
圃E璽宣~！翌‘

取扱い説明書

rm冨コp冨υーココビュ－s－用カセット



このたびは、シードリームのファミリーコンビュータ用カ

セット 『パチ失くん2 (CDS-P2）』をお買い上げいた

だき、誠にありがとうございました。

ご使用の前に取扱い方、使用上の注意等、このf取扱

い説明書』をよくお読みいただき、正しい使用法でご愛

用ください。
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1.ストーリー

銀河系のはるかかなたより、地球にやってきたパチ夫く

んは、みこ’とにパチンコ名人となりました。その後、かわい

い奥さんをもらい平和に暮らしていました。そんなある日

のこと、故郷の星の大王の夢を見ました。大王は『もっと

もっと修行をつんて・ス－／ ~ーノfチフ．ロとなり、 早〈星に

帰ってこいよ。』と夢の中でパチ夫くんに、ささやきました。

かわいい奥さんを連れて大王の待つ星に一 日も早〈帰

るために、パチ夫くんのパチンコ修行はこれから新たに始

まるのです。がんばれパチ夫くん．グ

さあ、パチ夫くんは見事に、星に帰れるでしょうか、あなた

の腕しだいて・す。健闘を祈ります。



2.コントローラーの使い方

SELCTボタン

STARTボタン

＋ボタン
⑧ボタン

⑮ボタン

。＋ボタン

パチンコ店内では、『ノfチ夫くん』を上下左右に移動

させます。また、会話の 「はい』rいいえ』を選びます。

パチンコ台では、パネの強弱を調節します。

。SELECTボタン

パチンコ台てeサブ・メニュー画面を表示します。

OSTARTボタン

ゲームを開始します。また、パチンコ店内では、

スコア画面を表示します。

⑦Aボタン

パチンコ店内て’会話をする時、台を見る時に押します。

パチンコ台て・は玉を打ち出します。

。Bボタン

パチンコ店内では、会話のウインドウをキャンセルしま

す。

※コントローラIIは使用しません。

＠ 



＠ 

3.ゲームを始めよう

Q電源を入れるとタイトル画面が表示されます。二こで

スタートボタンを押すとjニュー画面が表示されます。

o＋ボタンの上下で 『はじめる』rつづける』を選んで

スタートボタンて’決定します。

Q rはじめる』を選んでスター卜ボタンを押すとゲーム

スタートです。

9パスワードで再度ゲームを始める場合は、rつつ’ける』

を選んでください。

＠パスワード入力画面になれば、パスワードを入力しま

す。（ノぐスワードは20けた）

ー文字選びは、 ’マーク＋ボタンの上下左右で選び、

Aボタンて・決定します。マークは Bボタンを押しなが

ら＋ボタンの左右を押すと移動します。

c，スタ トボタンでゲームが開始されます。

f(;fすわーと’がちがいます』と表示された場合は、

控えているパスワードを、良〈確認して、再度入力して

ください。



＊パチンコ店内画面

0会話をする。

パチンコ店内の人々と会話ができます。話を聞きたい

人に近づきAポアンを押して下さい。返事が必要む場

合には、rはい』『いいえ』が自動的に表示されます

ので、どちらかを選んでください。

＋ボタンで選び、Aボタンてe決定します。

0パチンコ台を見る。

パチンコ台に座ってAボタンを押すと、台の名前と番

号が表示されます。その台で、遊ぶ場合は 『はい』、

別の台で遊びたい場合は「いいえ』をそれぞれ選

んでください。

＋ポ7ンで選ぴ、Aボタンで決定します。

0スタートボタンを押すとスコア画面が表示され、現在

の店の名前、スコ7て持ち玉数、打ち止め台数、パチ夫

くんの数が表示されます。 。



。

4.パチンコ台画面の見方

石百＜＝＝－パチンコ台番号

!l!E!I!llllii 待ち玉

！ーその店での打ち止め台獄

打ち11:め迄の玉敏

パチ夫くんの数

o＋ボタンの左右でパネの強弱を調節します。

0 Aボタンで玉が打ち出されます。

0 Bボタンでセブン台などのデジタルをストッフ．させる

事ができます。

0セレクトポタンてサブメニュー画面が表示されます。

＊サブメニュー箇薗

oつづける。

パチンコをつづけます。

0やめる。

パチンコ店内の画面に戻ります。

0くぎをみる。

表示されているパチンコ台の釘をルーペで拡大して

見ることができます。



5.パチンコ台の釘を見る

｜固｜言｜日｜
。rくぎをみる』をセレクトすると、パチンコ台上に、ル

べが表示されます。

o＋ボタンの上下左右で拡大したい場所の釘を選んで

Aボタンて・決定します。

＊重要な釘

①天

②天入賞

ctセンター

④肩チヤツカー

⑤袖チヤツカー

⑥ハカマ

＠ 



6.パチンコ台の紹介

育スバル台

天入賞ロ センター入賞口

チューリップ

＠ 



＠天入賞口の左右に玉が入った場合には、中央上の

チューリップが開きます。天入賞の中央に玉が入った

場合には玉はセンター入賞役に落下します。

・センタ一入賞役の左側に玉が入った場合に（;l左端、

左宇曲、中央上のそれぞれ3つのチューリップが左同

線に開きます。センター入賞役の中央に宝が落下した

場合には、中央上下のチューリップが聞きます。

・左側のチューリップに玉が入った場合には、左端、

左袖、中央上のそれぞれのチューリッフ。が開きます。

但し、左端のチューリッフ．が閉じている場合。

・右側lのチューリッフ.，二玉が入った場合には、右端、

右袖、中央上のそれぞれのチューリップが開きます。

但し、右端のチューリッフ．が閉じている場合。

C中央上のチューリッフ。に玉が入った場合には、中央

上下のチューリッフ。が聞きます。

。玉が lf固入賞すれば、13個の玉がもらえます。

。



*UFO台

ウインドウ

羽 Vソーン

チセツカ＝－.1 周チャツカー

ダブルチューリッフ

＠ 



＠左右肩のチヤツカーに玉がはいった場合には、中央

下のダフソレチューリッフ。が開きます。

。チャッカー1に入賞した場合には羽が1回聞きます。

・ダフ’ルチューリッフ。に入賞した場合には羽が 2回

開きます。

尚、このチューリッフ。は、2個入賞て倒じるダフソレチュ

－＇）・；；プです。

＠羽の開閉時にうまく Vゾーンにはいれば18団連続し

て開閉しますLその問に10個入賞出来ますLその10佃

のうち、ふたたびVゾーンに入賞すれば連続して最高

8固までの延長が出来ます。延長回数は上部のウイ

ンドウの数字で表示されます。

＠玉が 1個入賞すれば13個の玉がもらえます。

＠ 



女コンク台

ウインドウ

チャッカ－1

ダブルチューI）ツブ

⑪ 



0左右肩のチャッカーに宝が入った場合には、中央下

のダブルチューリッフ．が開きます。

0チャッカー1に入賞した場合には腕が 1回開きます。

0ダブルチューリップに入賞した場合には腕が2回開

きます。尚、このチューリッフ1立、 2個入賞で閉じるダ

ブルチューリップです。

0腕の開閉時にうまく Vゾーンにはいれば18団連続し

て開閉します。その聞に10個入賞出来ます。その10

個のうちふたたびVゾーンに入賞すれば連続して最

高8固までの延長が出来ます。延長回数は上部の

ウインドウの数字で表示されます。

0玉が 1個入賞すれば13個の玉がもらえます。

＠ 



＊メトロ台

ウインドウ

羽 Vゾーン

チャツカ－1

チャッカー2

＠ 



0チャッカー 1に入賞した場合には羽が 1回開きます。

0チャッカ－2に入賞した場合には羽が2回開きます。

0羽の開閉時にうまく Vゾーンにはいれば18国連続し

て開閉します。その聞に10個入賞出来ます。その10

個のうち、ふたたびVゾーンに入賞すれば連続して最

高8固までの延長が出来ます。延長回数は上部のウ

インドウの数字で表示されます。

0玉が 11固入賞すれば13個の玉がもらえます。

＠ 



＊ニュートン台

オーブンゲート

＠ 

ウインドウ

チャツ力一2

チャツカ－1

Vゾーン



・チャッカー 1に入賞した場合にはオープンゲートが

1回聞きます。

＠チヤツ力一2に入賞した場合にはオープンゲー卜が

2団関きます。

・役物中央の回転ドラムのリンゴマークにうまく玉が〈

つつけば、ドラム上部の Vゾーンに運び上がります。

オープンゲートの開閉時にうまく V、ノーンにはいれば

18回連続して開閉します。

その問に10個入賞出来ます。その10個のうちふたた

びVゾーンに入賞すれば連続して最高8固までの延

長が出来ます。

延長回数は上部のウインドウの数字で表示されます。

＠玉が 1個入賞すれば13個の玉がもらえます。

＠ 



＠ 

＊スリーセブン台

GOチャッ力ー

オーブンゲート

デジタルドラム



0左右下、 中央下のGOチャッカーに入賞すれば、デ

ジタルドラムの数字が回転します。数字は一定時間で

自動的に停止します。尚、コントローラーのBボタンで

停止させることも出来ます。

0デジタル数字が回転中に、GOチャッカーに入賞した

場合、ストックランプが点灯します。GOチャッカーへの、

入賞は41固まで記憶します~ 5個以上は無効となりま1
0デジタル数字が全て奇数同数並び囚回田園圏園

固圏直固固固園園圏 で、ストッフ。した場合に大当

たりとなります。

0大当たりになれば、オープンゲートが約30秒間聞きま

す。その問にゲート内に10個の玉が入賞した時点、て・

ゲートは閉じます。但し、10佃の入賞玉のうち、 1個で

もゲート内のVゾーンにはいれば、連続動作します。

連続動作は最高10回までです。その回数はウインドウ

内の数字で示されます。

尚、オープンゲートが開く事により左右下のGOチャッ

カーに入賞しやすくなるので、出玉もおおいに期待で

きます。

0デジタル数字が全て偶数向数並び固固固園固因

園園園園園固圏固因 て・ストップした場合には、中

当たりとなり、オープンゲートが約6秒開きます。

0テ’ジタル数字の左からふたはたが同じ数字の並び

回田園国国園などてe小当たりとなり、オープンゲー

トが約2秒聞きます。

＠ 



＠ 

合フィーH一台

ストックランプ

オーブンゲート

0左右下、中央のGOチャッカーに入賞すれば、デジタ

ルドラムの数字が回転します。数字は一定時間内で

自動的に停止します。尚、コントローラーのBボタンで

停止させることも出来ます。

0デジタル数字が回転中に、GOチヤツ力ーに入賞した

場合ストックランプが点灯します。GOチャッカーへの、

入賞は4個まで記憶します。5個以上は無効です。

Oデジタル数字が全て奇数同数並び回国国国国国

固固固固固図園園園で、ストップした場合に大当

たりとなります。



・大当たりになれば、オープンゲートが約30秒間聞きま

す。その問にゲート内に10個の玉が入賞した時点で

ゲートは閉じます。10個の入賞玉のうち、 1個てもゲ

ート内のV、ノーンにはいれば、連続動作します。連続

動作は最高10回までです。その回数はウインドウ内の

数字で示されます。

尚、オ プンゲートが聞く事により左右下のGOチヤツ

力ーに入賞しやすくなるのででだまもおおいに期待で

きます。

・デジタル数字が全て偶数同数並び固固固固固固

園固固固固固園園園て・ストッフ．した場合には、中

当たりとなりオープンゲートが約6秒開きます。

・デジタル数字の左からふたけたが同数並び囚回国

園園固などて・小当たりとなり、オープンゲートが約2
秒開きます。

・玉が 1個入賞すれば13偲の玉がもらえます。

・フィーノf一台の種類の中には数字の代わりに、絵柄

が回転する台もあります。

・大当たり

赤い絵がら同じマークが3個並べば大当たり

・中当たり

白い絵柄の同じマークが3個並べば中当たり

＠ 



＊ジャンケン台

ウインドウ

ストックランプ

I GOチヤツカー

オーブンゲート

＠ 



0左右下、中央下のGOチャッカーに玉が入賞すれ

ぱ、ウインドウの絵柄が回転します。絵柄は自動的に

停止し、左右いずれかの絵柄が点滅します。絵柄は、

グ一、チョキ、パーの3種類で、上段ウインドウがコン

ヒ〉ー夕、下段ウインドウがあなたです。点；威した絵柄

でコンヒ．ュータとあなたのジャンケン勝負です。

＠あなたがグーで勝つとオープンゲートが約30秒間関

きます。

0あなたがチョキまたはパーで勝つとオープンゲートが

約5秒間開きます。引き介けは約 1秒間関きます。

また、負けの場合はオープンゲートは開きません。

0絵柄が回転中lこGOチヤツカーに入賞した場合は、

ストックランプが点灯します。GOチャッカーへの入賞

は3個まで記憶します。4個以上は、無効となります。

0玉が 1 個入賞すれば131~の至がもらえます。

但し、中央下のGOチャッカーのみ、 5個の玉がもらえ

ます。

＠ 



＠ 

＊スーltーコンビ台

／ 

~右入賞口

V穴

センターチューリップ

左右下チューリップ



0左右の入賞口より、玉がはいると、画面中央でぐるぐ

ると回り31闘の穴のどれかにはいります。うまく、手前

の V穴にはいるとセンターチュ－＇） ・：；プPが開きます。

他の穴に入賞した場合は、左右下それぞれのチュー

リップが開きます。

。見事センターチューリッフ．が開くと大当たりです。聞

いたセンターチュー＇）・：；7＂が釘の役目をして、玉が左

右下のチューリッフ。にと・んと・ん流れていきます。センタ

ーチューリッフ。は再ひ’V穴よりの入賞をしないかき’り

閉じません。打つポイントをずらして左右入賞口に玉が

流れないようにすれば、打ち止めまで1直線です。

9玉が 1個入賞すれば13個の玉をもらえます。

＠ 



＠ 

7.ルール

0パチ夫くんの持ち玉は、各店とも100個からスター卜。

1台打ち止め毎にスコアー換算し、次の台からは、

100個づつ増えていきます。

0持ち玉がO個になれば、ゲムオーバです。ただ

し、パチ夫くんの残数があれば、つづけられます。

0パチンコ台に座る場合は、人が座っている台や自分

が 1度打ち止めした台では、遊ぶことはできません。

0各パチンコ店をクリアするには、規定のパチンコ台数

を打止めし、カウンターの店員さんと会話します。なお、

規定の打止め台数をクリアしても、ゲームを続けるこ

と力、できます。

（各店の規定打止め台数は別項参照）

0一発台で遊ぶ場合には持ち玉をふやしてから、チャ

レンジしましょう。

0各台て’打止め数の半介以上出して、やめる場合は、

打止めしたことにはなりませんが、打止め表示され、

再度の遊戯はできません。

0会話することにより、 lUP、固定打法、など、様荷な

ボーナスが得られます。店内の人々とは仲良くしましょう。



8.パスワードのもらい方

oパスワードとは

パスワードを聞いておけば、電源を切ってやめてもパ

スワードを聞いた時点からの状態て’再度ゲームをつ

づけられます。

0パチンコ店内てeのカウンターの店員さんにパスワード

をもらいにいきます。店員さんが 『もう おかえりです

か』とたずねてくるので、『はい』を選ぶと20文字の

パスワードをもらえます。パスワードは忘れずにメモを

しておきましょう。

0パスワードは1文字でも間違えると、再スタートしませ

んので注意してください。

＠ 



＠ 

9.店内移動の説明

0パチ夫〈ん2では、お店によっては、複数のフロアー問

を行き来できます。

0フロアー問の移動は、ドア、階段、etc.により行えます。

レ乞コC出←-rll11 －‘ I I c::コc:::コII I I I 11 ・・ I 
I c::コ ~1111 L」 l 圃圃 I 

l口口IL...J--' lj I 
・・~－冒頭圃圃・・E苦司・・

＊中にはドアマンが立ちふさがり通行できない所もあ

りますが、会話や、パチンコの成績などの条件により、

動き出します。

その他はあなたが探して見てください。



10.規定打ち止め台数

＠各お店により、規定打止め台数が異なります。

各店の規定打止め台数は下記のとうりてす。

＼＼＼九 店名 打止め規定台数

T店目 デルデル店 5台

2店目 二コニコ店 5台

3后自 エンジョイ店 6台

4店目 ハッピイ店 6台

5店目 ドリーム店 7台

6店目 フ？ミリー店 7台

7店目 コスモ店 8台

8店目 ヤンク店 8台

9店目 トップ店 9台

10店目 ジャンプ店 9台

＠ 



11.大王からのメッセージ

＠ 



最後に、わしからのチャレンジ台のヒントを教えよう。

『7が並べば、星への道がひらかれる』良〈覚えておけよ

＠ 



：目指せパチプ口パチ夫くん1



使用よの注憲

1）精密機器です。強いショック、極端な温度条件下

での使用や保管は避けてください。また絶対に介

解しないて’ください。

2）故障の原因となります。端子部分に手を触れた

り、水に濡らすなど幸色対に汚さないて・ください。

3）シンナー・ベンジン・アルコール類の揮発油では、

ふかないでください。

4）カセット交換の際は、必ず電源を－＿§＿切った上で行

ってくfごさL'o 
5）こ1費用後はACアダフ．タをコンセントから！必ず＋まいて

おいてください。

6）テレビ画面からできるだけ離れてゲームをしてくだ

さL、。

7)長時間ゲームをする時は、健康のため、約2時間ご

とに10-15介の小休止をしてください。

⑥1988 COCONUTS/C・DREAM
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