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己のたひは、ビ ピエス ・ファミリーコンビュ タ用ゲムカセット'HAT円-IS~をお買い上

げいただきまして、誠にありがとうございました。本製昂をお楽しみいただく前に、この「取扱

説明這」をよくお読みいただき、正しい使用方法でご愛用ください。

また、この「取扱説明書」は大切に保管してくださし1。

①作者からのメッセージ

側側パスルゲ ム 白 許 制

③コントロ ラの各部の名称と操作

ゆゲームの遊び方

⑤ハイスピード ・モードの選び方

⑥高得点を獲得するテクニック/

②BPSからのメッセージ

⑤使用上の注意
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⑦BPSからのメッセージ
落ちてくる帽子のスピードがいちばん速い色TAGE8をクリアすると、「旨p"'sオ二ヶストラJ

ステ ~ μ _j ."，プ

が楽しい演奏会を開きます。また、 STAGE8、SHOP5をクリアすると、とっておきのす
ばらしい函面を見ることができます。ガンパってクリアしてネグ

⑧使用上の注意
・精密機械ですので、僅端な温度条件下での使用や保管およびショックなどはさけてください。
また絶対に分解しないでください。

・1精子部に触れたり、水にぬらしたりしないようご注意ください。
・シンナー ・ベンジン ・アルコールなと"のi軍発;由でふかないてeください0

・カセットを交換するときは、かならす電源を切ってください。
.ご使用後はACアダプタセコンセットから、かならす扱いておいてください0

.テレビ画面からできるだけ離れてゲ ムをしてください。

.長時間ゲームをするときは、健康のため約2時間ごとに|日分-15分の小休止をしてください。
画面上のお願い ゲームプレイ中に画面がちらつくことがございますが、これはプログラム上
発生するものでテレビ、ファミコン本体、カセットともに故障ではございません。ご了承くださ
いますようお願い申し上げます。
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①作者からのメッセージ
皆さん、こんにちは。前作のテトリスはいかがでしたかっ

テトリスをプレイしてくれた君たちなら、この唯 平和的なゲ ムか遠いロシアで生まれたとい
うことを、わかってもらえたと思いま音。

さあ、ここに私達の新作ゲームをお届けしましょう。

‘とても簡単でわかりやすく、しかし君達の判断力と器用さか要求されるゲーム、「ハットソス」で

す。

私達はこの「ハット')ス」力、大好きで、私自身このゲームを劃作中、色々な人力、かぶる帽子のお
もしろい也界を想傍して楽しんでいたほどでした。

，君達力、このケ ムを好きになってくれれば、私達は日本の友達を

もっとたくさんつくることかてきま亨。

「ハットリスJをプレイして下さい/好運を祈ります。

アレクシィ ・)¥シトノフ
パディミ ル ・ポヒルコlF?| 
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②愉快なパスゃルゲームrHATRISJ

iこiA-fRI ~きは、子供から大人まで楽しく遊べるパズルゲームです。
ペアの帽子が、プレイフィ ルドの「逆さ煙突J力、ら落ちてきます。出てくるI11買番はラン

ダムなので、どんなぺアの帽子が落ちてくる力、わかりません。落ちてきた帽子を、プレ

イフィールドの下にある同じ帽子に積み上げていきます。同じ帽子が連続で5つ積み上

がると、横み上がった帽子が消えてなくなり、点数が獲得されます。これを25固く

り返すと lステージが終わり、次のステージヘチャレンジできます。しかし、落ちてく

る帽子のスピ ドはステ ジが進むごとに速くなり、積み上げていくのがむずかしくな

ります。もし、帽子がプレイフィ ルドの「逆さ煙突」まで積み上がると…アウト/ゲ

ム ・オーバーです。また、 10段階のち子A G正、 6段階の色白凸〆の中のお好きなところ

からプレイすることもできます。新しい感覚でプレイできる愉快なゲ ム、仏A干肖18
にさっそくチャレンジレましょう。

.端の列の帽子を高く積み上げよう/

@商端の帽子を高くすると落ち @どちらか片端の列だけを高く @真ん中の巴列に帽子を高〈慣
てきた帽子は左右に移動しや するのも良いでしょう。 み上げた場合、落ちてきた帽
すくなります。 子を積み上げたいときには、

どちらかを犠性にしなければ
本らなくなります。

帽子が落ちてくる「逆さ煙突JI耳、 6列中真ん中の2列に位置しています。藩ちてきた帽子を、な
るべく商錦が高くなるように積み上げていくほうが、真ん中の2列で積みよげるよりもプレイし
やすくなります。帽子を両舗に高自に積み上げると、落ちてきた帽子は左端から右端まで移動す
ることができる力、らです。また、左端に帽子を高自に積み上げて右端は帽子を低目に積み上げると
いう方法もあります。し力、し、運悪く藩ちてきた帽子が合わなかったりするときもあります。こ
のよう怠ときは、あわてすに落ちついて考えましょう。
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3 

.0ボタン ゲームメニュー画面のとき、上下左

右のボタンで色TAGE、色白凸戸のレベルを選

ぶカーソルを移動しま主f二 今メ手三-iJi面号
とき、上下のボタンでMUSICのON/OFF 円

を選ぶカーソルを移動します。ゲ ム画面のと王

き、左右のボタンで帽子を左右に移動、下のボタ t 
ンで帽子を落とします。スコア画面のとき、上下 一一一一令のボタンで文字を選びます。 SELECTポタノ STARTボタン

スタ ー ド

・STA円Tボタン タイトル画面のとき、ゲームメニュー画面を表示しますhゲーム画面のとき、

ゲームプレイをポーズ(一時停止)します。ポーズの時に押すと、ゲームプレイが続行します。

・きE'LE'CTボタン 使用しません。
ステージシ ヨ μ フミユーロ

.Aボタン ・ゲームメニュー画面のとき、STAGE、SHOP、MUSICの設定を決定します。

ゲーム画面のとき、落ちてくる帽子の左右を交換します。スコア画面のとき、文字を決定します。

・Bボタン ゲ ムメニュー画面のとき、現在の設定を解除して 1つ前の設定に戻ります。スコ

ア薗函のとき、 1つ前の文字に戻ります。

-コントローラの名柿

A
、ボ
タ
ン

E
ボ
タ
ン

③コントローラの各部の名都と操作⑤ハイスピード・モードの選び方
λ 2 ジシ :3 -"プ ハ ン ド リ ス

STAGE9、SHOP5をクリアして'HATRISなんて簡単さツ/Jとおっしゃるプレイヤー

は、タイトル画面のときやボタンの下を押しながら色TARTボタンを押してください。

落ちてくる帽子のスピ ドが速くなり、新たなスリルをお楽しみいただけるでしょう。

ゲームプレイなど以後の操作は、 ④ゲームの遊び方/・ゲームメニューを参照してください。
ニJ ヨンブ

.ゲームをス冬一卜するとSHOPの右償に'BJと表示されます。ノーマルスピード ・モードで

ではSHOPの右績に'AJと表示されます。
シヨンブ

.スコアを登録するとき、 SHOPの欄に'BJが表示されます。ノ マルスピ ド・モ ドでは
ーノ ヨ y ブ ト ッ プ

SHOPの欄lこ'AJが表示されます。ノーマルスピ ド・モードのTOPIO・八イスコアを区

別するときに便利です。

⑤高得点を獲得するテクニック
落ちてきた帽子をただ単に積み上げていってはダメです。同じ帽子を連続で5つ積み上げなけれ

ばいけません。しかし、積み上げる場所によってはさTAGぎが進むと、不利な展開になってく

ることもしばしば。ここでは、帽子をどのように落としてプレイフィールドをどのような状態に

したらよいか紹介しましょう。
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④ゲームの遊び方
・タイトル [Tlゲムモードの設定

HATRISには2つのゲームモードがあります。

.ノーマルスピード ・モ ド 落ちてくる帽子が標準のスピード

です。初めてプレイする方はこのモ ドでプレイしてください。タ
スタード

イトル画面が表示されたらSTA円Tボタンを押してください。

・八イスヒート・モート ー若ちてくる帽子のスピ ドが速くなります。

タイトル画面が表示されたらやボタンの下を押しながらさTA丙f
ボタンを押します。

.ゲームメニュー E色TAGEの設定

帽子が落ちるスピードを設定します。レベルは0-9の10段階です。

数字が大きいほど、帽子の落ちるスピードが速くなります。ゲ ム

メニュー画面力、表示されたら、。ボタンの上下左右でカーソルを移

動して選択、 Aボタンで決定します。

間色トイo台d5設定

ゲームをスター卜するときのハンディを設定します。レベルは0-
4 5の6段階です。数字が大きいほど、スタ ト時のじゃまな帽子の

lJ| 
間隔1

ドュ ，フ

・TOP10.八イスコア画面
ト μ フ

ゲームオーバーのときに得点がTOPIOに入っていると、八イスコア画面にイニシャルを入れる

こと力、できます。イニシャルの入力は3文字までで、。ボタンの上下で文字を選びAボタンで決

定します。日ボタンを押すと 1つ前の文字に戻ります。最後の文字を決定した後はBボタンを押

しても戻すことができません。

また、約20秒放置すると、八イスコア画面を自動的に終了したあとタイトル画面が表示されます。

入力したイニシャルは、ファミコン本体の電源を切ったり、リセットボタンを押したりすると消

えてしまいます。

17 



固 ゲームオーバーになると

落ちてきた帽子を積み上げたとき、帽子の一部分でもプレイフィールドの白線より上に出てしま

うと、ゲームオパです。

16 

数力、多くなります。レベルが己戸するとプレイフィ ルドに残っていた帽子が消え、新たなじや

まな帽子が蛍場します。 やボタンの上下左右で力一ソルを移動して選択、 Aボタンで決定しま

す。 Bボタンで色白凸戸の設定を無効にしてE色TAGEの設定に戻ります。
主ユージンタ

・ゲーム(プレイフィールド)固 MUSICの設定 一
コマ ン 河 J

ゲームプレイ中の音楽の有無を設定します。 ONIこすると音楽が流れOFFにすると音楽は流れ

. ません。設定を白雨にしたときはきTAGEによって音楽が変わります。 やボタンの上下で力

を移動して選択、Aボタンて決定したあとゲームがスタートします。 Bボタンで白百ぎ「己の設定
シヨンプ

を無効にして固SHOPの設定に戻ります。

・プレイフィ ルド ゲームプレイする場所です。画面上部の「逆さ煙突J力、

らぺアの帽子が落ちてきます。
ネクスト・NEXT-. 次に藩ちてくるべアの帽子力、表示されます。
シヨンフ・SHOp......A、Bはゲムモ ドを、数字は現在のハンディ ・レ

ベルを表しています。

.8干AGE 帽子の落ちるスピード ・レベルを表しています。
J、:;，; ';; ・HATS......lステ ジをクリアするための残りの回数です。同じ

帽子を連続で5つ積み上げると数字が lすつ減ります。(25回でクリア)
ス コ ア・SCO円E 現在の獲得点数です。

γ育.1111

l.み間
5 
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5落ちてきた帽子を操作してみよう

「逆さ煙突Jの下部分力、らぺアの帽子が藩ちてきます。。ボタンの左右を押すと藩ちてきた帽子力、

債方向に動きます。 Aボタンを押すとぺアの帽子の位置が交換されます。。ボタンの下を押すと

ぺアの帽子が「ストンJと落ちます。

。ぺアの帽子が落ち

てきました。 Aボタ

ンを押して、帽子の

位置を交換してみま

しよう。

@やボタンの下を押

してベアの帽子全下

に潜とします。

|主同
-国JI堅手 闇

@やボタンの左を押

して帽子を左からε、

3番目の位置に動力、

してみましょう。

。次に藩ちてきた帽

子を操作して藩とし

ましょう。

1f按I
!?白|

。王冠

連続で5つ積み上げて消すと

300点獲得。

。登山用・ハット

連続で5つ積み上げて消すと

80点獲得。

。山高帽

連続で5つ積み上げて消すと

50点獲得。

15 
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ット υ ス

B'HAT円18には6種類の帽子力、登場/

色九百0/主任己FFIEf関の帽子が登場、きTA託 1/色白白戸0で同種類の帽子

が登場、以降の8TAGE/SHOPレベルでは6種類の帽子が登湯します。

。シルク・八ット @カウボーイ・八ット @トンガリ帽子

連続で5つ積み上げて;肖すと 連続で5つ積み上げて消すと 連続で5つ積み上げて，肖すと

150点獲得。 120点獲得。 200点獲得。

-ドロップ得点
帽子はプレイヤーが伺も操作をしなくても徐々に落ちていきますが、 。ボタンの下を押して帽子

を「ストン」と藩とすと、藩とした高さによってそれぞれの得点(8点-1点)が得られます。

.ゲームの一時写生 ド

ゲームプレイ中に8TA円Tボタンを押すと、ゲームプレイをポーズ(一時中断)します。ポーズ中

lこさfhhfボタンを押すと、ゲームプレイを続けることができます。
ュ νニ，タ

※ポズ中は、MUSICは流れません。

7 



日

区 間じ帽子を連続で5つ積み上げよう

落ちてくる帽子をよくみて、同じ帽子を積み上げていきます。同じ帽子を連続で5つ積み上げる
と、それらの帽子は画面から消えて得点が獲得されます。ますは、同じ帽子を連続でE個積み上
げてみましょう。

。落ちてきたぺアの帽子を左に @同じ帽子が積まれました。
動力、して、司じ帽子を積み上 次に落ちてきた帽子に同じ帽

げます。 子があれば積み上げます。

-帽子力、5つ以上積み上がったときは…

SAL吉ステ ジでいらない帽子を売ったとき、上にあった帽子が下がり連続で5つ以上同じ帽
子が積まれるときがあります。このときは、プレイフィールドからその帽子は消えません。次の
色TAGEで、同じ帽子を落として積むとその帽子は，肖えて点数が獲得されます。(点数は5つ積
み上げたときと同じです)

ショ‘Jτ，
+SHOPのレベルが上がると・..

色両凸戸のレベルが上がると、いままで売れなかった帽子が全部売れるようになります。

13 



.ボーナス点の計算方法
包ル ステージシヨンプ

SALEステージでのボーナス点はSTAGE、SHOPのレベルが高いほど、高得点が獲得で

きます。計算方法は次の通りです。

ステジ ニ;; :1 ν フ

(STAGE + 1 ) x 1.000+(SHOP+ 1 ) x 1.000=ボーナス点

ステージ ν ヨ y フ

例)STAGEが2、SHOPが3の場合

(2 + 1 ) x 1.000+ (3 + 1 ) x 1.日日日=7.000点が獲得できます。 @同じ帽子力、連続で5つ積み上 @異なった帽子力、 1つでも積ま

がると、積み上がった帽子が れていると下にある帽子は消

直面から消えて点数が獲得さ X~ません。

れます。

12 日



回 1ステージをクυアするとSA-L芭ステージヘ/

連続で5つ同じ帽子を積み上げる操作を25回(セット)繰り

返すと、 1ステージが終了しきA-LEステ ジが画面に表

示されます。
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包 ー ル

SALEステージでは、プレイフィ ルドにあるじゃまな帽子を 1種類だけ売ることができます。

時間制限はおよそ8秒。時間内に帽子を売らないと、次のステージまで帽子を売ることができま

せん。帽子を売らなかったときは、ボーナス点が獲得されます。

売った帽子はプレイフィ ルドから消えて、上に積まれていた帽子がそのまま下に積まれます。

ー度売った帽子は、;欠の色Aし古ステージでは売ることができないので、慎重に考えましようー

また、帽子を売ってもボーナス点は獲得できません。

@プレイフィー

ルドにあるト

ンガリ帽子が

じゃまなので

売ることにし

ましょう。

_， CIlAボタンを押

してトンガリ

帽子を売りま

す。上に摘ま

れていた帽子

はそのまま下

がります。

@やボタンの下

を押してトン

ガリ帽子を表

示しましょう。

aSAL吉が終

わると次の、

きtAG'Eが l

プレイできま

す。
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