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妙V， 
じだいかみひとびと 

)時代、神は、人々 

の深い信仰と戒律により 
ちからも ながへいわ じだい 
力を持ち、長き平和な時代をも 

たらした。だが、平和になれす 
ひとびと しんこうしんうしな かみ 

ぎた人々は信仰心を失い、神の 

ガン•ゥコーツは、彼女を蘇生させるため、 
きんだん aう まぞくしようかんおこな 
禁断の法、， 

まぞく おうこぐほうがいの％ おうこく 
魔族により王国は崩壤、「呪われた王国」 
か とき なが へんきょう 

と化した。そして時は流れ、逆境のダリア 
じょうおうごん かめん *'* 
城に黄金の1 反面をかぶつ 

とき I•が のろ おうこく まぞく かwまう 
さらに時は流れ^1呪われた王国を魔族から解放す 
ばくだい ざWiう て はい うわさひろ きょう 

れば莫大な財宝が手に入るという。尊が広がり、今日 
おおぎい ぼうけんしゃたら さかばつど 

も大勢の冒険者達がグランタン酒場に集うのだった0 
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<y^BBEZSSZS!SH^§ 
「ウィザードリイ」とは、日;で「魔法」という意味^これ【丸 
しよ めいき•う そこ ひそ じゃあく まほうつか 

最初の「スィずードリイ」力谜宮の底に潜む邪悪g奪嫌い（ワ 

ードナ）发退治するゲームだったからだ。戦士や魔法^いなどがパ 

-テイを組んで、迷宮を探検するこのゲームは、パソコンソフトと つく だい いこう かずかずぞくへん つく 
して7タリカで作られ大ヒットした。以降も、数々の^*作ら げんざい っく っづ おおぜい 
れ（學在も作られ続けている、:*^)「ウィザードリィ」フリー 

クを産んだ。 今日のRPGの隆盛は、この「ウィザードリィjに負 お なら のち おお 
うところ.が大きく、あの「ウルティマ」と並んで、後のR P Gに大 

きく_をあたえた歴史的ゲームといえるのだ。 



3マン!; 

コマント'を熟知せよ 
そうさほうほう きほん 
操作方法が基本だとすれば、□フンドは 

おうよう おうよう 
ffi用である。応用ちきちんとこなせなけれ 

いちにんまえ ぼうけんしゃ 
ば、一人前の冒険者とはいえないぞI 

きほんて8 ぼうけん 
ここには、勒釣なコマンドがそろっている。冒険 

W/ 中でもBボタンを押せば、キャンプが杂れSぞ〇 

ごち =■ぼちcrrの^で 

さがす 
隠されたドアや、落ちているアイテムを見つける時に使〇。メッ 

セージを銃んだりするのにも、このコマンドをラのだ。 

鐽のかかったドアをこじあける。このコマンドを選ぶと次は誰が 
やるのか杏いてくるので、得懑なヤツ（盗賊や忍者）にやらせよラ。 

なかまを i芬のまゎりをして、i窿を¥_したつ筌鉍したパ_ティー 
をみつけだしたりする。ただし、ドアや壁の向ころは探せないぞ。 さがす 

ぼラけんを 
やめる 

ゲームを中断する。ただし、マニアルモードを選んでいると、都 
市に戻らないとゲームを中断できないので、注窻するべし。 

せってい 
効果音、戦闘アニメーションのon/offなどを謹べる。mh 

方法は、Aポタンで決定、Bポタンで終了となっている。 





^キ1ラクタ了は6つの特性値（力、知恵、信仰心、生命另、矗章芦、 

運の強さ）を持つている。キヤラクターの能力を把握することが勝 
り ちかみち てき し おのれ し ひ♦くせん 
利への近道だ。「敵を知り己を知らば百戦あや^からす」なのだ。 

㈢体的な力の鏟さ。箱手にあた 

えるダメージの大ぎさと、武器を 

扱5テクニックに関係して < る。 
戦士系なら絶対欲しいところ。 

HPの上限の伸び率や、キャラ 

クターが死亡したと吉の蘇生率に 
生き残るためには、どのキ 

ヤラクターも、欲しいfe性<1だ。 

魔送萑いや、アルケ5スト系の 

呪kを覚える早さや、使いこなす 

力置に関係してくる。魔法使いな 
どには、たいへん璽要。 

よ0早く攻擊することや、安全 

に罠を外す成¢5率にかかわってく 

る。戦士系、魔-師系ともに欲し 

いころ。盗賊系なら*i対必®だ。 

僧M系の呪癸を覚える早さや、 
使いこなす力置に関&してくる。 

僧侶になるなら、この値が高いこ 

とが必須条祥となる。 

毒や麻痺、ブレスなどの攻IIの 

回避、作動した罠に対する回避率 

にilkしてくる。ここでは、運の 
悪いヤツは生さ残れないのだ。 

■ぼうけんしやた5 ひと たた 
,冒険者達のもう一つの戰 い（めいきゅう2P) 

ケープル。ゲームポー たい がいでん 
ィ愧「ゥィザードリィ外伝 

IHjのカートリッジ2本があれ 

ば、対^/レイを楽しむことが 

できる。闘技場で1■めいきゅう2 せんたく めV4ゅうない あつ 
Pjを^すると、迷宮内て熱い 

バトルカ輝り広げられることに 
hi/f めV碡ゆうない 

なる。お互いに、迷宮巧に4グ 

ループのモンスターを配置して 
さき あいて はいち 

スタート。先に相手の配置した 

モンスターを倒jすか、敵パーテ 

ィー細した側*■だ！ 



-Mt JP 
キャラクタ-メイキング 

ここでは、キミとともにウイザードUイ世界を冒険するキヤラク 
つく かた せつめい あんい つく かた のちのちこうかい 

ターの作り方を説明する。安易な作り方をすると、後々後悃するこ 

とになるから、次ページからのデータを良ぐ読んで作るべし。 



種族の壁をこえてlik/ 
ウィザード1」ィの世界にいるgは、A®だけではな 

い。エルフや、ドワーフなど、選べる種族だけで1felO 
種類もいるんだ。せつか<、ゲームの世界にきたんだ 

から、人間だけの当たり前の世界は忘れてしまおう。 
たし！►ぞく れんけい tiうり さいたん 
多種族/ \ーティーの連係が勝利への最短コースなのだ。 

特に優れたところも、劣つだところもない平均的な 
し》ぞく しよくぎよう ばんのうかた きようびんぼう 
種族。どの職業にちつける万能型だが、器用貧乏とい 

ラウワサちある。だが、思い入れはしやすいかも7 

賢<、信仰心の強い種族で、見だ目も美しい。武器 ぜんれっ で こ'5れっ じゅもん とな 
をつかって前列に出るより、後列で呪文を唱えるのに 

向いている。低すぎる特性値もないので使いやすい。 

つよ ちから きょう にくたい も しゅぞく せんしけい ち衫 
強い力と強じんな肉体を持つ種族。戦士系として力 

を発揮fるはず。まだ、信仰心ち高いので、バルキ1」 

一（※女しかなれないが)になるのち向いている。 

び 

の数値は全て、fciiがr_」の)ii含です。「女の壩合は、力が一ifl 
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おおかみ しんか はんじ♦うはんじん しゅぞく しん;^しん せ.いめIいりく 
狼から進化しだ半獣半人の種族。信仰心と生命力に! 

優れているので、憧侶に向いている。バルキにな 

るのち(なれ;55の話だが)よいだろろ。 

I 8 I 6 I 12 | 10 I 8 [ 9 J 

圣身、頭まで毛でおおわれだ謎の種族。力、知恵、| 

が高い。素早さに多<のボイントをつぎ込めば、I 
さむらぃ sほんてき せんしけい しゆぞく 
得にもなれる。基本的には戦士系の種族である。 

劣 km 
せいめい1^ く I 
生命力 mmts \imt\ 

|〇1 n: 「|。1 
Uズマン 

トカゲが立ち上がつだよろな姿をしている種族。特 せいち ごうけい いちばんたか ちかft せいめい9#く すぱや _たを 
性値の合計年一番高い。力、生命力、素早さが高<、 

おそら<最高の戦士となるはすだ。 

劣 M 
Iしんこうしん1 
信仰心 

せいめいりよく I 
生命力 -章さ |i©i*| 

口 □ 1 14 1 L^J 

スリル愔増のマニアモード/ 

町に帰らなければセーブできない、 

マニアモード。もともとのウイザード 

リイは、このモードだった。ゲームの 
なんいど たか ふんいS 

—は高くなるが、スリルと雰囲気 混度I; 

は2蓓、 いや3倍増しなのだ。 

の》«は全て、tt別が$■)の瘍笞です。1■女」の場合は、力が一胃 



バランスを考えて選べ 
iiな職業はウィザードリィのi另の二っ。だが、 

その多彩さに圧倒されてしまってはいけない。m 
とM飼にi<キャラクターをi是しっっ、をM 
ぼ*5。攻擊ばかりでな<、痍をはずせるキャラクタ かいふくけいまほう つか わす 
—、回復系魔法を使えるキヤラクターも忘れるな。 

武器攻擊のスペシャijスト。パーティーのi齡麓 
で戦ろ頼れる仲間だ。ただし、siは二&‘iえない。 

I ちか6 |ちえ Iしんこうしん 
|信仰心 

1せいめいりよく I 
生命力 *章さ iの謹さ1 

1 12 1 - 

1この職業につける性格 ぜん ち，うりつ あく I 善、中立、悪 

攻擊系の魔法を得意とする。武iやg鼻はの 

ものしか使えないので、後列に置いてお<ぺし。 

かいふくけいこうげきほじよまほうつか ぶきよろいまほう 
回復系と攻撃補助の魔法を使ラ。武器や鎧は魔法 

使いほどではないが制限される。やはりM飼に。 





なgのがもっと1fellしい福_だが、棼メ>U'y 

卜も多い。なれるものなら、なりたい職業だ。 

音楽を奏でることによつて、魔法と同じ効果を敵 

にあたえる。盗賊の能力ちあわせちつている。 

M 
1しんこうしん1せいめいりよく丨すばやI 
信仰心生命力素早さ Mさ1 

f m 3 □il ち*うりつあく 
中立、悪 :^] HE 

弓による攻擊を得意とし、盗賊の能力つてい 

る。まだ、レベル3でアルケミストの魔法を使う。 

I 10] 8 I 8 r I I I 81 9 

馨、猫 

&立の:しかなれない職業。□ードに似ている そうび ぶぶんすこみおと 
が、装備、HPの部分で少し見劣りする。 



i 中立 * 
せんし 
戦士 〇 〇 〇 

AMSぃ 〇 〇 〇 
そうりょ 
僧侶 〇 マ 〇 
とうぞく 
盗賊 マ a 〇 

ビショップ 〇 X 〇 
さむらい 

〇 ◎ X 

* 中立 

ロード 〇 X X 
にんじや 
忍者 X マ 
バード マ 〇 :〇 

レインジャー 〇 〇 X 

バルキリー X 〇 X 

アルケミスト 〇 〇 豆 



城塞都市ダリT 

グランタン酒場 
全てはここから始まるのだ 

キヤラクターを仲間に入れたり、はすし 

だ10するのは、ここ、ク■ランタン酒場で行 

ラ。まだ、アイテムをp備しだ*0、キャラ 

クター間でアイテムを交換するのもここだ。 

そして、酒場であるか5には、忘れてな 
. じょうほうし♦うし♦う じiうほうあつ 

らないのが、情報収集である。情報集めは 
きほん さかば つど #f< 

RPGの基本なのだ。酒場に集ろ客から、 
ぼうけんもくて# き だ 
冒険の目的やヒントを聞き出そ^。 

[gfll 
冒険者たちにしばしの休息を 

ぼうけんしやたち じゅもんちからかい 
ここは、冒険者達のHPと呪文の力を回 

ふく し*ょうほうしレ攀う と 
復させるところ。情報収集もできる。泊ま 

れる部屋は値段によつて5種類にわかれて 
ねだんたか へや かいふくはや む 

お.り、値段の高部屋ほど回復は早い。無 

料で泊まれる馬小屋は、HPが回復しない 
が、他の部屋より年をとりに<い。長期戦 

I必至のウィザードIJィなので、馬小屋に泊 

!まつてHP回復は呪文でやるのがオススメ。 

ぼうけんしゃ 

V?険存さんいらっしゃい 
冒険の最-の舞台となつ、そして最後まフキ 

ャラクターだちがお世琴になるのが、この城塞 

都市ダリアだ。酒場や商 
てん Iいん ぼうけんしゃ y£T—TT 
店、寺院など冒険者のたm m 
めのサーピスガバッチy 
そろつたダリアは、 

者にとつて頼れる存在だ。 
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夤いちの（舍るできをJるとこ 
ろpある。磨、武器などの他に、薬や巻物 

も売つている。しかも、迷宮から持ち帰つ 

芝アイテムの識別や、アイテムの呪いを解 

いだ1〇ちして<れて（ちちろんタダじや句 

いけど)、いだれりつ<せ〇。さすがは冒 

険者相手の店だけのことはあるのだ。 

しんじつ しろ なか 
_ 真実は城の中にあり 
さぃしょ ぃ ぼうけんしや たん 
最初は入れても£>えない。冒険者は単な 

る風来坊なのだから。だだ、ここの兵隊や、 
さかば やどや Ciうほう しごと 
酒場、宿屋などから情報や仕事をちらい、 

それらをクUアレていけば、やがては王の 

_近の目にもとまるだろろ。パーティーの 

冒険の真の目的が得られるのはそれからな 

のだ。といろわけで、ます地道に簡単な依 

頼か£>片づけていこラ。 

_ 困ったときは神に祈れ 

現代風に言うと病院である。石化、麻捧、 

そして、死亡したキヤラクターさえも、こ 

こに<れば治してちらえるのだ。だだし、 

赤んでいるキャラクターの復活は、失敗す 

ることがある。生命力の低いキヤラクター 

ほど失敗しやすいので、気をつけよラ。灰 

の状態で復活に失敗すると、データが消え 

てしまろ(:復活できない)ので注意！ 



たんれんぼうけんしゃっく 
L 乾 糊たゆまぬ鍛練が冒険者を作る 

くんれんじょ ぼうけんし令みなら 
訓練所では、だ<さんの冒険者見習いが 

ぼうけん ゆめみ くんれん つづ 
冒険を夢見て訓練を続けている。そして、 
くんれん ひととお お もの ぼうけんしゃ おもて 
訓練を一通り終えた者が、冒険者として表 
ぶたい とうじょう あたら 
舞台に登場する。キミはここで、その新し 

ぼうけんし牛 っく 
い冒険者を作ることができるのだ。パーテ 

イーが全滅した場合などのだめに、セカン 

ドパーテイーを作ってお < と便利だぞ。ま 

だ、名前の変更ちここでできるのだ。 

殺しあえ、血に飢えた者どちょ 

闘技場は、ちよつとしたミニゲームがで 

さる。「めいぎゆろ」と「だいけつjだ。 

どちらのモードち、対戦用ケーフルがあれ 

ば、友達のゲームボrと繫げて遊べるの 

だ（「だいけつjは2人フレイのみ)。詳し 

<は、P.6、7、8のコラム「冒険者達 

のも^—つの戦い」を見て<れ。闘技場で 

の詳しい遊び方を書いておいだぞ。 

■さらば綠き自易よ 

ここは迷宮への入□であり、出□でちあ 
ぼうけん うそく きょうかいせん 

る。冒険と休息の、ここが境界線なのであ 

る。そしてまた、ウイザードUイ世界と現 

実世界をつなぐ「道jでもある。電源をき 

るときは、必すここにきて「ぼうけんをや 

める」を選ぶべし。さもな<ば、キ5の異 
せかい なかまたち でんきしんごう なか き 
世界の仲間達は、電気信号の中に消えラせ 

てしまろことになることちあるので&意！ 





ぼうけんし争 くす！> まきもの 
アイテムは冒険者のだしなみである。薬や巻物 

そうび いちにんまえ ぼうけんしや 
まできつちり装備してこそ、一人前の冒険者だ。 

とくしゅのう9# く こうらん ひようき 
礙能力） 

とくしゅのう!4く ぴらうらん むうS 
SP (特殊能力)があるちのは備考欄に表記しS。 

武器(69搁） 

皆 



71 ソード 1700 7-13 S _ なし 

八ルパード 2500 7 -13 し ⑱ フ絲 

クウロスボウ ゆみ 2500 5-10 し ㉟_®_ 
@㊣ フ綺 

モーニング 
スター 2000 2-3 し ⑯ フ絲 

冀の8 ぼう 4000 3-7 S ___ 
⑽瓣®® 

ラハり卜の呪文がこめ 
られている 

ykoM ぼう 4000 3-7 S マダルトの呪文がこめ 
•btlT … 

病めるフレイル IV V# 2000 1-7 し ⑧营__ 
m 

呪われている0回復不 
能。フ不可 

Mi 2000 5-11 し フ骑 

誌 ぼう 5000 2-6 S ⑱⑭ モンテイノの呪jがこ 
められている 

关&の8 ぼう 5000 3-7 S ロカラの呪文)^こめら 
れている 

貫きの短剣 ソード 4000 2-7 S €>_®⑱⑭ 
0@ 

なし 

iっ苎っの勤 ソード 5000 3-12 S フ转 

iわれたi ソード 8500 2-11 S 呪われている。フ不可 

8 士の弯 ゆみ 7500 5 -12 し mm>© フ辆 

■の殺 ぼう 8000 3-7 S €»_®_ ラザリクのこめ 
られている 

聖なるフレイル SVv# 7500 7 — 13 し (v)#® フ絲 

餐れた8 ぼう 8000 1 - 4 S ⑱o 
0KiKg)®(g)0 

5?われている。 
M 

ホーリー 
八ーシャー ぼう 8000 3-7 S フ輛• 

ファイヤー 
ツード ソード 10000 2-11 S マハリトの呪文0フ不 

奇 

ヘビーアツクス おの 8500 4 -12 S 
ふか フ不5J 

餐のS おの 8500 7-10 S mmm 特別な力があるらしい 
1フ未奇 





mの_の穹 ゆみ 150000 14-26 し © 首切り、回復有。AC 
+ 2。DWDRリム^！ 

マスターソード ソード 120000 15-20 S フ蘇 

エンゼル 
ウィップ 150000 15-28 し mmm© 首切りあり。AC- 1 

フのみ使犬る 

iなる8 IV V# 150000 15-28 L ® ジルワン、回復有り。 
N女のみ可。フ不可 

エクスカリバー ソード 150000 15-30 S <D®# 回復力を持つ 
フ未& 

¥餞 100000 11-25 S ㉝ な力があるらしい 
Eのみ使える 

誡のMi ソード 0 1 一 5 S mmm© 
m> フ转 

古代の短刀 たんとう 0 2-9 S mmm© なし 

hrtfDM ソード 0 1-8 S mmm© フ未& 

論のS ぼぅ 0 1-5 S mmm© なし 



AC _兄装備できるST 



アイテムs 木i妄1 m is AC 遍 装備できる職業 m m j 

&のsかたびら よろい 150000 - 8 ボ ㊣㊣©®#© 
_ 

フ綺 

錢のi よろい 100000 - 8 <mmm© フ转 

デイスブレッサ 
ーローブ ローブ 180000 - 5 

(©<t#(v)#© なし 

链の口-ブ □—ブ 140000 - 8 カデイオスの呪文„回 
復力有り。フ不可 

MSのローブ ローブ 140000 一5 mmm© 
0xD#D®® 

マデイの呪文がこめら 
れている。フのみ可 

安SのSiて よろい 100000 - 9 军 特別な力があるらしい 
フ不可。N女のみ可〇 

ミスリル ' 
プレート よろい 100000 - 9 (mmm フ转 

ニンジャローブ ロープ 100000 -10 r: ⑮ マポーノ <の呪文がこめ 

Kなる溢’ よろい 300000 -10 ⑱ 鐵りぁり 

縫の袋 よろい 250000 -10 ¥ mmm フ綺 

縫のi よろい 0 - 2 mmm© フ禾aj 

前世のローブ よろい 0 -1 
0€xMxS>® 

なし 

アイテムi 未織‘ # M 
"(11搁） 

A C |纖 
そうび u くぎ*う 
装備できる職業 k m 

Sの篼 かぶと 250 _ 1 ©€#®<§K9 フ转 • 

しんちゆうの兜 かぶと 1500 - 2 フ转 

綠のか竟 かぶと 3500 - 3 dHi)#®® フ綺 

Mの篼 かぶと 4000 - 3 mmm ；Eのみ可。フ不可 

苦びた篼 かぶと 5000 + 2 呪われている。フ不可 

生命の帽子 ぼうし 8500 - 2 
©0@<i)#§i 回復力を持つ 

魔法の頭巾 ぼうし 8000 -1 なし g) 机  







し 

け S 

iM 

_ 
南かつのi杨 

讓りの騙 

岩のi杨 

I?のi核 

Iくらましの 

召還のま告もの 

一擊の巻物 

編の鼷 

雄叫びの巻fe 

忐箪さのMS 

知恵のアンク 

^のアンク 

力のアンク 

祈りのアンク 

若如のァンク 

死のアンク 

まきもの 

まきもの 

まきもの 

まきもの 

まきもの 

まきもの 

まきもの 

まきもの 

まきもの 

死のアンク アンク 

パデイオスの"兄文:と同相効果を為つ 

マデイの呪文と同様の^を_つ 

カテイノの呪文と同果を^ 

ボラッのと梟を傷っ 

パテイオスの^と蘭梟を_つ 

マハリトの呪^と同相k7)効果を_つ 

テイルトの呪文と同様の効秦を_つ 

ガルデイの呪文と同様の^5秦を_つ 

マポーノ <の呪文と同様の効果を^〇 

feijな力があるらL 

特別な力があるらし 

特別な力があるらし 

特別な力があるらし 

相B5Uな力があるらし 

回復ができなくなる 



ie®S* ゆびわ 50 デュマビックの呪&と同様の効果を持つ 

雑の鼬 ゆびわ 15000 ACが一1になる。カディオスの呪文と同様の効果 
をら 

回復の指輪 ゆびわ 300000 回復能力を持っている 

無の ゆびわ 500000 〇兄われている。回復できなくなる 

覇者の指輪 ゆびわ 500000 ⑱奪曝®®©しか装備できない 

孤独の指輪 ゆびわ 200000 特別な力があるらしい 

トロールのMis ゆびわ 400000 呪われているが、首切り、回復能力がある。 
®@DWDRリムのみ装備できる 

窒息の指輪 ゆびわ 200000 マトカニの^と秦を^ 

空気の魔除け まよけ 25000 対呪文抵抗力を持つ。フィスクレアの呪文と同様 
のM 

氷の魔除け まよけ 20000 簿^織をAっ。ダルグレァの駿と鼸の 

炎の魔除け まよけ 10000 ラノ、リト <75^と同1«^秦を持つ 

悪魔払いの書 しょもつ 100000 モガトの呪文と同様の効果を持つ 

$CDff しょもつ 500000 ディの呪文と同様の効果を持つ 

kom しょもつ 500000 ノ、•デイ(7>^ と 

ドラゴンの牙 線な钱 30000 ACが一4になる。対呪文力を持っている 

ルビーの 
スリッパ 80 ロクトフエイトの呪文と！^効果を持つ 







feil文対象1 

マ八マン ? ? ? 
神に願を呼びかける。レベル13以上で唱え 
られるが、使うごとに1レベルを失う 

テイルトウェイト I!グル-プ 全ての敵に超高熱の炎をぶつけ、ダメージ 
を¥丸る 

[1マウジウツ i!グル-プ 敵に強力な破壊と混乱をもたらす 

L _ 

僧侶系呪文(10個） 

デイオス 
みかたひとり 
味方1人 HPを1〜8だけ回復する 

■パディォス 採 敵に1〜8のダメージを与える 

ミル。 li 地下の光のないところで明かリをつけて、 
視野を広げる 

■カルキ 
みかたぜんいん 
味方全員 味方のACを1下げる 

Hポ-フィック 口と處ぇたS 自分のACを4下げる 

■マッ 
みかたぜんいん， 
味方全員 味方のACを2下げる 

カルフォ IS 宝箱に仕掛けられたMを95%の確串で見 
ttきます 

モンテイノ 1グル-プ t# ん とな 
敵が呪文を唱えられなくする 

■カンディ ■ぇた笔 
行方不明になった、味方の大体の位置が分 
かる 

^ラツマピック 
みかたぜんいん 
味方全員 

たたか てき し*味いしきべっ ちょうじかん 
戦っている敵の正体を雄別する。長時間 
Wi 





けいじゅもん 

■アルケミスト系呪文(27個） 



1ヵルコ 總のエリァ 前の1ブロックが岩かどうか調べる 

1フイスクレア 
みかたぜんいん 
味方全員 味方にかかった雲系®呪文を消し去る 

1ダルクレア 1グル-プ 
壬ぎの-をMにまとゎリっかせる 

1カテイクレア 藏銮貨 敵全て眠らせる 

マポ-パ 味方の素早さをあげ、ACを2下げる。また、 
敵のACを2上げる 

カニクア 装1グル-プ 
放^をにまとわリつかせる 
論 

1フオフイツク 
みかたぜんいん 
味方全員 m 

1マオスロ 
みかたぜんいん 
味方全員 签貧の^!<をァップさせる(®4ra*ss) 

[パノヵ 
みかたぜんいん 
味方全員 

敵が放つ％S：をある程度の確率ではねかえす 
(3ターン補） 

1マリクァ iiグル-プ 大きな炎の雲を敵にまとわリつかせる(Id 

1ヵルドゥ アイテム1つ アイテムを臌別する 

1モルフイス 
みかたぜんいん 
味方全員 味方の麻來HH&毒を治療する 

[ガルディ Siグル-プ パーテイとともに戰うモンスターを召喚する 

パモクア 基1グトプ 
のMをにまとわリつかせる(mi 

1カデイオス 奋笑!a 味方1人のHPが全快する 







M' •參 

































バーサーカー 

毎夕- 























=トレイン(败字は一度ので卓い彘るLV«)、法使い！^^ 備侶呪$、 
=ァルケ:スト呪文(谷M、P、灰の数字はそのモンスターが使する呪文の最大LVを指す) 
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ばう けんへ：jj.•.‘ しょう 

冒除の覃 



■ 
IB1E913331ふ.".‘ '• 

冒険をつづけている 

と、ところどころで宝 

箱を発見することがあ 

る。革には当然、冒険 

に役立つアイテムやお 

金がつまつているわけ 

だが、ii 

I蔭箸の； 
離■を！ 

_をはす 

こは様々な罠が仕掛け5れていて、 

.をMむだろ^。その時こそが専 
も とうぞく でばん わな しら 
寺った盗賊の出番だ。罠を調べ、 

し、宝物をその手につかむのだ！ 

岩つぶて 
iから枭び&す5によって、p酷失敗#がダメージを受 
ける。最もポヒュラーな厲。 

ilt i鼷矣竅#がiを会ける麄。また、パワーアップ版の罠 
として、バーティー全員が啻を受ける「羞ガスjがある。 

マジックドレイン 
跷芰ガ®Mrきるキャラクターの呪文使用回数を吸い取 
る。串の妾Sに仕掛けられていることが多い。 

ii ilがi餐し、バーティー室itがダメージを受ける。 

tiの# 解除失敗者のHPを吸い取る。 

ぼうれい む 
亡霊の群れ 

,バーティー筌Mのhpを®い南る。牮では二余に 
关iのHPを吸われるので、残りHPには気をつけよう。 

コブラの呪い 
バーティー筌貨が麻痒を会ける。全興が麻痺すると全滅 
となるので特に注窓すること。 

あくま めだま 
悪魔の目玉 バーティー^iがを-ける。Diiガ^f匕するとgi。 

虹のさらめさ 1 x—ティー室MにM3なiの鉍燊をランダムで琴える。 

のくちづけ 毅な縫をパ-ティ-雜に等ぇる。 

ii 关きな#を出し、症<にいるモンスターを呼び寄せる。 

テレポーター 
バーティー筌1をまった<iのへi鮪#舞させる。 
-串に‘Sしたバーティーは全滅し、寺院に飛ばされる。 

宝箱の罠一覧表 



■■UK ■ EBammm, 
今回の外伝inのマップは、窬荦までのよ 

うに単調なものではない。15X15のマップ 

を9枚連ねだフィールドとい〇ものがあり、 

さらなる向ころに各ダンジョンがあるのだ。 

だから、冒険はフィールドのマッピングか 

S始め、ダンジョンに移るといいだろろ。 

!11?； 
I辱 

本迷! 

111 

M —1*“‘ I'.t *_ 

I ■■■ 
卜—。Mぃゃすぃ\W , ' — 
のでチェックは运れずに^_ 41 

フイ—ル： 



さて、パーティーを組んだな5、ますは旁f 

の親父に話を聞いてみよ〇。パーテイーの編成 

は酒場で行われるから、そのまま“じょうほ 

ろ”コマンドを選択すればいい。そうすると、 

II父はノトテイーに、「墓場にいる賢者ム□ンの 

ところへ行けjということを言わ 

れるはす。墓場は都市の東にある。 

さつそ<出かけていころ。ただ、 

最;gSの1〜2レペルはフイールド 
で上げ、少し力をつけてから向か 

^ほ〇がいいだろろ。 

下かたの◄ 
,へた死▲ 

る131墓ミが場'■ 
もるの眠？に 
の入V中》：つは 
ち口》:にて ' 
に咩い数:• 
な地tる々V 



董®にiぃた忌、 

gちこちにある_を 

誠べていこう。Mか 

しだ跡のあるちのが 

見つかるはすだ。こ 

こでは、墓場1階の 

(北10、東15)から 

下り、墓場地下の、 

(北1孓東7)か5上がるのが正蘚。これなのだ。M箸のいる《諸は__ 

墓場1階をマツピンク■しているとわ のすぐ！^だ。縷に碧をAいたらすぐ 

かるが、北の方に入ることのできな 酒場に帰ろう。あと、董卡の、 

い地域がある。賢者もそこにいるの （北8、資9)にある の力 

だが、そこへ行<だめの唯一の道が ギ”は忘れすに南ってお<こと。 



寺院 呪いの声を止めろ 
'•んじ も さかば おやU もど 
医事を持って酒場の親父のところに戻る 

と、親父は宿屋のおかみのところに行<よろバー 

Iテイーに言う。そこで宿屋に行き“じよろほラ”を 

選Irすると、おかみは寺院から闉こえる声を止め 

てくれとパーテイーに依頼するのだ。寺院への入 
ぐち はかば きた ひみ とむ . 
□は、墓場の（北4、東2)の扉だ。 

ここから寺院の1階（建物の外のフ 

イールドも含む）に入り、（北1、 

東8)の扉を<ぐるのだ。この時、 

墓場地下で手に入る。“寺院のカギ” 

がないと扉は開かないから注意。 



き-た ひがし c»うしゆ 
(北1、東8)入手 

するのは“寺院の 

鐘”手に入れだらシ 

ークレツトドアに阻 

まれだ（北14、東 

9)に行 < のだ。こ 

こに立つと先ほど取 

つだ鐘が3階への道 

を開いて<れる。3 

階q (北11、東8) 

に横だわるダリアを 

倒し、“銅のメダル”1 
かくとく ▲ぃぅりょぅ.醒 
を獲得すれば終了だ。_ 





益 

“iのメダル”を备ってiにMると、ぉgみは 
5ケラ商店に行つてみるよろノ〖ーテイーに勧めて 

<れる。行つてみると、店の親父はバーテイーに 
しょうてん す とうぞく たいじ いらい たいりょく まりよく 
商店に巣<0盗賊の退治を依頼する。体力、魔力 

かいふく はかば はんたい«うこう 
をしつかり回復させてから、墓場とは反対方向、 
にし し！うてんがい む と# 
西にある商店街へ向かおラ。この時、 

Uいん かい きた ひがし したい 
寺院2階（北8、東12)の死体ガ< 

わえている“クUスタルのカギ”を 

持つていない場合はすぐに取りに行 

こう。これがないと、商店街に入れ 

ないのだ。持つているな5突入だ。 

r IB .〜na 

商ii プ 一 
レ 

i; 
む無 

& M 

この廃虚か' 商店 ;◄▲この廃上 街と呼ばれ一 のだ。だム 
&ばせる* 

:るXリア*: 
fら、裳*• 

M I 
q p 







■ “_のカギ”はii (犯13、 

東1)の階段を下りるのに必 
よろ かいだん お ちか かい 
要。階段を下り、地下2階、 

きた ひがし あんしようばんごうしS 
(北0、東1)の暗証番号式 
とびら め ばんごう 

の扉を目ざそ〇。番号はさつ 
ちか かい きた 

きの……。地下3階（北8、 

東7)にはガDアンU_ダー 

が待つている。戦 

闘に勝ち、/‘銀の 

メダル”を取れば 

ク|」アだ。まだ、 

(北9、東8)の 
ろ515ん ち？うい 
老人には注意だ。 
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武器屋の親父のところに麗ると、 
>じ じょう しつU かい 
1父はダリア城の執事を紹介して< 

Lる。そして執事の話により、次の 
，てきち しろ みなみ I;■がいち 
I的地が城の南にある市街地である 

:とがわかる。市街地のマツブは64 

'を参為すること。真の目的地は市 
>ち きた ひがし かいだん した 
全地（北1、東10)の階段の下にあ^_ 

)&卡ダンジョンだ。地下2階（北9、 m- 

m)では、とうとう銅と銀の“メダ 

/’を®うことになる。メダルの組合せf 

?; こより、同エリア内にある6つの扉の力 

ごを開けるのだ。あと（北12、東7)で^ 

“釜のカギ”を忘れすに乂挲してお<こと。|： 〇 H； 

4 

% % 
㈣3 
銳12 

♦蹲！* 

か 

ダ 
ン 
ジ 
3 

ン 

l口^rr X 

▼ここまで来ると敵の強4 
なリ強力になつてくる。* 

法回数には±1分に注奋 

iさもか 
纪リ免 

讲親れt<目こPA*V佳るS穿儿にネ 





MT3階では（北14、東8 のワープ 

Iを使わないと先に進めない。気をつけよ： 
ちか かい ま さき きた ひがし 

ろ。地下4階では真っ先に（北14、東2) 

へ向かい、-サビとりオイル”を入手。そ 

して（北13、東13)のさびついだ扉をそ 

の力で開けるのだ。ここに来るだめには、 

別の階か5回りこむ必要があるぞ。 

▲同じ階を移動するのに 
別の階を経由しなければ 
ならないこともあるのだ 

，エレベーター。中には 
攻略に役立たないものも 
ある。期待はほどほどに 



11 
$下5德で#に又れるgfflは 

(驼8、1〇)にぁる“釜のメ 

ダル”。取ったらすぐ地下2階 

に戻るのだ。そして（北9、東 

11)で3枚のメダルを使って扉 

を開け、（北15、東9)のエレ| ちか かい お * 
ペーターで地下5階へ下りる。 

かぃ 9HB 
ド5階へ下りる。g 

■HU ■■ 



ちか かい てはじ Sfe 
地下5階では手始めに（北 

17、東14)にいるドラゴンゾ 

ンビと対戦し、“ドラゴンの 

ウ□コ”を入手。これはこの 
ごお こうずい しなもの 
後起こる洪水をしのぐ品物。 

次に地下6階に下り、（北9、 

東1)の階段で地上に上がる。 
きた ひがし いど 

すると（北7、東15)に井戸 





山脈 
よみがえ とき 

アガンが蘇る時！ 

考珠をアガンに渡すと、アガンは己が 

心残りをはらすだめ出陣して行<。そう 

しだら、3X3で構成されだフィールド、 
ひだし ばんめ きた ひがし 
左端から2番目のマップの（北4、東8 ) 

に向かお*5。そこから縄ばしごをつだつ 

て下>0るのだ。これは、ダ|」ア_の執事 

HI 
Pか8 

II 
からのメッセージでわかる。そラして次なる 

ダンジョン、山脈へと入るわけだ。バーテイ 
さいしよ ちてん さんみ♦く かい きた 

一が最初にいる地点は山脈の2階。（北0、 

東7)のエレべ一夕一で4階に上がるのだ。 

そして、4階（北10、東12)のシュートを 



Iこのメッセージは4陰の(5k10x 
東12)のシュートのことを指す 

階段で4階へと戻る。 

この道辛でレベルをひ 

とつ<らい上げておき 

だいところだ。そして、 
つぎ もくてきちてん かい 
次なる目的地点は4階 

の（北12、東6)。こ 

こから再び5階へと向 

か*5のだ。 

た’ぃBH 

■ 

^?ぃ*上階 

,*H階卜べかろ- 

.■東1= 
^►そろそろティルト 

1ウェイトがないとキ 







4)と（北13、_ 

13)にある。、“封 

EOCD*'^ 〇 2 & 3 Aei (5t7. *5) 

ページ目を取りにのヮ-プの说 

いこ*5。どちらちシークレツトドアを 

通週することで取りに行ける。その時 
きた ひがし かいてんゆか ち•うい 

(北3、東5)の回転床には注意する 

こと。ほとんど罠らしい罠がない階だ 

か5、意外と気づかないものだ。ペー 
まいあつ こんど きた ひがし 

ジを2枚集めだら、今度は（北8、東 

7)のエレペーターで7階へ行< のだ 

〇 ； ! ! ： ； ! ! E3 

I 封印の*Uはこの」 





8窿では（犯0、窠2)、（犯4、ひ囊 
15)の“封印の書”ページ5 & 6を集 
める。そして6枚の塞がそろつだS 

(犯4、東8)に行き「そうび」コマ 

ンドで窖のSPを使ラ。すると、“封 

印の窖”との戦闘が始まるぞ。 

【山脈8陪】 



でんせつ おう ま さいご せんし♦よう 
伝説の王が待つ最後の戦場 

ふういん しよ せんとう か さんみ♦く かい 
“封印の書”との戦闘に勝ち、山脈の7階で 

しろ に*うしゅ さんみゃく かぃ 
“城のカギ”を入手していだら、山脈8階の 

(北0、東8)の階段で、最後のダンジョン、 

「城』へと進もう。そうして城の1階に来だな 

ら（北9、東10)の階段に行き、2階へ上がる 

のだ。ここでg意しておきだいの 

は、このダンジョンには5人で来 

なくてはな£>ないということ（理 

由は後記)。2階に来だら、（北7、 
时し かいだん かぃ あ 
東6)の階段で3階へ上がり、3 

階（北8、東10)の階段で2階に 



p 

城のメインは2階なので、$階に 

注kすべきものはない。そして（北1〇、 

東7)へと向かうわけだ。ここではアガ 

ンが/彳ーティーの到来を待ち受けている。 

/てーティーの人数はきちんと5人になつ 

ているだろろか9大丈夫なよろなら、 
さいご て# でんせつ おう ftv»けつ おもむ 
最後の敵、伝説の王との対決に赴こラ。 

H ? ill- 
lit Pi 
g »费 

し fcCT eiyi' ヒ，卜しマ i7iめ 

め くん撕 

I 

'ir 



さて、79との戦闘に打ち勝つことが 

できたなら、その場所を調べてみよ〇。Mの 

エンデイングはそれによつてのみ、君の前に 
ひら ながながたたか みち と 
開かれる。長い長い戦いの道が、よろや <閉 

ざされる時が来るのだ。そして…… 

1_、气_ 
■ fcCT SA*ぃ t=9Kt.769«e» H 

IttMta ぃしCQsfe 
la^a <ひ813»»れた  

u 

そして…… 
iのエンディングに否si<ことがで^る 

と、sある人物の□か5謎のダンジョンのi差 

を聞<こきができる。はだしてどのよラなダ 

ンジ3ンなのか〒どのよ〇な敵ガ_ち会け 
あら ぼうけん たびだ 

ているのか9新だなる冒険に旅立と〇1 

%,一蛋：：：i 哿L1IT:17^mmm 

【域3階】 
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