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このたびは、 SUNSOFTゲームカセット「いっき」をお貰い上

げいだだきまして誠にありがとうございます。

「L,＼っき」をいっそう楽しく遊んで、い疋だくために、ご使用の前にこ

の「取扱い説明書」をよくあ読みいだだ、き、正しい使用法で、こ、愛用下

さい。
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・精密機器ですので、極婦な温度条件下での使用や保管等、まだ強

いショックは避けて下さい。ま疋、絶対に分解しないで下さい0

・力セットを交換する場合！こは、il¥llず電源を切ってから行って下さ

い。 Cf芝、ゲーム中に本体前部のコネクタに異物を撞触させるよ

うなことは、絶対に行わないで、下さい。

・立端子部に直接手を触れだり、水にぬらすなど活さないようにして

下さい0

・シンナー ・ベンジン・ 3フルコール等の揮発油は、ケ スガ変質 ・

変形する恐れがありますので、プラスチック部の清掃に用いない

で下さい。

J：コントロラ

囚ボタン
＋ボタン｜｜固ボタン

I STARTボヲン
SELEC「ボタン

]Lコントロラ

~司｜
｜ ｜白ボタン

＋ボタン 固ボタン

＋ボタン

権べ（田吾〉ガ、 ボタンを押しだ方向

に移動します。

囚ボタン

権べ〔田吾〉ガ、一番近くにいる敵に向

かつて力マを投げます。

匡L一代、タン
使用しません。

（ 〉内は2入用の場合です。
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• SELECTボタンガSTAR Tボタン

を押すと、タイトル表示画面に移ります。

SELECTボタンを押すごとlこ、事j：臼

が移動しますので、 7 PLAYER 

2-PLAYE Rに合わせてSTART

ボタンを押すとゲムがはじまります。

• 1 PLAYE Rの場合は団コントローラー （権べ〉を使用し、

2-PLAYE Rの場合は困コントローラ （田吾〉も使用し

て下さい。

・ゲームガスタ トすると、 SELEC Tボタンは、働きません0

・ゲーム途中でSTAR Tボタンを押すと＼画面に、、PAUSE" 

と表示されてゲームガ中断し、もう 度押せば再開できます。

発推ぺ 基 田吾
ヨラ百姓さんのオ人。 2人めの主人公。

年長者だが元気／ 少し若いがしっかり者。

発忍者 〔黒〉

員一強くはないが＼ 足ガ速いので要注意。

数は多い。

量挙帽 督官腰元（本当芝りでOKI 逃げろ逃げろ／
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その他のキャラクタ

＼、，〆τ、、，J

メ活ト＼ lj ＼判
～ー「呈18個集めると1置を

”一 目ートー
＼ぜ野／ クリ戸できる。… － 

フ~~~~~~武器は
i竹判 明大根

竹ヤリ持てば忍者な ｝ i足ガ速くなって手裏剣だ、つ

んかこわくなし＼0 ¥ .  ／ てこわくない。

征二D 巻き物 トパ煙 チャレンジ
ヨラ百姓さん1人追加／ '---' ）ステージに進める。

6 -

むかしむかしの江戸時代でありましだ。

ある所に働き者のあ百姓さんと悪代官がいましだとさ。代官はあ百

姓さんの食べる米ぎで、年貢にとりたててしまうので、このままでは

みんな飢え死にしてしまいます。とうとう耐えかねだ2人のお百姓

さんが立ち上がりましだ。 2人の名は、 権べと田吾と言います。さ

て、だつだ2人の百姓撲、痛快時代劇ゲムの始まり始まり－

というわけで、「し1っき」ガ起きてしまいましだ。

田園地帝から、あ墓.）也、代官屋穀の塀、そして屋敷の内部への4箇

をクリ戸して下さい。クリ戸するには代官の手下の忍者をよけだり、
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やっつけだりしながら、 8枚のlj＼判をすべて拾わなければなりませ

ん。忍者をやつつける武器は、草刈りの力マだ、けです。

E安定、竹ヤリ、大根、葉っぱなどが落ちてい疋ら拾うと、お百姓さ

んがパワー7フップします。

お百姓さんは、家や塀などにはさE表れると、しばらく消えてしまい

ます。気をつけましよう。ぎた、腰元や妖怪につかまると、しばら

く動けなかったり、 力マガ投げらオ1なくなります。

代官はつかまえると司直クリアしてボーナスガ得られます。

・・・国E砂~－－園置副：1~n・1・1耳

erいっき.JIこはだくさんのキャラクタガ現われますが、それらには

いろいろなテクニックガ隠されています。

－竹ヤリ ：お百姓さんは一定時間、竹ヤリで忍者を〉やっつけられ

ます。（高得点〕

大 根 ：拾ったあ百姓さんは、 足が速くなります。

－巻き物 ：拾つだプレイヤーの持ち数ガ1人増えます。

－葉っぱ ：：分身の術が使えて、忍者と手裏剣に対して無敵となり

ます0

・けむり ：けむりを拾うと、 TEクリ戸した後で、チャレンジ ス

テジに進むことガできます。

このようなキャラケタガ各面にたくさん現われます。
9 
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・水の中では、お百姓さんの歩くのが遅くなります。

・権べと田吾の投げる力マは、自動的に忍者を狙って投げられます0

・妖怪にとりつかれると、力マを投げられなくなります。その時は

お地蔵さんにタッチすると、妖怪ガ逃げて行きぎす。

・腰元は美人なので、あ百姓さんを恋人にしようと追いかけて釆ま

す。つかまると数秒間、身動きができなくなりますが、 2人プレ

イ中なら＼もう 人のお百姓さんで聞けることガできます。

・鉄砲隊はやつつけることができません。しかし、近寄ると鉄砲を

撃って来ます0

・ぉ百姓さんの持ち数｜志、巻き物を拾うとT人増えます。 （得点ガ

高くなっても増えません。〉

園園田富鵬鱗醐

得点は次のように怠っています。

・黒い忍者ーー ーーーー・・・・・ ...・......…・・・ーー・・・100点

竹ヤリを使った時・ ・・・・・・・・・…・・・・・・ーーー.500点

・赤の忍者・・・・ーーー・ ・・・・・ー…・ •· •·•• •••• • 200点

竹ヤリを使った時e・0・ーーーーーーー…・ーーーーー・・・ 500点
・iJI判を姶う・・・・・ーーーー........・H ・・・・・・・・・・ ーー..200点

・代官をつかまえる ・ー・ーー－－－－ … ー・・ーー・1000点
・チャレンジ －ステージ

オ二ギlj-.一ー ・・・・・ーーー ・・・ーーーー・・・・・・0・100点

ィα固以よ姶った時のボーナス・・・・・・・… ・・・・5000点
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7J.:.昌弘畢皇墜室プレゼント SUNSOFTクイズ ｜ 

オつの置をクリ7つするffiに秘密の文字 CSECRET LET 

TER）ガオつ画面に表示されぎす。

文字は8個でてきますので、この文字を出てきだ順と逆にならべ

ると、サンソフトに関連したある単語になります。その言葉を戸

ンケ トはがきに書いて応募すると＼正解蓄の中から先着Ill買に下

記の賞日ガ当疋ります。

SUNSOF Tクイズの賞呂

1 SUNSOF Tオリジナルインテリ戸時計......500名

2. SUNSOFTオリジナル机上ブラシ ・・・・・・・・・・2CCO名

・応募l手、必ず箱の中の応募はがきを使用して下さい。

・あなたの得点を記録して下さい。

年月日｜ スコフフ ｜画 整究 年月日｜ スココフ ｜面数
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お手数ですが「L、っき」についてのアンケー卜にご協力

下さい。

。現在ファミリーコンビューターのカセ ッ 卜は何本お持

ちですか 本

0今後どのようなゲームをお望みですか。

スポーツ物、シューテイング、キャラク夕、

アドベンチャ一、その他（

0このカセ ッ 卜をお求めにな ったきっかけは何ですか。

雑誌、テレビ、ラ ジオ、新聞、 店頭、

店のひとのすすめ、知人のすすめ、カタログ・ポスター

0 このカセッ卜をどこでお求めになりましたか。

おもちゃ店、百貨店、スーパ一、文具店、

書店、電気店、その他（

店の名前

学校へ行っている方へ・・・・・・・・・・・・・・・

0不得意な教科は何ですか。

英語、算数・数学、国語、理科、社会、

その他（

0塾や家庭教師に勉強を教わっていますか。

塾のみ、家庭教師のみ、塾・家庭教師の両方、

どちらもない

0ファミコン用の学習ゲームがあれば良いと思いますか。

はい、 いいえ

」どの教科のゲームですか。（

0 このカセ ッ卜 はおもしろいですか。

5一一一一一一4一一一一一一3一一一一一－2一一一一一一｜
おもしろい つまらない

0 ご意見、ご希望がありましたらお書き下さい。



手［） f出 は カ、き

：恐れ入り ます

（が40P:Jl;IJ手 を

：必ずMf寸して

；下 さい。

回国回一口口

愛知県江南市古知野町朝日250

サン電子側
SUNSDFTクイズ係

イ寸

この度はカセットをお求めいただきありがとうございます。お手数

ですが、お買い求めのカセットについてのご感想、ご意見をお寄せ

ドさい。またこのはがきはSUN SOFTクイズの応募用紙です。

SUN SOFTクイズへのご応募は、必ずこのはがきを御利用下さい。

（これ以外の応募用紙は無効です。）( 61年 5月末日 まで有効）

SUNSDFTクイズのこたえ
文字を逆にならべ、単語にしてワクの中へご記入下さい。

－.〆

住所〒

TEL( 

フリガナ

氏名

勤務先
学校 昭和 年 月 日

（，主）住所氏名は、読み易い字で正確にお書き下さい
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