


このたびはナムコット・ゲームカセット「スーパーチヤイニ

ーズ」をお求め頂きまして誠にありがとうございます。プレ

イの前にお読み頂きますとより楽しく遊13i事ガできます。

「こんなものを読ま怠くても十分遊べるらというあ怠疋も

ものはだめし。ぜひご一読を－．
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ス－／~ーチャイニーズは、 ファミリーコンビュータゲーム！こ登場した

コミカルなカンフーアクションゲームて・す。

多彩な画面lこ繰り広げられるフコクションの数々は、きっと今までに無

い興奮を呼ぶことでしょう。

行く手に何者ガ待ちうけているのか、スリル満点、の冒険の始まりです。

回 使用上の注意

・力セットを~換する時は必ず電源を切ってくだ、さい。

・精密機織ですので、短縮な温度条件下の使用や保管、強いショック

等はさげてください。また、絶対に分解はしないでください。

• fil布子部に触れたり、 水にぬらしたりしないようご注意ください。
＠ 



自 操作の方法

・コントローラーの操作・SELECTボタン ＋ボタン

タイトル画面で、このボタンを押すと

⑧EOtf移動します。

1PLAYERか2PLAYERSC2人同

時プレイ）を選びます。

•STARTボタン

STARTボタン

2人で問時lこ
プレイできる。

このボタンを押すとSELECTボタンでセットしたゲームガ始まり

ます。またゲーム中に押すとゲームガストップし、もうT度押すと

再スタートします。
＠ 



・＋ボタン

上方ヘ移動及び、上方へのパンチ、キック一一一ゴ弓寸「

左方ヘ移動及び、在方へのパンチ、キックー」 亡 lJ 

下方ヘ移動及び、下方へのパンチ、キック一一一一コ1

右方ヘ移動及び、石方へのパンチ、キック一一一一___J

•Aボタン このボタンを押すとパンチを出します。

•Bボタン ＋ボタンで方舟を指定して、このボタンを押すとその方

向に、ムーンサルトキック（1回磁キック）をします。

＠ 



1§) 遊び方

・ストーリー

平和芯都、チャイ二一ズランドの

王女ミンミン姫と、10の宝ガ妖魔

軍団に奪われた。

武者修行の旅から帰ってきだ力ン

フーの達人、ジャッキーとリーは

園の人々の深い哀しみを見て、王

女毅出に立ち」こがった。

戦え、ジャッキーとリー

ド郡宇fu玲；ゑ；
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・シーン展開

ジャッキーとリーは、ミンミン短を毅出するために、妖魔軍団の王国

ヘ乗り込み、 8つの魔館を制覇していきます。

パターンは、敵をやっつけてドフコガ開いた時、中に入るとクリアとな

ります。ひとつの魔館に4つの部屋、全部で32のパターンガあります。

また、中には、ボーナスステージや違う魔館にワープできる岩や石も

あります。

合最高得点はリセットボタンを押しても消失されません。

＠ 



・既魔八館図・



回 登場キャラクター

女主人公 12人同時にプレイできます。 ｜

ジャッキーとリー

チャイ二一ズランドの若者

カンフー修業を積んできだ。

ミンミン鐙

チャイ二一ズランドの王女さま

睡蓮の花にたとえられる。

；ぞ滋；防長d孝弘
通...i 冒， ，，’ 画俳

回

’男
骨

す
円 ＠ 



・ミス｜ごついて
・穴や池に落ちたり、敵に当たってしまった時

・敵の砲弾を受けたり、ヤリで突かれた時

・敵キャラクター

省砂、

~t~~-r~t0 



デプゴン

a
 

ハカイダン 思臨河
ヤリ使いの名手。急！こくり出すヤリに注意。 ｜｜ 墓石コーレィ。しつこく追いかけてきて、

1.000pts I Iとりつく。 1.0QQpts 

ガンマン 鉱
区

JンセスキヤツI
妖魔軍団の砲撃手。パズーカを撃ってくる。 ｜｜ キャッツ族のプリンセス。石化光線を撃つ

1.000pts I Iてくる。 5.0QQpts 

＠ 



パフア口一IIイ

妖魔軍団の工リ一ト部隊。スキガない。 ｜｜画面を横切る曾。ジャンプでかわ問。
1.0QQpts 

ドラゴンマン 島 パプリン 。
竜一族の将侠。黒弾丸を撃ってくる。剣で 11地下こ生息する火の玉状の生物。井戸から
なければ倒せない。 3.000pts Iい吹き出してくる。やつつけられない。

＠ 



…• I I n~－~~~~~匂
。主人公をは：~g~~~ 11 ；~ぷ設Z了、、 。 。

ドラゴンヘッド A ノ忌ブ ちh フアイココードクロ 凶・・4一弐伊哩竺孟1‘／ ．．．．．． 
一

宝を5個以上集めればムーンサルトキック II長時間遊び過ぎると出てくる。 3固とびこ
でやつつけられる。 5.000pts I Iえると消せる。 500pts •? 

＠ 



ユ二ゴン 11 ドーラゴン

：：：~~：：：二二 11 ：：~：：~：：ナ 11 ：~一丸撃ってく

3.0QQpts→？ 10.000pts 



・パワーアップ 12人プレイ時2人同時にパワ一戸ツプします。｜

｜圏 窒塑 岩 ・石・縛をだたくと出現する。取るとパワーアップ

は)..lJ したり武器を持つことができる。

℃ゴパンチアップー…・数ガUPしてパンチ力ガ戸ツブする。

⑧ ミラクルキック 数だけミラクルキックできる。

圃 匝 ~ 
マヨケ A マヨケ B マキモノ A マキモノ B カガミ

ハカイダンを 7 ミラフルキック ユニコンの ο 
弱める を弱める

以外！こも
動きを遅くする？を倒せる

⑥ 



。u 4対P＠ 
ジユズ サケ ホウケン スイショウタマ ロソク

？ ? ドラゴン類を
やつつける

。 ？ 

⑦クェスチョンボール 岩石氷等をただいたりこわして出現させ、取

門 ると⑥か⑧lこ変る。

（$） ドル袋 ー · ··5個集めると⑤ボ寸レガマ個出現。 6個集めると⑨／~ワ

ーボーJレガ呼び出せる。

⑧×マーク ⑥を集めていても⑧ガ出ると⑥の手持ちガ01こなるので

＠ 要注意。



⑧エキストラボール － ~＝ 5で1人ふえる。
⑨パワーボール ⑥を6個集めてABボタンを同時lこ押

すと出現、取ると一定時間無敵となる。

⑥ガンボール 一定時間ガン攻撃ができる。

※ガンボールは取った方のみ有効。
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目 基本テクニック

・敵攻略方法

脅ドラゴンマン －－ミラクルキックで近づくか、又は岩陰に隠れて

待ち伏せて、ホウケンでやっつける。

脅プリンセスキャッツ・ムーンサルトキックで石化光線をよけ怠がらミ

ラフルキックで攻撃すると高得点。

＊デブゴンーー ・ーヤリをミラクルキックで飛び越して攻撃。

＊バッフアローパイソン）攻撃をかわした直後に

＊カンフーコマンド J ミラクルキックでやっつける。



合イソギンチャック ｝池や岩の」こも歩いてしつこく追っかけて来る連

女ハカイタン ｝中なので、出てき始めたら早めにムーンサルト

＊ドラゴンヘッド ！キックでやつつける。

＊ドーラゴンーー宝ガ5つ以上怠いと倒せない。

＊ユニコンーーー追いかけ回して来るのだが、ミラクルキックで逃げ

出せる。

※ミラクルキックは、空中で方向を変える事も出来る大わざ／ただ

し、獄に注意 。ガンボールを使っている間は、敵ガ光線等の攻撃

を仕掛けて来ないので、その聞に多くの敵をやつつけられます。

＠ 



15スーjTーチャイニーズ・正誤表

頁 （頂 目〉 三ロァρ~ 正

10頁ドラゴンマンの得点、 3.00Qpts 5.000pts 

刊頁ワイルドキャッツの得点 3.000pts 5.000pts 

竹頁メテユーサキャッツの得点 3.000pts 5.000pts 
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