


このたびはナムコツト・ゲームカセット「タックチームプ

ロレスリング」をお求め頂きまして誠！こありがとうござい

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。「こんなものを読まなくても十分遊べるグ」と

いうあなだも、ものはためし。ぜひ御一読をー
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タックチームプロレスリングは、ファミリーコンビュータゲームに登

場した本格的な格闘プロレスゲームです。リング上で繰広げられる多

彩なワザの応酬は他ゲームの追従を許さない面白さ。相手に勝つため

lこは妥協は許されません。徹底的にダメージを与えマットに沈めてく

ださい。

回 使用上の注憲

・カセットを交換する時は必ず電源を切ってください。

・精密機器ですので、極錨な温度条件下の使用や保管、強いショック

等は避けてください。また、絶対に分解はし芯いでください。

・鏑子部lこ触れだり、水にぬらしだりし怠いよう御注意ください。
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目 操作の方法

・タッグチームプロレスリングのゲーム進行

匂唾島ν

圃 J画面踊瞳描画掴冒

Fで竺？ーーーマ－

一一「F・
熱気をはらんだリング上で戦う4人のレスラー、I）ツキーファイター

ズ対ストロングパッドの一戦ガ今きって落とされた。

相手の弱点はどこだ中 次々 lこ繰出されるワザの数々。相手にダメー

＠ ジを与え押さえ込むかリング外lこ落下させ勝利をおさめてください。



・コントローラーの操作

「』司｜…一一…パツ｜ ド）の上下左右への移釦こ使用。
任三B甲甲｜ ② T人用・ 2人用（対戦）の選択に使用。

J ③ゲームスタート・中断lこ使用。
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ④ワザの選択・タッチに使用。
①②③④ ⑤  ⑤パンチ ワザの決定 ・押え込み ・フォローに

使用。

・SELECTボタンかSTARTボタンを押すとセレクト画面に移り

ます。 SELECTボタンで守人用・ 2人間を選んでからSTART
ボタンを押すとゲームガ始まります。

・ゲームの途中でSTARTボタンを押すと、一時中断。もう一度何せ

ぱ、ゲームガ再開されます。

・リセットボタンを押しても最高ラウンドは消えません。
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回 遊 び方

画畠

・相手｜こワザをかけダウンしたらフォールしてください。エネルギー

メーターが少なくなると危険ですので、タイミングよくタッチしてく

＠ ださい。敵をフォールかギブ戸ツブまだはリング戸ウトにすれば勝ち。



・場外戦｜ま20カウント内にリング！こ戻らないとリングアウトです。

・フォールされた時は、Bボタンを連続して押してください。エネル

ギーガ多少復帰し、はねかえすことガできます。

圃リツキーファイターズ
・正義の昧方、息はピッタI）。タッグチームの申し子と言われている。

どちらか1人だけで戦おうとすると、負けるから2人で協力してフ

オールしよう。

・ストロングパッド
・悪役チーム。チームワークは鍍群に良い。試合時間ガ長くなった方

ガカを発揮するタイプ。相手ガ逃げてばかりいると真赤になって怒

る。
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・ミス・ゲームオーバー
• IJッキーファイターズガ、押さえ込まれ3カウントとられた時、ぎ

たリング外から20カウント以内に戻れないとゲームオーバ 。

・2人プレイ

・ランキング
・ジャパ二一ズランキング3位からスタートし、ス－／~ーチャンピオ
ンを目指して下さい。

3回勝つと JPN CHAMP・・・・ ー 日本チャンピオン

8回勝つと ERP CHAMP・・ー ー ヨーロッパチャンピオン

c 15回勝つと USA CHAMP・ 戸メリカチャンピオン

’‘ 



25回勝つと WORLDCHAMP・ ・0・ー 世界チャンピオン

35回勝つと SUPERC_HAMP ・・ ・・・ スーパーチャンピオン

・途中で負けるとTランク下のチャンピオン戦から始まります。

・チャンピオン防衛戦はマットに星のマークガあらわれます。

・チャンピオンに怠ると、トロフィーガ次第に大きくなります。

・プロフィール

名実ともに、日本マット 腿の置面レスラー．
界の王者．リッキー ウルトラマシーン

ストロングパッド

患の量蝿車．
ウズーリー

金
メキシコの星．
マスクロス
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・共通ワザ

ボディースラム ドロップキック ボディー3コタツク パックドロップ

管侍 議； ~訟
ネックハンギング パックフリーカー フライングヘッドパッド 鉄柱政撃

＠ 
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·~＼殺ワザ
・レスラーは、各々、/.C!,1殺ワザを持っています。i.C!,1殺ワザをかけると

相手に大きなダメージを与えることができます。

サソリガタメ ｜ウエスタンラリ戸ート｜ブレンパスター ｜工ンズイギリ

i 持・1r1が
/.C!,1殺ワザのかかる相手ガ決まっているので、タッチワークで必殺の

かかる相手と戦うと効果的です。

リツキー（サソリガヲメ） ウォーリー ウルトラマシーン（ブレンパスター）マスクロス

ウォーリー（ウ工スヲンラザ ート） リツキー マスフロス（工ンズイギリ） ウルトラマシーン＠
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固 基本テクニック

・ワザのかけ方
・Aボタンでパンチをヒットさせると“ATTACK”サインガ3秒間

でます。その聞にBボタンでワザを選択し、再びAボタンを押すと

ワザガ決まります。

・サインガ消えてからはワザはかかりません。

・ワザの選び方
・選択ボタン(Bボタン）を押した回数でワザガ決まります。

・場内ワザ

回数

Iプレイヤーの場合

リツキーファイターズ

IIプレイヤーの混合

ストロングパッド

リツキー ｜ウルトラマシーン ｜ウォーリー マスクロス



リツキー ウルトラマシーン ウォーリー マスクロス。ボディ－）コタツク ドロップキック ボディースラム ボディースラム

ドロップキック ボディースラム ボディ一戸タック ドロップキック

2 ボディスラム ネックハンギング ドロップキック ボディーアタック

3 I¥ックドロップ フラインヲヘッドパットパックドロップ フラインワヘッドパット

4 フラインヲヘッドパットパックブリ力 フラインヴヘッドパット パックドロップ

5 パックフリー力一 ボディ－"]Jタック ネックハンギング ネックハンギンク

6 ネックハンギンク パックドロップ パックフリーカー /Iックフリー力一

ア ネックハンギング パックドロップ パックフリー力一 パックフリー力一

！！≫殺ア サソリガタメ ブレンパスター ウ工スヲンラリPート 工ンズイギ＇）

・場外ワザ
I）ッキー ウルトラマシーン ウォーリー マスクロス

O～31ボティースラム ｜ボディースラム ｜ボティースラム ｜ボディ スラム

4～61パックドロップ ｜パックドロップ I/1ツクドロップ ｜パックドロップ

ア ｜鉄柱攻撃 ｜鉄柱攻撃 ｜鉄柱攻筆 ｜鉄柱攻撃
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・2人同時に場外に落ちると凶器攻撃ガできます。

・ネックハンギング・パックブリー力一・サソリガタメで決めた跨は

GIVE UPCギブ戸ツプ）させることガできます。相手に決められた

時は、Aボタンを押して助けることガできます。

・画面表示のゲーム名祢

・場内ワザ

B・ATAC・ －ボディアタック

0・KICK.....ドロップキック

B・SLAM ..ボディースラム

B・DROP・・・パックドロップ

F・HBAT ...フライングヘッドパット

B・BRIK・0・・－パックブリー力一

SA SO RIーサソリガタメ

B・BUST ..ブレンパスター

W・LARIーーウエスタンラリ7コート
N・HANG ..ネックハンギング

ENZU卜・ー工ンズイギリ



・場外ワザ
B・SLAM・ ボディースラム

B・DROP・・パックドロップ
TECCHU 鉄柱攻撃

KYOUKI・ 凶器攻撃

C 1986 DATA EAST CORP. NAMCO LTD 
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干146東京都大田区多摩川2-8 -5ナムコ ント係 ft03(756)7651 

．故障等のお問い合わせは、お買い求めのお店、もしくは下記まで

側ナムコ 横浜サービスセンター

干222神奈川県横浜市港北区梅町2ート60ft045(543 )670 If柑
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