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§藏去使いの睨女j 
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1カティノ |戦聞 
1デュマビックキャンプI 

|iS 
i la 

1 i m 

1体に1〜8の火炎ダメージ 
-えたキヤラのACを2卡げる 
ttiグループを眠らせる 
パーテイの現在位iをgする_ 
敵1グループに1〜8の電擊ダメ 
敵1グJレープのA Cを2上げる 
唱えたキャラのACを4下げる] 

|•は 

1戦闕j Siグループに3〜24の火炎ダメージ 
1戦鬪|敵1グループに3〜18の電擊ダメージ 

|モーリス |戦鬪|秘1グ〗U-プのACを4上げる 
Iカンディ キャンプ1迷達;内の行方不明者の位置を表示する 

1臧M | Siグ』レープに6〜36の火炎ダメージ 
戦闘敵1グループに6〜36の電擊ダメージJ 

丄ダルト 上戦！J敵1グループに6〜36の冷余ダメージ 
戦闘|敵1グループに8〜64の冷気ダメージ 
戦闘|8レベル未満のモンスターをすべて倒す 

マモーリス|戦闘すべての敵のACを4上げる 
ジルワン |戦闘jアンデッド1グループを破壊する_ 

["敵1グループに1〇〜100の冷気ダメージ 
I敵1グループを窒息させる 
パーティ全員のA Cを4下げる 

I特別な効果をもたらす(鑪えたキャラはレベルが1下がる）1 
|^|ティルトウエ仆丨戦闘| "'敵全体に1〇〜150の熱核反応ダメージ _ 
ーマロール；し〇でもキャンプ時は位臞を指定してテレポー■卜、 

I戦鬪時はランダムにテレポートする 
Iいろいろな特別な効果をもたらす 

I (唱えたキャラはレベルが1下がる） 

i ii 
liM 

l そうりよ じ！*もん 

_僧侶の呪文 義m ■ 
八ディオス: ! m m 敵1体に1〜8の聖なるダメージ 

カルキ Hi 公。ーティ全員のACを1卞げる 
1ポーフィックi ! H Ii _えたキヤラのACを4卞げる 

ぃっでも 
Iバディアル戦闊 
Iディアルコいつでも 
Iラこンマt：ッタ}いつでも 

I ラツモフイス1いつでも 
リトヵンi m 
バマッ 戦闘 
マポーフィックいつでも 

j ロミルヮ]し、つでも 

キャンプ 
i m 

Tいつでち 
j H ii 

I ロルト 
jロクトフiイト_ 

———.戦闘… 
|i ii | 

1ぃっでもI ハマ？とマハマンののぃ_ 

.，公今二5ニマ广..モンスタ-*テレポ-卜させてねさせる5•••モンスタ-の由なくす 

桌がI示されるそ▲余され么•モンスタ-を龢せて蔽秘じ*ん•パ-テイ鉍のACがLbになる 
た効桌から二つを挺んでMうこ茨.•パーテイの状態異常を治療する 7"•キヤラを生き鐘らせHPを全回復する 
とができる_な呪文なんだ/ 名•.パーテイのHPを全回復する 

T敵1グループの@を封じる 
敵1グループを行動不能にする 
パーティ全員のA Cを2卞げる 
宝箱のワナを95%の確率でみやぶる 
HPを2〜16回復する 

I敵1体に2〜16の聖なるダメージ 
Palsy (マヒ）を治療する 

Lキャッスルにもどるまでの間、敵の名前を正しく表示する 
I"Poison (毒）を治療する 
敵1グループに3〜24の聖なる火炎ダメージ 
パーテイ全員のA Cを4卞げる 
パーテイ全員のACをキャッスルにもどるまでの間2下げる 

iキャッスルにもどるまでの間、迷宮を照らす 
HPを3〜24回復する 
敵1体に3〜24の聖なるダメージ 
Dead (死亡）を治療して、^^を1で生き逞らせる 
敵1細心ftを]1：める 一- 

j Dead (死亡)、Ash (灰)以外を治療し、H Pを全回復 
|敵T体のHPを1〜8だけにしてしまう 
i Mlグル-プに8〜64の鐘なるダメ^ 

L：すべてのi備とほとんどのお金を矣つてキャッスルにテレポート 
敵全体に1〇〜80の聖なるダメージ 
敵1グ)レープの心臓を止める 
Dead (死亡)、Ash (灰）を治療して、H Pを全回輪 

•篇Mにダメー 
ジを与える呪文や回復の呪文 
は、唱えるキャラの特性値に 
よって、しめされている以上 
の数値が出ることもあるぞガ 
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轚源オンでゥィザ|.1<リィの&界へ.20 
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■ギ、ルガメッシュの酒壩でパ丄Kィを組もう"…：22 
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1 
_初プレイでは最初からいる\ 

6人で饜に籮ガ / 
キ5だけのキヤラを作ること 

もでぎるけど、最初のプレイで 一 
は始めからSるキヤラを使つた 一 

ほぅがカンタン。6人に、キミ 

のfls*•つけてあげよ~つ。-C. 

▼ し：B 

6A5 

「せ0かくプレイするなら、自分だけのキ 
ャラでやりたい/Jというキミは'78ベージ 

からをチェックして、キャラメイキングにチ 
ャレンジ/•でも、その分冒険の難しさはア 

ップする。できれば|度、最初からいるキャ 

ラでプレイしてから挑戦するようにしよう。 



會一番上9气ャラに备わせて1A 會「なかまにいれる」をMぶと 
ポタンを6回押せばいいんだ。 キャラの名Mが義条される。 

ギルガメッシユの酒場で、 
|..0八|ティを組もぅ|//: 

名前を変えた訓讀では、パ—ティを 
組むことはできないんだ。パ—テイを組 

むにはnw-ルガメッシュの酒場」へ行こ 
う。キャッスルで、I番上に表示されて 

いる务刖を選んでAポタンを押そう。 

議^^^^^^^^^ 

キヤラの名前をかえてしまつたので、ここ 
一肩洛キャラのことを職業で呼ぶぞ。職業と 

自分がつけた名前と職業を 
しつかり覚えておこぅ//: 



パーテイメンバー持ち#iリスト 

"つあ 
アるt 

rm4fm j 國圈 頓 B w\ 11 
■M： ■ メイス m m 

o-ブ 4vi©M M M i 脅 

ちりょぅのi 每の求?^、 mrnt isr _ぁて 綺ぁて 

宝石の指輪 ちりょうので ちりょぅので かぶと かぶと かぶと 

ルビーのくつ すばやさの石 はんC'んこう ちりょうので ちりょぅの養 ちりょぅので 

ど < けし ど < けし ど < けし 

>朮ルタック商店でい5ない\ 

アイテムを売ろう!/ 

パーティのメンバ—がii抓から！：つてい 
るアイテムには111®で売れるモノがあるか 

5、売つてしまつて強力な武器防具や回復ぅP 
アイテム購入の資金にしよう/ 丨 



m\ 

ちりょぅ, 

すばやさのg 
どくけし 

パーテイメンバ-持ち物I 

费〇たアイテムは倍額で店に並べ 
るし、品ぞろえも最悪。でも城下町 

11の!1«たか5、使ぅしかないんだ。 



Aポタンで『装備 

コマンドを出そ5 

つたアVテムを 

\装備しよう"： 



5ちI*す抑、0 

翁にはぃるS 
冒娜まりH 

岭ダンジョンにXると契 
語でr狂王の試練叫へ入 
る」といった意味の文字 
が表示される。狂王って 
誰のこと？ 

gTTWWWBfICTKFMk，身‘, 

^trlS^^HISSHIZES nHHXQnKt^rCH 
px.12# i^Tf^i m y^m 
V 4. ISSJm Wm^tmmMMKM 

曾酗の輪 
d八°_テイには二 

チェツクシート 
「いいえ」の場合は、指示のあるページへ 

ィにはメンバーが6人いる？ 

:ンバーの枠が全部うま 
てし m^ojc^o- 卿:^g行11 峰 

KJ メンバーは戦士、戦士、サムライ、僧侶、盗賊、15去使いの順になってる？ 

d分でキャラを作今た-場合一ギルガメグシ3の酒場で、 
谢紫を織に蠢こぅ。™ep二*パーティを鼸。mmmw 

0ボルタック商csで武舍とis具を_った？ 

#nn%戦士2人とサムライ、僧侶 jffw%購入リストをよく見て' 買 
公**補だけ夤っ-tぉこぅ。一ぃgれがなぃょぅに/ 謹 

{j買ったアイテムは装備してある？ 

^全員どくけしを1個すつ持ってる？ 

fギル—ガヌツジ彐の酒場へも fどって全員#備をし 

I盗賊と魔法使いは多ぬにjI— 
"つておいてもOKだぞ。 画SS? 

趨のヮナこが— 
[つておこ5。 

=1せんぶCTOならにXろうガ 
ァキラ ___ 

下の「冒険の準備チェックシ—卜」で 
全部「はい」になつたら' 準備はOK。 

キャッスルから「まちはずれ」に行き、 

「迷宮にはいる」を選んでレッツゴ1/ 





•キャラを見られる メニュ-@にはメンバ-のス 
テータスも表示されているぞ〇 

•キャンプをやめる 
ダンジョンへちどると， 

にkぼう。Bポタンを押し 
たときちキャンプをやめる。 

和パーティi貨の藝癟 
#まとめララだ。 

1 

C ► ついにダンジョンを_/ 
とぃきたぃところだけど、その 

命 に基礎知識を身につけよぅ。 



4キャンプをやめるとはしごが。 
とキヤツスルにちどつちやうので；t 

キャンプをやめたら、最初に必 
ず「タイマ—せつてい」をしておこ 

一う/このメニユIでは、画面に表 
j示されるメッセ—ジが自動で次へ 

進むまでの時間を設定できる。お 
一すすめの設定は、Aポタンを押す 

一までメッセ—ジが進まない〇〇だ。 

レ，トボタンで；!ブメニユ—へ。 m 

. 

タイマ—を00にセツ 
卜すると、キミが何か 

するまで^^止まる。 
一番いいことはコマン 

ドをゆつくり選べるこ 
とだけど、実はもうひ 



ウィザ—ドUVのダンジョンは 

パ—ティから見た視点で立体的に 
表示されるんだ。慣れる前にあち 

こち歩く：とスグに迷〇てしまうの 
で、最初は地上へのはしごの近く 

を探索しよう。慣れたら少しずつ 
•距離を広げてい <のがいいf- 

ダンジョンを歩ぃて省/ 
準備4POK、やつと冒険の始 

まりだ/ダンジヨンの3□表 

示にも、早く慣れてしまおう〃： 



芯 

キャンプをはる 
移動中に押すとキャ 

ンブをはる。呪文やア 
Vテムを使ぅときに0 一^^L IHBI ^ 

,1:の艮^卜」がりかつ乙&、篆 L- i J -^ 

「 
画面の見かたがわかっても、操 

作がいいかげんだとやっぱり迷っ 
てしま/っそ。操作も立体的で、左 

右や後ろに行くにはい0たん向き 
を変えなくちやならない。パ—テ 

イは前進しかできないということ 
を、よく覚えておくよ/つにしよう。 

画後動する 
-H子ポタンは4つのiそ 

，：，' 一う。iむ 
のは上だけで、あとは向きを 

変—ということ畫iつ。 

SI—ボタンを押すと 
)さ4画面が見にぐ' 



マップの負かたを 

覚えないと迷うぞガt 
マップで場所を指すときには、 

座標とし、う下と左に書いてある数 
字で教えていぐ座標(06,00) 1 
なら、下の数字6と左の数字0の； 
交わる場所を表す。冒険の途中でI ； 
何度も見るので覚えておこう。 リI 

画面の見かた、操作のやりか 
たがわかつたところで、実際に 

ダンジョンを歩いてみよう/ 
最初は右へ進んで、行き止まり 

にある部屋に入るのがオススメ 
のn—ス。|本道でわかれ道が 

ないので、迷わず地上へのはし 
ごにもどれるのがポイントだ。 



5体以上の敵は避げよう。 
また「くさりかたびらをき 
た男」も逃げたい相手だ。 
最初は弱し、敵とだけ戦おう。 

，■も： If 

こんな敵には要注#f: 

トビラを開けると、ほ 
一とんどの場合敵に出会つ 

て戦闘になるぞ。最初の 
戦闘とはいえ、キヤラが 

一死んでしまうことだつて 
jある。SSせずに、慎重 

一に進めていこう。まずは 
戦闘画面から敵の情報を 

集めるところから_た。 



、 戦闘中のパーティは;.; 

r^mu! 2列になって 
戦つているそガ 

画面には出ていないけ 
—ティは3列になつて污動して 
いるんだ。だから、磋5®3人：:| 
は武器が届かないってワケ4,:..; 

—前 列< 

超れるかわりに段られる/ 

翻も守る盾®^—j 
前列とは前か53欠©こと〇 i 
武器で攻撃できるかわ0に、.1 
敵の攻撃も受ける。そのおか.:_1 

'げで後ろの3人は®iを登|ヂ~'| 
ない。戦士たちだけいいi備| 

を買ったのはこれが理由。 

1武器は届かないので頭で勝負 m _ 
でモンスタ--に攻♦威安はパー笋ィ_©荷!!會r®れる」が1劫すれば..- 
擊できるんだ。 めにいても使ネる。 モンスターにiIMM。■; 

^ 
3戦 



キヤラ別おすすめコマンド 
戦士は一番得意な行動が 

E器での攻擊。いつでも 
「たたかう」を選ぼう。 
中立の戦士も同じく「た 
たかう」。HPが少ないと 
きだけ「身を守る」で。 

1^5 
サムライちI文擊©キヤラ0 
レベルが上がって呪文を覚 
えたら呪文を唱えてちいい。 

19 
僧侶は攻撃用の呪文がな 

し、ので「身を守る」。誰かの 
HPが減ったら回復呪文。 

れる 

\身を守る 

_最#はniれる」を試して 
攻撃のチヤンスを待とう。 
見つかったら「身を守る」。 

&身を守る 

最初に「カティノ」の呪 
文を唱えよう。モンスター 
が減ったら「身を守る」で。 

runhunurc 
全M'.のコマンドを決めて戦闘を 

開始すると、そのようすは全部文 
S早で教えてくれる。最初のうちは 

ポタンを連抒しないで、戦闘メツ 
セ—ジをし0'»りチエツクしよう。 

選んでモンスターと!' 

I 戦—": I 
職*'によって、戦闘で得意な行 

動はちがうんだ。パーティの順番 
と得意な行動をよく考えて行動の 

nマンドを選ぼう。最初は左の表 
にあるnマンドがオススメだ 





盗wは高い磁奉でワナを:hせるけ 
ノム^^ど織することもぁる。そこで嫌 

矣嵌したときの5^81^5したときの^!iiをワナごとに运抒。 

モンスタ—が持つていた宝箱にはゴ—ルド 
と、運がよければアイテムが入つている。す 

ぐにでも開けたいけど' モンスタ—は宝箱に 
ワナをかけている。ここは宝箱を開けるスぺ 

シャリスト、盗賊にワナを調べてもらおう。 



IV ' 广,！I 為—壤, 

石ゅみのゃ交スタナ—吃メィ.シフラスタ-唆 
j 盗賊がタメージを受けるぞ。 盗iがマヒしてしまう。回復.パ—ティで魔法使いの呪文が 
|盗賊のHPは少ないので、必ず できる呪文を覚えてなかつたら、 使えるキヤラだけマヒや石化す 
|呪文やアイテムで回復しよ/つ。 1にもどつてカントへ。 る。サムライにも影響があるぞ。 呪文やアイテムで回復しよう。 1にもどつてカントiKへ。 る。サムライにも影響があるぞ。 

議■圓 
^アラ—ム 交 

li バ C、S;DI 突然警報が鳴り響いて、別の 
モンスタ—が現れる。この戦闘 

に勝たないとオアズケ〇 

パ—ティ全員がダメ—ジを受 
けてしまぅ。キャンプで全員の 

ステ—タスをチェックしよ5。 

まつたく別の場所へワ—プさ 
せられる。もし石の中へワ—プ 

コ、その場で全滅だぞ/ 

111 
こちらは逆に僧侶のt 

えるキヤラだけマヒや-r-« 
復できないな^Hへちどろ3。 

;の呪文が使 
や居。配 

手に入るアイ1兄ムは 
…よくわから狂い?? 

i玉箱から入手し 





パ■テイの状態チェツクシートトになって吸.。 

HPが減つてるキヤラはいる？ 
grmw^僧侶の呪文「ディオス」で回復し gwnpp%叵__ 
•-墨罗ょぅ心臟でもKF8孤こ。_似姑’ック3の顚へ枭ぼぅ。 

©僧侶の呪文「ディオスJの回数が0? 
「ディオス」を使って残りのp数 jfrfrj|まだ冒険を続けられるぞ。で_ 

星嫌而^:^^もどろ3。 UHfc’り驢が「なら縫狖- 

0 P0旧oKi(毒)のキヤラはいる？ 
どぐけしを使って回復u<^57^r 
し金りなかったらASへもどろう。 

〇どくけしを使いきつた？ 

宝箱を開けて中身を手に入れた 
ら、Bポタンを押してキャンプを 

しよう。ここでパ—ティのステ— 

|タスをチェックして、次の戦闘に 
向けて準備をするんだ。問題がな 

一ければ、 





#カント#ji ，ャラの基^ 

0冒険者の宿キャラのi瘡 

ョポルタック商店アイテムのi逢 

- 他 

多ギルカメッシュ_場アイテムのiii 

齡へ妙f 
|㈣麵| 
fcgpgwwj II 

へ.レ'■等'〜::く 

と 
ひ 
と 
い 
き 
" 

ボルタック典沾 

これがキャッスルの全体回だ•ゲ 

次の冒険の 

準備をしよう"： 
キャッスルに4pifつたK—ディ 

が次の冒険のためにやらなきや， 
いけないことはた<さんあるぞ。 

何からやれぱい.いのか迷つたら、 
左の流れにそつて冒険の準備だ。 _ 

キャッスルで 



:參 
ぷ然 

_ 

死亡•状態異常の種類は5つガ 

戦えないキヤラは寺院に強制送還ガ 
キヤツスルに帰つてきたときにマヒしたり、死んだ 

りしているキヤラは、自動的に「カントに運ば 
れるんだ。「メンバ—がたりない/Jなんてビックリ 

しなくて6大丈夫。すぐにカント—に行つてみよう。 

1に 

V I -I 

f b— 



キャラのレベルが 

治療費ほ镜 
高くなる// 

!|1 
よ•• 

)w\ 

b：t 

/!治療費が 
^/たりなかったら… 

ゲ—ム序盤はお金があんまり 
なく、治療費が払えないこそも 

あるよね。そんなときは治療す 
るキヤラの持つているものを奪 

つてお店に売つてしまおう。そ 
のお金で治WKを貯めれば0K。 

一/n療にはたくさん 
料金がかかるそガ 

'', 1で；S療するためには、 
お金がかかるんだ。料金は 

#■'状態異常の種類によつてか■ 
f~わるぞ。：「ざらに、キヤラの 

ベルが上がると料金はど 

んどん高額になる。くわし 

い料金は左の表の通り' 





1週間 

Cうまごや以外の部i 

_で ふしぎな宿の®S&ガ 
ぅまごや以^の部屋は1週間泊まり 

〇ぱなし。HPが満タンか、お金がな 
<なるまでずつと赴まり0づけるぞ。 

0 歳をとりすぎると 

ど3な0ちゃぅの? 

衝厘に泊まったり、死んだ 
キヤラを生き返らせたりする 

と歳をとつていく。年齢が60 
歳をこえると、レベルアツプ 

で！SC*が下がりやすくなる。 

宿には5種類の部屋があるガ 
HP:やM:pfをi衝してくれる場所が宿屋だ。 

/宿屋には部屋が5つあり料金に見合つたサ— 

-.(•、\スをしてくれる。料金が高い部屋ほど短期 
二間で[1:-:復するんだ。料金システムは左の通り。 



系 

お金がかからない 歳をとりにくい 

•ぅ， . . _^ 
1日時間が流れる。他の部屋まったくお金がかからない。 
より断然、歳をとりにくいそ。貧乏なノ(ーティにもってこい。 

回復は干し草の 

ベッドが一番〃： 

キャラの年齢が高くなる 
と、いいことがな5。それな5 

宿屋でもなるベく歳をとりた 
くないよね。そんなキミに/つ 

まごやを使つた歳をとりにく 
いHP • MP回復法を紹介だ0 



レベルが上がればいいこといつぱいは 

ノ嘗邊、参一 
c* 

.ギヤラのレベルが上がるAT 

いろいろな数値が上がりキヤ 
ラがkくなるんだ。もつと強 

いモンスタ—と6戦えるよ5 
になるぞ。.レベルアップc.af 

りMの5つが強くなるf‘ 

と0■が 
だ増加する"： 

^ レベルごとの®Jssft 

3使用回数が増える 

一5JHPが1?えるそ/ 
;かたは^* 

奮えたり' 
' «is'' 

^の』 
:だ。よりたくさん 

呪文が唱えられて、 
卩；！6*になるf 

HPの増えかたは決まコてな.-: 
5。たくさん増えたり、ちよつ一 

びりだ0たり、毎回変わるん？^ 

f 
押 をゲツト 

アヅ。'9'&>ダゥン〃： 
っ 

特性値も1ポィ 
ントずつ変化す 

る。上昇するこ 
ともあるが、変 

化しないことや* 
逆に下がつてし 

まうことちある。 

岭年齢が高くなる 
と下がることが多 

くな0てくる'A^ 

©^^說も増えちゃ*? 

レベルが上がると、武器での攻 
撃回数も増えることもある。ダメ 

—ジに直接！^する大事な数値だ。 

> w w w W 

めとともに 



たから かんてい だ ん 

お宝アイテム鑑定回"： 
宝箱にはよ<わからない 

アVテムがいつぱい〃： 
宝箱から入手したばかりのアイテ 

ムは、爸刖が「？けん」のよ〇にな 
〇ているよね。これではアイテムの 

Wiの名1,iがわか5ないんだ。鑑定 
をして本当の名前を調べようW: 

\\い議0 

―ポルタック商一jgに頼む/J fビショップにおまかせ/. 
シヨツブJという上馨なら、アイテム ボルタツク商店では霊を払えば、7」 DJシヨ .I _ 

のついたアイテムをBしてくれる。iを鑑定することができるぞ。1回じや鑑定で 
|撕纪は、アイテムの売！!と同じ金額だ"： きな'tv-ことも多いけど、お金はかからないぞ。 

11■" 



アイテムの能力が知りたいなら? 
ウィザ—ドリィではアイテムのデ—夕をくわ 

#しく見5れない。hだか6鑑定されたアイテムが 
_>とのくらい強いかよ<わからな.いんだ。アイテ 

ムを見極める方法を左のぺ—ジで3つ紹介だ/ 

売つたアVテムは 
お店にな5ベますせ〃： 

iで入手したアイテムをポ 
ルタツクSI店に売ると、すぐに 

お店©®品として売りにだされ 
るんだ。アイテムの在18の数ち 

売つた数と同じだけ！！一^る。も 
ちろん買5こともできるJpv 



;1(〇或ゆ叫1■ 

_ _ 

J名前は 
一どのく5い？ tasaカツコイイかな？ 

まずは、お店に蒂るときの値鑑定後の名前を見れば、アイテム. 
陵で判別する方法を試してみよの強さが予想できる。カツコイイ名 

ぅ。基本的に安いものより、高前のアイテムは強いことが多いし、 
いアイテムのほうが' 強力なア呪われているアイテムは名前も怪し 

イテムであることが多い罗い。左の例を参考に判断しよう。 



-ムをやめる巧ら、 

ふ_;5レ 
ffi B 

會次回はタイトル画面で、「Resume 含_しい螽や、'レベルアツ’プし 
game」を選べば続きが&ベるぞガ たSさを1SでIIかめよう./ 

な整!ル 

|^i'|n m% 

i屢〗I迷:K聲ラ 

Im•し、..で 
°に力?出:冒？ 

lSE giy1'**9 す- ^ミ 1、 宵び迷宮に入る前にチェックシート 
通SJJIPP5八アエソ/〆—pでiiの％!はMかiiしょう/ 

〇死亡.权滷堯寮は给iした？ 

CTS>E=Sf 擧 CSEI1 

0 HP *MPは回復した？ 

が餵讎SS 

0レベルは上げたかな？ 

rro fしい呪交を怒たな通.M. { 
果もきちんと顧しよう。HBaFT 

0アイテムは鑑定した？ 

rro爭、ァィテム]想ちんとs 
墨’備してあるが鶴gしよう/質問^ 

9い5ないアイテムは売った7 

たまったお金で霣えるもの 盧た李之たお爸で自えるもの 
^M29はチェックしたかな？备|賢 

&新しい武具は装備した？ 

_前の装備品はお店に売ってj^l 
き/?±、5"xックbてぉ03。 

ツクがすべて選 

-ボ贬歹ク驗ァ行ム▲ 
を臨しておくように/ mKr 

杂Sなァィテムがっている1 
assししv&®s§ぇ机そ。WKfr 

ギルガだシュの纖でき論▲ 
ちんと装備しでラ•。—— 

になつたらふたたびifへdoガ 





レベル上げのすすめ 







テレポ—卜床の先には 
20めのキ—アVテムが/ 

2つめのキ—アイテムは銀のヵギだ。 
行きにはテレポ—卜床を通る上、帰り道 

にはダ—クゾ—ンがコているため、 

避いやすい。あらかじめち0ょ3©蕖や 
どくけしを多めに持つていこう。 



、チェックシート 

德iiのカギと 
iのカギとつた*? 

パーテイのレベルは 
5以上になつた？ 

カギを取れば使 
いやすくなる。 

ワナに注意 一 

〜ダ—クゾ—ン^ 

iも！4えない「ダークゾ—ン」で| 

、呪^テユマピックを使えば安心。 

はしCか5 
掌2iへ 

レべ—夕がある。こ 
れを使えば—に4 

描へ行けるが、下の 
階のモンス’—は強 

kなので、今はまだ 
穿ないほうがいい0 

4男は妙な呪文を岭キヤツスル< 
^えるのだ。 とつとび。i 



なモンスターなので、普通のコボルドとちが-3てカテ すばやい上に攻8H；：も高めだか 地下1IB:では攻an；：. Acとも 
前列キヤラで打f与えよう。呪イノが効きにくい©に注意。たくら侮れないぞ。カテイノが‘弱点なに蔺いほうのモンスタ—だ。カテ 

文ではダメ—ジず5いぞ。 さん出てきたらitるのも手だ。 ので、眠5せてからfとよい。 イノで眠6せてからiしよう。 



<3SS<s©ァィ□ンの餘0^0 
'，トビラ □ ft、くしトビラ 

_的1へのはしご具4下3南へのはしご 

dメッセージ Dエレペータ 

欲ゲ-ムをすすめるための__ 

0 iiしたほうがよいポイント 

ィサ-トリィ 酶譏隱輔卿 

(B頌^^h. 060 





ク7のおetlの 
を探そ51 

カエルのおぎ！pの 
を探そう 

f I>r:^^ 1には^^ 
クマのおきものをとDに：sこWEea)カギが必要だ/^^^ 

#卜21iには3つのキ—アイテムがある。A;#iするためには、06.06)に、*:®のカギがないと通れない®^ある。カギさえ 
flfi'T'lps:でA5¥iした2つのカギが职要になる。クマのおきものの 持っていればすんなりここを通れるので、あとは(1003)へ向 

雪へいく翁には、鍛のカギがないと亂れない^Sがあるぞ。 かおう。何の團もなく、カエルのおきも©*KHhできるはずだ。 

1‘ 



iとし穴に意ちると 
ダメージを去ける。で 
きるだけかて減ろう。 

金のカキを 
歡そう/ 

1階へ帰って 
Xレべ■夕に向かおう 

20の£き49のが35れば金のヵギを入手できる 
金のヵギは、ダ—クゾ 

—ンに囲まれた屋に 
pi?されている。デュマビ 

ックで位■を確iしなが 
5、落ち0いて小部屋を 

めざそう。なお、症10) 
と(02. U は、21 の 

おきものがないと通れなI 

5。穿5Cずに除たせょぅ。 

次に行かなきや 
な5ないのは4皤な0>だガ 

このMには#-3@へ>りる 
はしごが—。が、使i 

なぃ。実は、#卜3献をき衡し；^^^^^ 

ェレべ—夕を齓って4PS:に一 

ことがクリアへe塵な®だ。 
地下1階のエレべ—夕へGo/ ^ 



地下2皤の#もなモンスタ— マヒ攻擊する上に 
呪文も使ぅぞ 

ゾンビ X®)クU!■ピン“ククラツドXI 
にマ.ui^& ぁる窿な で、®!isss し 

モMS夕—。@つがいたいモンスタ—だ。にく 
い弋rのろとく」4>wm!。 いので、剪キヤラでかI。 

マヒ攻擊する上に、レペル 
2の魔法使い系呪文をあやつ 

る強敵だ。戦闘は避けよ3。 

■1,31 ir. 

)クリ|ピンクnv¥xl 
レベル1の胍匁を®うメィジ。ず、バディオスで t擊力はほとんどないが、仲間ハイウェイマンは 

カティノを節われるとやつかいだ。^apてくるのみのi®iss。カテを呼んでどんどん数が増えるので、 21^こも也る"そ。注象"： 
モンティノでIKixtをittじて雛そう。ィノでi5せるIいやすいぞ。 バカにすると震。8で倒そう0广 _ _J 

> r-1---- --- | WVKr^j/ / 

H、 





_[ へのはしご 
へのはしC 

©メッセージ とし好 

©iisi Dエレべータ 
@ゲームをすすめるためのiiM繼 
H注意したほうがよいポイント 

-.. 066 



ワナに注意〜a転床 
回転床のワナは、上に乗つた 

k間にパ—ティの向きがかわ〇 
てしまうんだ。回転床の上でキャンプを開く 

1、閉じるときにち回転してしまう 





全滅したパ—テイは 
救助できるんだ/ 

迷宮の中でill悪く全滅してしまぅと、お 
墓—示され、画面はキヤツスルへもどる。 

でも、これで終わりじやない/^.死んだ 
•八—テイは、全滅した®£でDEADのま 

ま助けを待つている〃：救助にいこ 



UJS^CSOアイ:]ンの惫G 

.奮トビラ □かくしH 

S也r3階へのはしご 

6rゲームをすすめるための 

Eh主意したほうがよいポイント 

地調醜 
觀|Jィ：1 

1 

siq 
IhIh 

jl 

IHpiiiii 
riMl 

,レベル上げのすすめ•'城』 

k敵に勝ってワ—ドナに迫る資格を手に入れよぅ"： 
1\よいよ_のヤマ場。#Rをつ<してポスモンスタ—を倒そ5/ 





センタ—でnトル/ 
手Sいモンスタ—集Eがパ-ティを薄SSえているガ 

モン！'<夕—_センタ—にいるSWなモンスター集団を倒し、ブル 
Iリポンを_することがこのフロアの大DHS*た。集団のメンバ—と 

は、八イマスタ—、.37ファィター、.37メィジ、八ィプ：>-ストだ。 

@5しかたのヒントを左12*ぃた$ポィントはマカニト1っこ-^ 

地下4階に下りて 
ぎた当初は、敵は出 

ない。(08’13)にア 
ラ—ム(醫報機)が 

あり、パ—ティがこ 
こを通つた後は、何 

もいなかつたに 
も敵が出現するぞ。 

:SBしないように/. 

入手しよ[3 
911への直通エレべータに 

乗るためのキーアVテムだ/ 
配備センタ—の—倒したら(10，09) 

へ進もう。キ—アイテムヲル—リポン」 
が手に入るぞ。このアイテムがあれば、 

(08,-00)にあるプライべ—トエレべ— ♦取131に&っ 
夕を動かすことができるのだ//: に与えられる 



ひとまずブ)レーリポンを入手したが、この地下4階には、まだまだ 
ナゾが隠されている/いままでに見つかつているナゾを紹ifするぞ。 

(06,14)は M (02,08) (13.12) 

ifうすれぱ會|gか .1がある…？ 

:Vチェックシートノ" 

0プルーリポンを 
とつた？ 

| CSD、い 

ならプライ 
_ベートエレベータ 
1中1 っか した.か:い:： 

を使って下の階へ/ 

て68.09へ？と' 
エレべ—夕が作動して 

いる。行き先は…なん 
と地下9階/ _ポ 

スのワIドナがいる地 
下10階はもぅすぐだ/ 



マヒ妳势の—類な汗1iが術擊のKで肱||するガグモ。$松您がを除つ黎ないモンスラ：^リトゃダルトなどの強力呪 
い®*衝卸のリトカンや「のろいが11めなので脱り敗く！iおう。犯夕I。爵のAcに自信がないと文を使うが' モンティノで黙らせ 

をとく」、Miの^Sで阶めよう。ならダルト菜を低おう。 きは、戦いを避けたほうが—だ。てしまえばほとんど#rになるぞ。 孕,.I 





、ウイザ-ドリイrひとりでできsやうj度 
チェックシート 

の絲と—はぜんぶ輪した CSDd 

ロミルワなしで迷宮を歩いてもドキドキしなくなつたCSS> (S 

全滅を防ぐために電源をオフにした経験あり GXDI 

ウイザ-ドリイのことをいつのまにかrAi幻と#んでいるCMD_ 

ぜんぶOB>ならキミはもう一人前./ 

次のページからはじまるrw i z道心得」で知識を深めよう/ 

キミはもぅi氷の街で！^i 
を探索できるはず/ 

さて。ここまでは手取り_り紹介し 
てきたけど*ブル—リポンを入手できた 

キ5ならこの先はひとりiんぱれるは 
ず。自力でナゾを解キJS6して、I人前の 

rg—z」プレvヤ—をめざしてほし3/ 

ウイザ—ド3イの 
ダVゴミは自分の力で 

ナゾを觯き強敵を倒す 
ことにある/ 





WI2道心得 

ぞの# 

キゃうクタiでき多まで 
とうやつてキヤラを作るのか、順番に見ていこう。 

IZでのキヤラの作りかたを、流れにそつて簡単に明するぞ。 

訓練場へいく 
r 

キヤラクタ—をつくる 
,r ^ 

名前をつける I 

まずは訓練場へいこうガ 

にぁる訓覆へいこぅ。 
訓練場にはキヤラクタ 

Iをつくる®£がある 

ぞ。入力したら、 
次のステップへ進も5。 





楼賅を選ぼら// 
WlZにはいろいろな種族がいる。その括iをくわしく鏡朗するそ。 

選べる種類は 
全部で5種類ガ 

WIZの種族は5種類。人間以外にも、 

エルフ、ドワ—フ、ノ—ム、ホビットから 
選ぶことができるぞ。この中から特性値や 

目分の好みに合わせて、WSを選ぼぅ。 



i苯特性値 

彼らにオマカセ 
力と体力に®れる。戦士 

として申し分ない活躍が期 
待できるぞ。信仰心も高い 

のだが、IWさが低いので' 
iにはむいて5ないかも。 

呪文を使|つのが 
得意なのだ 

知恵と信仰心が高い。呪 
文を使う職業は、エルフで 

決まりと50てもいい。索 
IFさも高く、皆列からの呪 





職業を決め次ら// 
isinで8種類にも渡る職業について、ここでくわしく説明するそ。 職業は、性格とas®で決まる。善0) 

格でなくてはだめだつたり、力が高くな 
と就けない職業もあつたりするぞ。職業 

よつて持つているがちがうので、自 

が必要としている®*を進ぶのが大切た。 

性格と特性値で 

職業が決まるぞガ 









戦士と同じ武器や防 
具を装備できる。さら 

に、®5の呪文を覚え 
る上級職。回復呪Kか 

使えるのは強みだぞ。 

堊なる力を持0 





舍赁锋値も族の-^I声r-U 
た戦士を、アイテムのspで転職。 

；tすべての数彳直がそのままで転職。 
^値の問題は上の例で解決だ0 

アVテムのSPで 

転職_ 

アイテムのSPですると、111外すベ 
ての努を引き継ぐ。上—に麗したi 口は必要 

契になるので左の養の—使お-つ。 







0セ、咖桟のすベて々 

宿屋では、泊まつ 
た後に外へ出ると始 

めてセ—ブされる。 

これを生かして、レ 
ベルアップ時にi 

値がたくさん上がる 



リセット後にゲ—ムに復帰 
するは「start」と「Re 

sumi」の2讓ぁる。どの時 

点までもどるかがちが < つので、 
fnに応じて使いわけよう。 



アイテムに秘められた 
SPを使う時、希望しrc 

现果が得られなければリ 
セットしよ5。50-を使 

う前にもどるので、成功 
するまで何度fe試せるぞ。 

|アイテムを■駄に 
使わずにすむね〃： 

t®うとT起の_で衡れるア岭SIS■をSつてSれた繫は、m.をSつてアイテムがSれ- 
イテムのsfpfを®つてみよう。 すぐにリセットしてしまうのだ。 U刖までもどることができる。 





自分の字てマ、！?ブを總々 
オートマッピングにH5ない#きかたを伝授ガ 

マロールとカンテイを 
フル活f 

デユマピックを唱えるとMP 
を消費してしまうため、多用75 

かる。確認したらキャンセルだ。 

マロ—ルでも 

座標は調べられるよ 

マップではすべて 
16X16なのだガ 

WIZの涨宮は〇から15のマスで 
区切られた正方形だ。105ベ—ジから 

の白地図や方眼紙を使えば、簡単に 
マップを*|くことができるぞ。 



書いてみよぅガ 

マップKことをマッビングと35。 
翼のWIZプレイヤ—は才—トマッピン 

グに頼らず、自力でマップを作る。書It 

かたを覚え、自分だけのマップをつ。 

ク♦すしT 

v/*25ix> 

ktWl：を変ぇる床だ。 

±iに乗ると' ダメ—ジを 
受けてしまう床なのだ。 

まつくらやみで' 何も見 



道テク：:、5クを?スタ-_ 
知っていると知らないとでは关きな-がでるそ.ヴ 

議蜃ための 

ポイン友 



使えば、莫大な経験値を手 
に入れることができるぞ。 

手順は下記を参照しよう。 
ただし、m限定なので注意。 





4セーブデータのでキャラを転生するのだ。 
iじシナリ声なら、レベルや特穿値など、 
アイテム以外のデータはそのままで移される。 

/•冒険の書から 
「てんせい」を選ぶ 
♦「てんせい」を選 
ぶと、キヤラの一覧 
が現れるぞ〇 

之•転生させる 

キャラクターを選ぶ 
岭転生させたいキヤ 

送信しようガ 
この転生は、同 

カートリッジのデ_ 

夕間でしかできな 
い0 データ送信を 
使って転生しよ:5。 

鑒を 
活用しよう"： 

転生を使/つと、I • n • m 

▼を同じキヤラで遊べるのだ。 
転生の方法は2種類ある。詳 

_細は以下を参照。3作すベて 

_を同じキヤラでクリアすれば、 
1何かがおこるかもしれないぞ。 



wiziiiir死ぬ事仫見つけた⑽ 
妄圣なとiiき®えに挺5ものも爹くあるのだ。 

>恐怖と悲しみなくして 
\| W-NS語れない"： 

キャラの□ストを哀しみ、死への恐怖を 
配じることこそが寅のWIZ道だ。WIZ 

を極めるなら、リセット技を封印しよ5/ 



匕章_ 書き込み式 
ダンジョンマップ 

WIZのすべてをキミが解き明かす助fナに 
と、I •IHHそれぞれボスフロアまでの白地 
図を掲載するぞ。自分で書きこんで使おう。 



ダンジョンマップの桌かた 
wj Z3作sの迷宮のマップを、キssMの幸で^させよラ/ 











峰魂とは、戦士の魂をさすのだ。 
武士の魂は刀。では、戦士は？ 











い、_の盾をゲツトだ。 

岭現舊つている黒檀の鍵を' 修 
蒼院の鍵に交換してくれる。 













い し つか せん せい 

石塚先生のマ:/ガが 
読めるのは1 
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