^F 

さらに、到着地点を备めて、この 

Sにはレバーがい<つかある。その 

関係は次の通り。73>81のドアが開 

く。79卜80のドアが開く、82卜75の 

ドアが開< 

この北東部分については、このこ 

とを頭に入れておかなければ、すぐ 

にどこかへ飛ばされてしまラ。1毖 

づつ確認しながら歩 < よラにしよラ。 
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❹ここにもポータルがある！ 
ポ-•タルとは、テレポーターのこと。ここ 

のものは、巳7 Fの67につながつている。芒 

だし、これを使^には、鍵が必要。そのIIと 
は、「ストーン•ネックレスjといろちの。こ 

れは、26の東の壁の棚に置いてある。 

いますぐこれを使う事はないが、ドワーフ 

の頼み;^し:ザるためぁと7使ぅことに▲テレポ-ターは碗なので、躲を 
なる。場所を確認後、アイテムを取っておこ〇〇餸誌してぉくのだ！ 

©毒や呪いのアイテムがある7 
31には毒のボーションガ置いてあり、 

41(2か所ある）には、それぞれ呪い 

のアイテムがある。どちらち、パーテ 

ィにとつて、損になるアイテムと武器 

である。しだがつて、これらを入!^し 

ても、絶対装備しだり、使つてはいけ 

ない。覚えておこ^。 

食恕碧の趨E食；鐘を震/ブi 
ここのスペシャルクエストは、以 

&と簡単。食料庫と軎かれた部屋に 

毒のビンがある。その食糧庫の棚の 
うえ Uぶん も m'n1! こ 
上に自分の持っている食糧を、 5個 
置くのである。すると、その食糧が、 

回復率の高い-帯食になるのだ。毚 

をつけたいのは、 5個置くとい$こ 

to 4個まででは何も起こらないの 

そtii(蘇のをぃくつかJ：げ 

る。9や32の前の扉は、こちら-か 

らは行けない。逆の方からしか、開 

けられないのだ。37の像の腕（レパ 

—になっている）を下げると、Iの 

落とし穴（59で開<)以外のすべて 

の穴が閉じることになっている〇 48 

で鍵を使5と、49の壁がなくなり、 
入れるよ5になる0 57から57’への 
テレポート後、方向が180度回転す 

る0コンパスに要注意。他の階で拾 

った脅が、この階で蘇生される。覚 

えておこ5〇 



^ r 祕最後のiは、トラッ 

フが纖になってぃるとこ 

■LzJLUllろ。しかも、バーティに葑 

抗する魔法使いなども出てきて、なかなか緊迫し 

だ場面を迎える。サブフロアも小さいながらある 

ので、次ページを参照して、フレイしていつてみ 

よ^。 

1一上の階から（ただしここから^(■へは出れず)、 

2—上の階から、3—イペント、4、5、6—敵、 

7—アイテム、8— 敵、9—アイテム、10—イぺ 

ント、敵、アイテム、11ーダーツトラップ、1E- 

イベント、アイテム、13—イベント、14、〗5、1B 

—Siアイテム（14'、15'、1B')、17-ダーツト 

ラップ、18—下のフロア（19)へ、19-•上のフロ 

ア（18)へ、20—落とし癸（21)へ、21-ァイテ 
ム、没一落とし穴（23)へ、23—アイテム、E4、 

25—敵、26、£7、EB—イベント、敵、29—アイテ 

ム、30—ダーツトラップ、31—ダーツトラップ、 
32—アイテム、33—イベント、34—アイテム、イ 

ペント、35、36—アイテム、37—イペント、アイ 
テム、3B—敵、39-アイテム、40—アイテム、41 

—イベント、4E-•アイテム、43— 敵、44ー ドア 

(こちらからしか開かない)、45—テレポート（曰 

10Fの9へ)、46—下の階へ、47—アイテム、48 

一下の階へ、49ーアイテム、50—敵、51—アイテ 

ム、52—イベント、53—敵、54—イベント▲、▼ 

一上fへのフロアまたは階へ、一-で囲んだ部屋 

—スぺシャルクエス_卜に関する部屋 

- I|L. 
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ここでは轉ゃアイgムをliに# くということ 
■MbaSLUlがたくさんtirrくる。iぇてぉこぅ。 

〇ブレートや棚にアイテムなどを置け 
具体的に解説する。ます3。南北 

にある2枚のフレートに武器を置<。 

すると東のドアが開<。武器はその 

あと取っても可。32の棚にダガーか 

ダーツを置< と、東側の壁が舞える。 

この一帯の壁は、すべてこの方法で 

消えて<れる（一部除<)〇 

ここでは夕■ーツによるしかけ（次 

ページ参照）が数多<ある。その中 

には、入手できる物ちい<つかある 

ので、手に入れ5れそうなアイテム 

や武器は、必ず拾ってぉ<ように。 

❷T字型ブロックは回転する7 
26、27、28について解説しよ〇。 

ます26の鍵穴に、ドワーフのキーを 

入れる。すると、このブロックが時 
けいまわ かいてん かぎあな いち 
計回りに回転して、鍵穴は27の位置 

にいそこで再びドワーフのキー 

を^し込むこと、今度は鍵穴が28の 
位置にい<。ここで三だびドワーフ 

のキーを差し込むと、フロックが再 

度時計回りに回転して、46までの通 

路が開 < ことになつている。 

実は48から下へも行けるのである 

が、このエ|」アへの出入りが、この 

階では不可能（下か5来るしか方法 
じょぅき ほうほう つう 

がない)。つまり、上記の方法で通、 

路を開け、46から下べ行かねば、攻 

略できないといラことなのである。 

複雑だが覚えておこう。 
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❸ダーツトラップに要注意だ！ 
この_にはダーツトマツフなる厄介なしか 

けがある。^レートを®~だり、部屋に入つ 

だりしだ瞬間、ダーツが飛んで < るのである。 

これらは基本的に避け5れないので、HP 

に注意しながら進〜で行< しか手はない。 

しかし、踏む必要のないトラツフも数多< 

あるので、必要ないときはマツフを見なが5 

ぜひ避けること。用心に越しだことはない。 
▲いっきなリダーッがすっ飛んでくる 
のである！ 

❹野望を持ったメイジと対決！ 
10には黒いローフをまとつだメイ 

ジがいる。彼はクサナタールの敵か 

と思いきや、実は奴を利用してウォ 

ーターディープの支配をも<ろんで 

いる、狂信者だと言うことが分かる。 

ちちろん、ここでは戦闘になるの 

で、体力充分で戦おう。倒すとアイテ 

乙が入手でぎる。又、奴の話ち重要な 

ので、よ<聞いてお<よろに。 

ドワーフが持つている「シルビア 

のワンドj。これが最重要アイテム 

£>しい。巳5 Fでドワーフの王の眠 

りをさますと（ドワーフのヒーリン 

ヴポーシヨンで可能）ちらえる物だ。 

ケンクの沏を薦め3の治:f 
この階にはケンクの卵がた:くさん 

ある。これがスペシ.ャルクエストの 

アイテム。これらを集めて、「すみ 

か（53)jに持っていくと、そこの 
部屋が広がり、重要な武器が入手で 

きる。卵のある位置は以下の場所。 

7、9、14、14'、15、15'、16、瓜 

Ifiには、34のアイテム0棚にダー 

ツを乗せると壁が消えるが、その前 
Iこ、糊にあるアイテムを取ってお< 

こと。でないと、壁と一緒にそのア 

イテム（ドワーフのキー）も消えて 

しま5からだ。 

45はポータル（テレポーター)。 

47のアイテムがキーになっている。 
49、50の2か所には、巳5 Fの46 

のそばにある落とし穴からしか、来 
ることができない。余裕があれば、 

戻ってから来るようにしたい。 
サブフロアにあるのは、ドワーフ 

のキー。ぜひ入手してから、下を目 

mそラ。 



ここでは5す、ド□ウの 

パト□—ル隊に蠢ラ（1か 

ら来だ場合)。うま<話を 

して、霣収してしまおラ。戦，必要はない。さら 

に、ファイアーポールによる攻擊トラツフや、骨 

gなつている仲間、数々のテレボート、そして数 

iのポータル群等、しかけがだ<さん。 

1一占へ、敵、2—敵、3—イベント、4 A〜4 

D—攻擊トラップ、5、6、7—アイテム、8 — 

イベント、9ー ドア、10— ドア（こちら側から開 

く）、11—敵（1Tにアイテム)、】2、13—アイテ 
厶、14一攻撃、イベント、15、1B、17—攻撃、1B 

ードア、19As19日、19〇、20—イベント、敵、 

仲間の骨、21、21'—アイテム22、27、29—敵 

見回り、23—イベント、24—アイテム、25—アイ 

テム、26—下へ、28—アイテム、30、31—イベン 

卜、アイテム、32、33—下へ、イベント、34—イ 

ベント、35—敵、36、37—イベント、38—落とし 

穴、39—アイテム、40—下へ、41、42— ドア、 
41'42'—ドア閉まる、43—イベント、44一敵、イ 

ベント、45—イベント、アイテム、46A、46巳一 

イベント、47、仙、仙、5D、51A、5〗日、52、53、 
54、55、56、57—イベント、アイテム、敵、58、 

59、60、61、62—イベント、63—テレポート（巳 

4 Fの59へ)、64—アイテム、65—テレポート 

(巳9 Fの11へ)、66—アイテム、67—テレポート 

(西►巳〗1Fの3へS北►日5 Fの24へ)、68—イ 

ベント、69—下へ、70—到着、71—敵、72—テレ 

ポート（83へ)、73、74、75—イベント、アイテ 
厶、76、77、78—イベント、アイテム、79—イべ 

ント、80—アイテム、81—イベント、82—到着、 

83—テレポート（70へ)、▲、▼—上下の階へ 
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ここから3フロアくらいが、結構きつい。根性 

を入れてがんばるのだ！ 

❶ファイアーポールの攻撃だ！ 
4を例にとつて説明してみよろ。A、巳、C、 

Dいすれかのフレートを踏む.と、ファイアーポー 

ルが飛び出す。4 Aの北のfから発射され、4 A 
で東に向きを変える。その後4巳で北に向きを- 

える。そのまま先の璧に走って行<のだ。15の場 

合、17か5飛んできだファイアーポールは16で向 

きを変える。つまり、動かない方がよいのである。絶対®けよう！ 

❷プレートを踏んで部屋を開けろ！ 
20を例に取る。ここにあるフレートを踏 

むと、19のA、B、Cの部屋が開き、中か 

5敵が出現して<るのだ。ころいつだとこ 

ろが他にもあるので、フツフを見てチエツ 

クしておこラ。ちなみに19Aにある骨は、 

クレUツクのちの。蘇生してあげるのだ。 

❸部屋に入ると部屋が開く7 
部屋に入ることで、ドアの鍵が開<とこ 

ろがある。例えば、44に入ると、53のドア。 

45に\ると、51巳のドア。47に入ると、54の 

ドア。48に入ると、56のドア。50に入ると、 

57のドア。それぞれのドアが開<のである。■ 

まだ、スバイダーボタンなるもので開< 

, ドアもある。46Aの北側のポタンは44、南 

I 俱!1のボタンで45、46Bの北側のポタンは47、 ..夺.^^3 

wm 南側のポタンで48、49の南側のポタンで59、 

それぞれのドアが開<ことになつている。 

他にもあるのでチェックしておこラ。 



©ポータルが集まっている場所 
真ん中南にある部屋にはしいくつ交のポー 

タルがiまっている。荇<筅などはiページ 
で確認してち&うとして、ここではキーにな 

るアイテムを紹介する。使ラときの参照にし 

てほしい0 

63►スI''•ーン• メダ1」オン、65►ストーン• 

ダガー、67►西の壁ースIン.ホー1J_シ 
ンポル、驼のS—ストーン-ネックレス。 

▲ポータルは重要なテレポーター。大 
いに利用しよう！ 

❻下手に下げると行けなくなる？ 
とある部屋のレバーを下げると、あ 

るところのドアは開<。しかし、それ 

をftけてしまうと2度と開かな<なる 

ドアが||はあるとい〇、厄介なレバー 

が 存在する 0 

そのレバーは、75、78、81の3つの 

部屋にある。詳し<は下を見てほしい。 

ぐご麵をT置けJ 
ここのスべシャルクエストは簡単。 

3つある< ぼみに、ポータルの鍵 

(どんな物でも良い）を〗つづつ置 
くだけ0こ.こで入手で去る_は、ス 

クD-•ル。このゲームをとくための 

ヒントがかかれている。 

他の特徴を挙げておく。37では、 
棚にアイテムを〗個乗せてから、ス 

パイダーポタンを押す。これで南の 

通路が南く。なお、置いたアイテム 

は64の棚に出現する。41、42で開け 

たドアは、Iで閉まる。前ページの 

3以外の部屋は以下の通Dである。 

51B^45. 53M4、54 ► 47s 56 MB、 

57^50, 

±£の5のi足をする。75のレパ 

一で74が開®、77、80のドアが閉ま 
る。78のレパーで77が開芒、74、B0 

のドアが閉まる。81のレパーで80が 

齒き、74、77のドアが閉まる。つま 

0 3つの武器、アイテムの5ち、1 

つしか入手不可能になっているのだ0 



_ここちしかけだらけの階 

起と®ってち5って0K。 

数多い階段、テレポート、 

敵など、マップを見ながら1つ1つチェックして 
ひつよう とくうえ かい お あな こ 

い<必要がある。特に上の階から落とし穴で来な 

ければいけないところもあるので、 2つのフッフ 

をよ<見て、フレイしよラ。 

, 2, 9-王へ、3—幻の壁、4、5-イペン 

卜、アイテム、6— アイテム、7、10—下へ、8、 

n、12—アイテム、13、14、15、1B—上と下へ、 
17—イペント、1B—到着、19ーイベント、アイテ 

ム、20—イペント、21—下へ、イペント、E2—幻 

の壁、E3—アイテム、24—上へ、E5—回転、E6- 

敵、27、29—相互へのテレポート、28、30、31— 

アイテム、32、33—敵、34—テレポート（B7F 

の10へ)、35、36、37—アイテム、イベント、3B、 

39、41、42—イベント、40、43—落とし穴、44- 

アイテム、45、49一敵、46、48— テレポート 

(46'、4日'へ)、47、50、53— アイテム、51、5£_ 

イベント、54、56—イベント、相互へのテレポー 

卜、55—幻の壁、57—イベント、58、B0、61—ア 
イテム、59-下へ、62-敵、B3、64-ドア（こち 
ら側から入れない)、65— 敵、B5'_テレポート 

(1へ)、昍一敵、67、BB、69、70、71-イベント、 

アイテム、落とし#、72—到着、73—アイテム、 

74—敵、■ 75、78—イベント、77、78—アイテム、 

79—テレポート（B5へ)、B0—イベント、81—到 

着（上の落とし穴から)、B2—アイテム、B3— ド_ 

7 (こちらからしか開かない)、B4—テレポート 

(18へ)、85-到着、昍ーアイテム、87-敵、I、 

II—イベント、III—敵、IV—アイテム、▲、▼- 

上苄のへ、A~D—途とし转 
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そろそろパーテイのレベルも主がってきたこと 

と,笔5。いよいよ正念場だ。がんばれ！ 

〇鍵1つに宝石1つ7 
19にはスバイダーポタンと棚がある。棚に 

キーを置いてポタンを押してみる。すると、 
あか ほうせき あらわ 
赤い宝石が現れるのである。 

これはキーの数だけ出現することになつて 

いる。あまり不要な数を変える必要はない。 

実はひとつあれば十分なのである。20にはそ 

れのメツセージガ壁に窖いてあるので読んで 

おこぅ。 

❷向さが変わってドアが閉まる7 
南にある25は、180°向きが変わって 

しまろ場所。丨とIIは、それぞれ左右 

CD壁を為めてしまラ。つまり、一方連 

行ということになつてしまうのだ。 

分かれば単純なことなので、マツフ 

を見ながらここは1回だけ通るよろに 

心がけよラ。コンバスに要注意だ。 

❸アイテムがいっぱいの部屋 
マツフの北東を見て欲しい。ここ 

はます60のフレートを踏む。さ5に 

Pイテムを頂戴する。ここまで 61でアイう 

は4い。 

しかし、ここで出てしまつては、 

フレートを踏んだ意味がない。この 

フレートは、アイテム出現フレート。 
かずおお かべ そ の 

IVが数多<、壁に沿ってマップに載 

つているのが分かると思う。このIV 

の壁には、ダーツをはめこめるよ〇 

な < ぼみが開いている。 

ここからは右ページを参照してほ 

しい。つまり、これがこの階のスぺ 

シャルクエストに関連しているくぼ、 

みなのだ。 

ダーツは数多 < 拾っておこ〇。 



〇ポータルは2つある！ 
この階のポータルは、34と72の2つある。 

34は、スI-ーン•セフターというアイテムが 

キーになつている、巳7 Fとつながつている。 

72は、B10Fか5の到着のみ。しだがつて、 

こちらからB10Fへは、行けないとい〇こと 

になる。 

2つのポータルの意味を把握して、大いに 

利用していころ。 
▲到着専用ボータルなので、ここでは 
何も起こらないのだ！ 

❺4つの落とし穴だ！ 
A、B、C、Dの4つは、開閉式の 

落とし;^。67のフレートで4つがいつ 

べんに開閎する。まだ、68〜71のスバ 

イダーポタンによつて、それぞれ〇、 

D、A、巳のgが、開閉する。つまり、 

どこを開閉したか把握していないと、 

落とし穴に落ちてしまうつてワケだ。 

進、 

行ぃ艺 

ダーツを过め远Aで 1-7けJ 
弾がなくてダーツが発射で吉ない 

ところ（左ページ㉙參照）がある。 

ここにすベてダーツをはめ込むのだ。 
これでクエスト完成。ダ_ツが+4 

の威力になるのだ。ダーツが足りな 

ければ、戦闘終了後、拾ってお <；こと。 

他の注意点。3〗のアイテムはマイ 

ナスアイテム。38〜43では、ファイ 
アーボールを避けつつ、落とし穴に 

も注意。46、48のテレポートも、風 
景で分かりにくいので、よく見てお 

くこと〇 54、56は壁の文字を読むと、 

回転してテレポートされる0 IIIの敵 

は、57のポタンによって出てくる。 

65に行くには、B 7 Fの16の東にあ 
る落とし穴から飛び降りてくるしか 

手はない。75で壁がなくなるが、78 

のアイテムが取れない。同様に76で 

も壁が消失するが、77のアイテムが 

取れない。81へは、B 7 Fの38の落 

とし穴からしか、来ることがで杏な 

1\〇覚えておこ5〇 



このiが串葬の山場とi 
つてもよい。_しろ、トラ 

ツフの数が異常に多いのだ。 

マツフをチェックしなが&、1つ1つ対処してい 

こラ。また、仲間になる•も琴ちている。必ず蘇 

生させるよろに。ここでは、攻撃トラッフガ厄介 

なので、要注意だ。 

1、3—上へ、2、4、5-イベント、6、7- 

イベント、アイテム、B、9—イペント、10—上 

へ、U_テレポート（巳7 Fの昍へ)、12、14一 

アイテム、13、19、22—幻の壁、15、16—敵、17、 

18—イベント、20、21—アイテム、23—ドア（こ 
ちらからしか開かない)、£4•-イベント、敵、25 

-アイテム、26、27、88、29、3D—イベント、31 

一敵、32、34—アイテム、33—イベント、35、36、 

37—イベント、アイテム、38—上へ、39、40、41、 

犯、43—イベント、敵、44—アイテム、45、46、 

47、48、50—敵、49—アイテム、51—敵、52A、 

52日一敵、53—敵、54、55、5B—イベント、57- 

仲間の骨、5B、BD、BK 62—イベント、59—幻の 

壁、63、64、65、6B、67、BB、B9—イベント、70 

ーイベント、アイテム、71—幻の壁、72—何もな 

い、73、74—アイテム、75—イベント、7B、77— 

下へ、7B—イベント、79—アイテム、80—敵、8】 

ーアイテム、82、日3—イベント、84—下へ、85- 

アイテム、86—上へ、87—イベント、昍ーアイテ 

ム、B9—幻の壁、アイテム、90—アイテム、91一 

敵、92—イペント、▲、▼—上下の階へ、A-F 

-Mi 

80 



81 



ww ^ r トラップ，連続と言った感のある階層。何しろ 

鷄AをつけてSんで荇くしかない。 

❶オーブ•オブ•パワーを置け 
17の南の壁には、棚ガ1つある。ここには、 

「オーブ•オフ•パワー」と言われるアイテム 

を、置けばいい。こうすると、パーテイの持 

つている魔法のアイテムがすべて表示される 

ことになつているのである。 

ちなみに、このアイテムは、B11FかB12 

Fで入手する。さらにここで使うと、無<な 

つてしまラので、覚えておころ。 
▲ 5 Fのrレんたくじょ」だと同じ効 
果があリ、アイテムもいらないぞ！ 

ようきゆう き 

❷光る石、さらには要求を聞け！ 
東の;^にある36と37では、光る石 

(岩+1)が飛んで来て、ここに落ちる。 

これ_入手しておこラ。鍵になるのだ。 

北東にある、39、40、41、42の4つ 

の場所では、それぞれ武器やアイfム 

を置<よろに要求される。それに答え 

ると、43のドアが開<のだ。 

❸アイテムがなくなる7 
北東にある、26と28。実は28ガ(卜 

ラッフになっていて、バーティが近 

づ<と、アイテムなどが自然に棚に 

持って行かれてしまうのである。 

このトラッブは、26のフレートを 

踏むまで、永遠に続<。気がつかな 

いで通り週ぎると、知らない間にア 

イテムや武器がな<なつていると言 

うことになるのでgる。 

26でトラッフの効力を無 < してか 

5、28に入るよろにしだい。ちなみ 

に27と29はメッセージ。あまり神経 

質にならな<てもいい。28でアイテ 

ムを取られると、いろいろメッセー 

ジガ出るのである。取り忘れに、要 

懸だ。 
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❹ダーツトラップに注意せよ！ 
55から62 (マップの4ん¥茜より）までは、p 
ほとんどがダーツトラッフになっている。フr 
レートを踏むと、ダーツが飛んで<る„ 

このとき、ダーツをやつ矗ごすと、の丨 
かづ とうざぃ の っうろ じょぅげ 1 
壁（55、56、57の東西に延びる通路の上下） 

に、いろいろアイテムが置かれだりする。ま| 
ひだりした なんせいほうこう きんぺん | 

だ、そこから左下、南西方向にある、74近辺▲社ナ々啸レ-げ，w ⑽げん ぉぼ ▲落5たターツは拾及るたたし壁に 
にもアイ丁ムが出現する。覚えておこう。 4ぃ达まれるもぁるのだ 

❺ミサイルが恐い！ 
真ん中西よりの63から68までは、マ 

ジック•ミサイルのトラップ。フレー 

卜专踏んだ*0ポタンを押すと、ピシパ 

シ攻撃を受けてしまうのだ。放だれだ 

物をアイテムとして入手できるが、）4 

険はデカイ。HPと相談して、手にい 

れよ〇。 

mmbKT4¥A^mfBi 
アイテムのみが通り過ぎる壁とい 

う物がある。壁越しにアイテムを备 

げ、向こ3側にあるスイッチを作動 
させる。これで、とあるアイテムが 

入手できる。そんなにおいしい杨で 

はないので、無理に入手することは 
ない。これが、スペシャルクエスト。 

他の注意点ては、6、7か下の階 
でもあった、変換ボタン。宝石を宝 
石のついたキーに変えられる。11の 

.ポータルは、ストーン.ダガーがキ 

一になる。44のアイテムは赛のポー 

シヨン〇飲んではダメ。57の人骨は、 

ファイターのもの。70へは、B8F 

の40から落ちないと行けない。75で 

は、_まず北にアイテムを投げ西の壁 

を;^し、そこに出現したプレートに 
再度アイテムを投げる。すると89の 

壁が消える。近くに落とし穴がある 

が、74の東のプレートで消える。83 

の棚にアイテムを置吉、82のポタン 
を押せば、北への道が開く。 



B1DF 
いよいよ終盤。このあだ 

りでは狭い方の回廊である。 

ここには、行方不明になつ 

ているドワーフの王子や、仲間、クサナタールの 

など、いろいろ重要人物が登場する。トラ'ン 

フではさほど多 < はないが、敵のフンテイスウオ 

Uアーはなかなかの強敵。心してかかろラ。 

1—!eへ、2 ■•アイテム、3、4 —この通路での 

テレポート、5-イペント、6—アイテム、7 — 

テレボート（巳8 Fの72へ。一方通行)、8—棚、 

9ー テレポート（BBFの45へ)、10—敵（丨の 
スイッチで動きが止まる)、11、12、13、14ーア 

イテム、15—ドワーフの王子、16、17、18—イぺ 

ント、R 20-イベント、攻擊、21-イペント、 
82_«、23—イベント、24、25—敵、2B-ァィテ) 

ム、耵一敵、2B—イペント、四' 30、3〗_イペン 

卜、ドア、3E—イベント、33—上へ、34、35■•敵、 

36-4中間の骨、アイテム、37、38、39—イベント、 

40—イベント、アイテム、41一落とし穴（巳11F 

の1に秦ちる)、4£_イベント、アイテム、43— 

アイテム、44-イペント、45、46—アイテム、47 

—Mへ、48—ドローエルフのシンデイア 

— — 

47 46 

▲ 36 35 

28 
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おうじたす いちど まで 
ドワーフの王子を助け、一度巳5 Fまで戻る。 

かつよう てき じょうほう はい 
ポータルを活用しよう。敵の情報も入るのだ！ 

〇南の通路は、 
3〜4の間はテレボートとなっている。3のフ_ 

レートを南むと、すべてのテレボートは消滅する。 

しかし1からきても3には行けない（行き止まり 

になっている）ので、33あだり；ク■ルツと回っ 

てきて、ここのテレポートに苦労するのだ。最短 

のfe法を後に記しだので、その方法で切10抜けよ 
_ ▲レハ- 

醜し- 

❷ドワーフのキアガー王子だ！ 
15には、ドワーフのキアガー王子がとら 

えられている。もちろん助けよろ。ここか 

ら巳5 Fに彼を連れて行<のであるが、こ けっこうめんどう みち さ■いたんほ•うほう 
れガ結構面倒な道のりとなる。最短方法は 

|後で記すが、とりあえす話をよ<聞き、巳 

5Fでもいろいろ話そう。 

ベーはすぐ左のプレートに 
ている 

❸まだまだトラツブはある？！ 
19と20の部屋について。このドアを開け 

ると、北の壁にそれぞれポタンがついてい 

る。何気な<押しだ&、さあだいへん。2 

つと1fe、攻擊トラッフだった10するのであ 

る。19が、アイス•ストーム•トラッフ。 

20が、ファイアーボールの魔法。どち5も 

けっして受けだ < はない攻撃なのだ。 

すべてを避けることは_理としてち、経 

験値ももらえない無駄な行動は、絶対避け 

るべき。HPが満タンで興味のある人以外、 

.開けない方ガいいぞ！ 



❹またまた武器を置く！ 
前p階pちあpだトラ、V^7。3t3の階段か5 

この階に入つだ者は、この謎を解かなければ 

ならない。しかし意外と簡単。29の北のドア 

の鍵は、あるところに武器を置けば0K。そ 

の場所とは、29、30、31の3力所。実はこち 

ら側には敵がいだり落とし穴が開いてだりす 

るだけなので、来る啤要のない部分。来なけ 

ればドアも開ける必要がないのだ。 
▲経験値稼ぎのために来る以外、あま 
リ重要な場所ではないのだ！ 

❻37、38、39はちよつと複雑！ 
37の北.にスライドするブロックがあ 

る。これの手順は、以下の通り。37の 

南の壁のレパーを2回押す。次に出現 

しだ38の西のレバーを2回押す。これ 

で、40、41、42がするのだ。tcC 

戻すとさは、39のレバーを2回舞せば 

OK。慣れれば簡単である。 

48にいるシンディアの話は、じつ 
くり聞くこと。さらに、ここでのク 

エストは、このシンディアの部屋で 

やるのだ。落ちている物を拾5と敵 
が攻撃してくる。それと、ケンクの 
卵を素早く交換するだけ。そのあと 

方法は、ここの7からB 8 Fの72へ。 

通路をグルツと回って24からB 7 F 

の69に下りる。そして67のポーター 
でB 5 Fの24に飛び、仲間のところ 

へいく。通路のテレポートの最短は、 

レバーを上げてプレートに乗り、飛 
敵を2回倒すと、特別アイテムを出 ぶ。ついたら後ろを向き、そのまま 

すのである。 〗歩前へ。これで、3のプレートが 

さて、他の注意点。7のポータル 踏める。他に、1〗は毒のポーシヨン。 

のキーはストーン•セプター。9は 3Bの骨は、レンジヤー。シンディア 
ストーン•リング。曰5 Fへの最短 とは戦えるが、やめた方が得だ。 



いよいよ終盤になつてさ 

^このiとし转;^しか 

来ることができす、下へは 

ボータルでしか行<ことができない。仲間の骨も 

あるし、同時にトラッブ专ある。まだ、敵も格學 

になっているので、用心して進んで行<に越 

しだことはない。あと少しだI 

1ースタート、2—イベント、3—イベント、テ 
レポート（日7 Fの67へ)、4ーイベント、5、 

6、7、8、9ーイベント、U)—アイテム、11、 

12、13—イベント、14、15—アイテム、1B—ドア、 

17、18—イベント、19一敵、テレポート(B12F 

の1へ)、20—イベント、21、82—イベント、23 

ーアイテム、24—テレポート（31へ)、25—テレ 

ポート（31へ)、26—テレポート（35へ)、27-ア 

イテム、28—テレボート（85へ)、29—テレポー 

卜（33へ)、30—テレポート(34へ).' 31—テレポ 

一卜（24へ)、32—テレポート（36へ)、33—テレ 

ポート（29へ)、34—テレポート（30へ)、35—テ 

レポート（26へ)、36—テレポート（32へ)、37— 

アイテム、38— ドア、39—イベント、40—イペン 
卜、アイテム、41ーアイテム、42—敵、43—アイ 

テム、44、45—敵、46、47—イベント、48—アイ 

テム、49ー ドア、50—敵、51、52—イベント、53、 

54—敵、55—イベント、56—アイテム、57—敵、 

アイテム、5B—敵、59—敵、アイテム、B0—仲間 

の骨、アイテム 
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ここではi域にiのiを龠き、レパ_の_をに 
挑戦するのだ！ 

❶とても重要なポータルだ！ 
3の西の壁にはポータルがあり、キーはスト^十％ 

I''ーン•ホー1J— *シンボル。ここのボータ 

ルか5は、日7 Fの67にある2つのポータル 

の1つにテレポートが可|gである。 

これは、あとで出て<る重要なアイテムを、 

巳5 Fのドワーフだちのところに_ぶM、と 
ても重要な役割をして<れる。襄Mコースは 

次ページを参照して欲しい。 
▲もう1つのボタンは、下の②に関係 
しているのだ 

©ボタンで星のマークを揃えろ！ 
4、7、8には、それぞれ星のフー 

クが#いてある。さらに、3、6、9、 

11には、90°回転させることができる 

ポタンがある。これらを利用して、S 

のフークを一列に並ぺ変えてみよ〇。 

8、9、10、11のいすれかの壁がえ 

ることになつているのである。 

❸レバーをぜ〜んぶ上にあげろ！ 
東側に縦に並ぶ39。これは、if 8 

個のレバーを示している。このレバ 

一をすぺて上にあげよ〇。実はモタ 

モタしていると下に再び下がってし 

ま〇のだが、上から順に下げると、 

そういラこともない。 

すべてが上がると、4〇のlaにアイ 

テムが現れる。これはフ□ストのワ 

ンド。ぜひ入手して装備させよろ。 

実はここにち"5ひとつ、大或重M 

なアイテムガ置いてある。ドワーフ 

の王様の眠りをさますちのなのだ。 

巳5 Fまでの最短ルートはページ 

に記してある。参考にしてほしい。 
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❹下へ下りる方法 
_はこの蔭に宅>、_1ガない。B12fに荇 

く芳iはだつだ1つ。19のポータルに乗つて、 

巳12Fの1に飛ぶ。これだけなのだ。 

ちなみに、このポ_タルのキーは、ストー 

ン•オーブである。これ以外のいかなる方法 

でも巳12Fへは行かないことができない。覚 

えておこう丨このポータルのキーは、スI 

ン•才ーフである。 
▲ストーン•オーブをはめこめば、下 
へ行けるのだ！ 

❺7匹のゾーンがいるI 
マップの:部分。44と45のあると 

ころだが、ここには計7匹のゾーンが 

MをAがった嘉論に法liもiゎない 

で戦闘丨こんなことにもな10かねな 

し、。ここらを歩<ときは、充分注意し 

て、進むよ*5にしだい。 

■スペシャルク；Eストは、39の場所。 

まず左ぺージの@をクリアして、ア 

イテムを2つ入手する。次に、メイ 

ジかクレ、yックのスクロール（何で 

もよい）を、くぼみに鼸く。そして、 

.レ八*-を rfjr±：jtiFjrfjrTjrTj 

「上■!「下jとする。これで完成。先 
ほど置いた奴が、ヒントスクロール__ 

に変わるのだ〇入手しておこラ。 

この階では、他よ〇トラッブが少 

.ない。ただ、24~36までのテレポー 

卜がちょっと厄介。集中してプレイ 

するしか対処の方法はない。60の骨 

は、メイジのもの〇こいつは強力な 

味方となってくれるはずだ。 

最後にB 5 Fまでの最短ルートを 

i齐する。3のポータルで、B7F 

の67へテレポートする〇そろしたら 

じ場所の別のポータルに乗る〇こ 

れは、巳5 Fの24に飛べるので、あ 

とは#けばOK。早く薬を持って行 

ってあげよ5〇 



いよいよウオーターディ 

^フを车§ろ"5としている 

クサタナール^:の無® 

である。ますはマップを麁てアイテムを最つま< 

•0、テレボートの罠や鍵の罠を外す。そして、準 

備ガ整っだら、ボスとの対戦。やりかたは、bm 
身が作った罠に、追い込むことだ丨 

1—テレポート（B11Fの19へ)' 2—イベント、 

攻撃、3—イベント、4、5-イベント、B—イ 

ペント、敵、7—イベント、7'_イペント、攻 

擊、8— ドア（反対價1からしかIかない)、9一 

テレボート（東の壁の中)、10■•テレポート（28 

へ)、11—テレポート（57へ)、12—イベント、13 

ーアイテム、イベント、14—アイテム、15—アイ 

テム、イペント、18、17—イベント、18、19ード 

ア（反対側からしか開かない)、20、21、ES—イ 

ベント、23—イペント、24—イベント、アイテム、 

25—テレポート（9へ)、2B—テレポート（策の 

壁の中)、S7—テレポート（57へ)、2BA—アイテ 
ム、昍B-ドア（反対I」からしか開かない)、四、 

30-イペント、31—敵、32、33-イベント、33 

アイテム、34、35、36、37-アイテム、38、39、 
40、イペント、犯ーイベント、43—アイテム、 

44—攻擊^ 45—ボス、46—攻撃、47、48—イベン 

卜、49一攻擊、アイテム、50、51—イペント、5£ 

ーイペント、アイテム、53—攻擊、54—イペント、 

アイテム、55—テレポート（3へ)、56—テレポ 

一卜（2Bへ)、57—テレボート（東の壁の中)、58 

ーイペント、敵、59、60—アイテム 

16 

17 18 1 
22 

7 

= m 
8 7 

6 II 5 I： 
= 

9 12 

1 10 13 

11 14 

15 

— 
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様々な攻撃トラップをかわし、iをIIしながら、 

進んで行こ5。も5すぐラストパトルだ!！ TA is 
❶壁の中にテレボート7 
これは最初びっくりするはす。何が起こっだか_ 

と思ってしまラ。しかし何のことはない、すぐ隣_ 

の壁の中にテレポートしただけなのだ。 

東西どちらにも出られるので、マツフをよ<見 

て、有利な方に出るようにし芒い。つまり、考え 

ようによっては、これは立派な抜け道として、利 

用でさるのだ！ 

❷攻撃トラップあれこれ 
2、7'、46、53のファイアーボー 

ル、台座の目に見つかつだあとのス 

トーンゴーレム出現（58)、光線放 

射装置を遮つだあとに発射されるス 

バイク(49)。Wろいろあるのだが、 

ちなみに光線放射装置は、インピ 

シフルの魔法が/ \°ーテイにかかって 

いると、トラップが作動しなし、。ク 

サナタールとの決戦でも重要になっ 

て<る_なので、絶対覚えてお< よ 

できる限り避けて通つだ方がよい。 ラにしよ*5。 

を限M 
温2リe 

rn 

❸アイテムがなくなつちやう？ 
このトラップち変なもの。1 

の台座の上のアイテムを取ろ- 

513s 15 

整の五のアィテムを敢ろろとす 

ると、バーティが持つているいくつ 

かのアイテムが、紛失してしま〇よ 

•5になつているのだ。 

せつか<取つだアイテムがな<な 

つてしまろなんて、この期に及んで 

とんでもないこと。こ:；では台座の 

上のアイテムは締めだ方が、賢明で 

ある。ラつかり取らないよラに注意。 
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❹ストーンゴーレムが作れちやう7! 
これも変なしかけ。17の台座に書かれてあ 

る物を所定の位置に置いだとする。そして、 

16にい< と、何と、ストーンゴーレムが作れ 

ちゃラのだ。 

味方にでもなって <れるのかと思っだが、 

やっぱりこいつは敵。戦闘をしてもっと経験 

値が欲しい人用に用意されていると言うこと 

5しい。戦いだい人には、おMめだ。 
▲でもこいつは強いので、気をつけて 
作ること！ 

❺その他のアイテムなど 
20〜22では、オーブ•オフ•バワ ま なか だいざ お め だい 
一を真ん中の台座に置<と、目と台 

座が消えて<れる。24では、ファイ 

アーボールの杖が手にはいる。 

33'では、フジツクミサイルのワ 

ンド、34〜37には食糧が4個出現す 

59、60でも、貴重な体カアイテム 

が取れる。これらのアイテムをすべ 

て入手し、体力を万全にする。 

ここまできだら、もラ迷ラことは 

ない。45にいるクサナタールのとこ 

ろへと向かおろ。いよいよ、最終決 

戦である。戦い方に気をつけよろ！ 

營よmよ決驪怒 
クサナタールは45にいる。こいつ 

を倒すには、シルビアのワンドを使 

って、恐怖を覚えさせるのが、効果 
てき こうげきほうSう やつ 
的な攻撃方法。そして、奴をあると 

ころにおびき出し、そこで倒すよ5 

にした方が、好結果につながるのだ。 

その場所とは、49のトラップ。こ 
れは、奴自身が作った、スパイクの 

トラップである。インビジブルの魔 

法をかけておけば、パーテイには_ 

響がないので、奴をこの49に追い立 

てるように攻擊しまくるのだ。 

この49にはアイテムもあるが、そ 
んな物に目をくれている暇はない。 

何しろ奴の攻撃もすさまじいものが 

あるので、余裕がないはず。 

もちろん、徹底して強化されたパ 

ーティなら、力勝負でもいい0最強 
のモンスター、ビホルダーのクサナ 

タールに対して、莫つ向勝負と言5 

のちなかなかカツコイイ。がんばつ 

て、倒してくれII 
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