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この度は弊社DCCS版ソフト

サイキック歩イテクテイヴシリーズVOL.4rorgel」を

お買い求め頂きまして誠にありがとうございます。

対応条件 I 

。FM-TOWNS版 （TOWNSII以降486CPU提言載機種、FASTモード使用後奨）

•CPU本体．富士通 FM-TOWNS/TOWNSII 

・内蔵メモリ ：4MB以上

・マウス必要

•RAMディスク設定要解除

・ユーザーディスクとして新昂のフロッピーディスク（3.5"2HDl力、1枚必要て、す。

。PC9821版 （MATEBシリーズ、Ts、Neでは動作しません）

•CPU本体： NEC PC882l model SJ/model S2/Ce/Ce2/Cs2 

Ae/As/Ap/As 2/Ap2/Af /An 

×n／×p／×s／×el×ti×a※Can Beて’は正常動作しません。

・MATE×シI) ズはサウンドボード （NECPCSBOl-86）が必要です。

※サウンドボード付属のAVSDRV.SYSを予め運用ディスクの￥口OSディレク

トリ内にコピーしておいて下さい。

※サウンドボードを増設した場合は、本体のメモリスイ ッチの本体内蔵サウンド機

能は u使用しない”に設定して下さい。

・内蔵メモリ： 3.BMB以上

•MS-DOS Ve「5.0以上

・アナログモニター（640×480ドット以上の解像度）必要

・マウス必要

•Windowsインストールモデル以外では下記のシステムなどが必要
l : MS-DOS運用ディスク（FDもしくはHD)

2 : MicrosoftR MS DOSR CD-ROM Extensio円s(MSCDE×.EXE)

※MSC DE×.E×Eは予め運用ディスクの中にコピーしておいて下さい。

・88MATEはCDROMドライフカ1必要

※対応の詳細は「対応CD-ROMドライフ一覧」をこ覧下さい

・ユーザーディスクとして新晶のフロッピーディスク（3.5＇’2HDlt.i'l枚必要です

・対応CDROMドライブ一覧

・DATA WEST DWR-22MS 

・ ELECOM ECD-500 

ECD-250 

・ICM CD-500HS 

・Logitec LCD-500 

・TA×AN TS-CDlOO 

TS-CD200 

(1994年12月現在、順不同、敏称略）

・ PIONEER DRM-602× 
・S口NY CDU7日ll-10 

・TEAC CD-l凹H

－緑電子 C×A-301 
・TE×EL DM-5028 

・NEC PC-CDlBOF 

※CD一円口Mドライブのセツテイングや操作方法などについては各メーカーにお問

い合わせ下さい。



｜ 起動方法 ｜ 

購入後初めてプレイする場合は、その前に必ず「・ユーザーDISKの作成」と

「・インストール」を順に行って下さい。

〈ご注意〉・本作業によって生じたファイル誤消去等の結果について弊社は一切

の保証を致しませんのでご了承下さい。

・ユーザーDISKの作成 ．

① フォーマット（初期化）された新日の3.5インチ2HDのフロッピーテ、イスクを

用意して下さい。

＠ 商昂に付属しているKEY-DISKのプロテクトノッチが開いて（書き込み禁止

になって）いる事を確認後、PC8821版Id:MS-DOSのDISKCOPYコマ

ンドで、TOWNS版はTOWNS-OSの「ディスクの績写」でKEY-DISK

の内容を①で作成した新品のフロッピーディスクに全てコピーして下さい。

（ご注意）・MS-DOSやTOWNS-OSの操作については、それぞれのマ二ユ

アルを参照して下さい。

－コピーは必ず上記の方法で行；って下さい。他のツールなどを使用し

ますと、インストールが正常終了しても起動しない場合があります。

③ 今後は②で作成したディスクをユーザーDISKと呼び、このフロッピーテ、イス

クを使用します。

商畠付属のKE千DISKlま大切に保管して下さい。

準備が終了したら「・インストール」の項目に進んで下さい。

・インストール

日：ご使用の機種は？

・FM-TOWNSシljーズ＝l：に進んで下さい0

・ PC-8821シリーズ＝2：に進んで下さい。

1：円AMディスクを設定されている場合はTOWNS-OSより設定を解除し、ド

ライブ情成から削除して下さい。また、起勘ドライブは日を使用しますので起

動ドライフ、の設定が必要な方は起勘ドライフを口に限定して下さい。14：に進

んで下さい。



2: MS-DOSやPC8821の操作には自信がありますかっ

－は い＝MS-DOSを起動してユーザーDISKをFDドライブに挿入して

下さい。それからカレントディレクトソをユーザ－DISKの入って

いるドライブに移動し、ユーザーDISK内のINST.EXEを実行

して下さい。

できましたら14：に進んで下さい0

．いいえ＝3：に進んで下さい。

3：使用しているPC8821は、 HOD（ハードディスクドライブ）内蔵のWindows

インストールモデル、もしくはそれと同様のセッテインク＇（HODがつながって

おり、WindowsとMS-DOSVe「5.0以上力、その中にインストールされて

いて、さらにHODから起動できる状態）ですか？

・Iま い＝以降はMS-DOSを普段使用しているディスクを運用ディスクと

日乎びます。ここで「はい」を選んだ方は、普段MSDOSを起動し

ているHODが運用ディスクという事になります。

6：に進んで下さい。

－いいえ＝4：に進んで下さい。

4: Windowsを持っていなくてもHODがつながっており、 MS-DOSVe「

5.0以上がその中にインストールされていてHODから起動できる （HODが

MS-DOSの運用ディスクになっている）状態です力、？

－はい＝6：に進んで下さい。

－いいえ＝5：に進んで下さい。

5: MS-DOS Ve「5.0以上の運用ディスク（フロッピーディスク）を持っていま

すか？

・Iまい＝6：に進んで下さい。

－いいえ＝PC8821またはMS-DOSのマニュアルに従ってMS-DOSの

運用ディスクを作成して下さい。できましたら8：に進んで下さい。

6: PC8821の電源を入れ、運用ディスクでMS-DOSを起動して下さい。この

時WindowsやMENUなどが起動する場合は、それらをすべて終了し、 A>

が表示される状態にして下さい。また、日付や時聞を入力する状態になる場合

はリターンキーを数回押してA＞が表示される状態にして下さい。

7：起動したディスクの中にMSCDEX.EXEかありますかっ

－はい＝10：に進んで下さい。

－いいえ＝9：に進んで下さい。

－わからない＝8：に進んで、下さし1。



8：とりあえず、このまま10：に進んで、下さい。

もしMSCDE×.E×Eが運用ディスク上になければ、13：を実行した時に

MSCDEX.EXEが男つからないという旨のメッセージが表示されます。そ

の場合は9：を参照して下さい。

S:MSCDE×E×EはCD-ROMドライフに付属のディスクの中か「CD-

ROM Extensions」の中にありますので、 MSDOSのCOPYコマン

ドなどを使用してMSCDE×E×Eを運用ディスクの中にコピーして下さ

い。できましたら10：に進んで下さい。

10：空いているフロッピーテ、イスクドライブに、ユーザーDISKを挿入して下さい。

ユーザーDISKが入っているドライフ名ガ、わかりますかっ

－はい 12：に進んで下さい。

－いいえ 11：に進んで下さい。

11：キーボードからDIRB：と入力してリターンキーを押して下さい。この時ユ

ーザ一DISKが入っているドライブのアクセスランプが点灯すれば、ドライ

ブ名はB：という事になります。

点灯しない場合は、上記の日の部分をC、D：、 E：、 と変えて同じ要領で実

行してみて下さい。確認できましたら12：に進んで下さい。

12：ここからは、ユーザーDISK力、挿入されているドライブ名をB：と仮定して

説明を進めます。

キーボードからB：と入力してリターンキーを押して下さい。

この時、今まて、のA）の表示か8)1こ変わった事を確認して下さい。

13：キーボードからINSTと入力して、画面にB)INSTと表示されている事を

確認し I）ターンキーを押して下さい。

インストールプロクラムが実行されます。

14：ユーザーDISKをフロッピードライブl(TOWNS版はドライブ口）に入れ、

CD一円OMをCD一円OMドライフに入れてリセットして下さい。

・インストールブロクラムのエラーについて

・ MSCDEX. EXEか見つからない場合

「・インストール9：」の項目を確認して下さい。



I 操作方法 l 

・このソフトは全ての操作をマウスで行います。

マウスカーソルを移動させて目的のコマンドを左ボタンクリックし、選択して下

さい。

マウスの右ボタンクリックはキャンセルの動作をします。ウインドウが2階層開い

ている時は、右クリックにより 1階層目のウインドウに戻す事が出来ます。

セーブやロード時のキャンセルも右クリックにより行います。

〈コマンド〉

コマンド欄には、主に動詞が表示されています。 自分の行動したい動詞を選択して

ゲームを進めて下さい。

〈ゲームセレクト〉

・続きから

セーフしているところから、ゲームを始めたい時に選択して下さい。クリックする

と何番のデータをロードするか聞いてきますので、番号をクリックして下さい。

・初めから

もう 度最初からゲームをやり直したい場合に選択して下さい0

・リプレイ

ゲームを最後まで解き、エンディングを見終わった後、再起動するとこの項目力、表

示されます。

リプレイにはチヤブタ一機能を箔載しています。

尚、チャプタ一機能の詳細についてはチャブターの項目をお読み下さい。



〈チャプター〉

チャプタ一機能によって、予め設定されたチャブターを選択して見ることが出来

ます。

チャブタ一再生後、チヤブタ一選択画面に戻ります。

〈セーフ〉

・セーブはノートのコマンドが表示されているところなら、どこでも行う事が出来ま

す。ノートコマンドをクリックすると、セーブとロードが表示されますので、セー

ブをクリックして下さい。

どのファイルにセーブするか聞いてきますので、セーブしたいFILEをクリックし

て下さい。

〈ロード〉

・ロードはノートのコマンドが表示されているところなら、どこでも行う事が出来ま

す。ノートコマンドをクリックすると、セーフとロードが表示されますので、ロー

ドをクリックして下さい。

どのデータをロードするか聞いてきますので、ロードしたいFILEをクリックして

下さい。

〈ゲームの終了〉

ゲームを終了する時は、フロッピーディスクがアクセスしていない事を確認の上、

FDとCD－円OMを取り出し、パソコン本体の電源をOFFにして下さい。

I PC-9821をご使用の方ヘ

エンデイングではCD音源が演奏されますので、外付けのCD円OMドライブをご

使用の方は、ドライブ付属のLINEOUTまたはPHONE漏子とPC-8821本体の

LINE-IN 綿子を市販のオーディオケーブルで接続するか、ドライブ付属のヘッドホン

端子にヘッドホン等を接続してお聞き下さい。



〈登場人物紹介〉 PSYCHIC DETECTIVE SERIES 

⑥降矢木和哉

人の心に潜入する能力を持つ探偵である。

彼はこの力を利用して、複雑に交錯する

事件を解決する。今回は影藤智名子から

奇妙な依頼を受け、奇談亭に赴く。

⑨影藤秀郷

高名な建築家。独自の建築思想を持つ。

智名子の夫。



PSYCHIC DETECTIVE SERIES 

イラストレター。
奇談亭に招待された

ゲストの一人。

⑥羽柴弘美

控え目なおとな

しい女性。 常に

姉の存在宅E意識

している。 ゲス
トの一人。

〈登場人物紹介〉

⑧坂藤幸 信 医師。金満家の肥大した経営
理念を持つ男。ゲストの一人。

⑧菊岡みどり し1まときの女子大生。わがまま
の権化。ゲストの一人。 樋 渡京介⑨

降矢木の友人。
降矢木に請われ、

奇談亭の奇妙な

集まりに参加。



〈登場人物紹介〉

Track 1：データトラック

PSYCHIC DETECTIVE SERIES 

⑥加茂川宗尋

自称タレントの軽薄な若者。

ゲストの一人。

山田影ー⑨

町工場経営者。

社会常識の塊。

ゲストの一人。

Track 2 : The Theme of DATAWEST’91 

Track 3 : Opposite Love 



主主使用上の注意

• CDレーベルの反対面にはレーザー光線が当たりますので、汚れや傷力、つかない

ょうご注意下さい。もし汚れた場合は、柔らかい布で軽く拭き取って下さい。傷

や汚れがついていますと、正常にゲーム力、できない場合があります。

• CDを直射日光の当たる場所や高温多湿な場所に保管しないて、下さい0

・故障などのお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社まで。

民フロッビーテ‘イスクを誤って破損してしまった場合

お客様か取り扱いを間違って、フロッピーテ、イスクを壊してしまった場合は、保

証書と破慢した商晶フロッピ一、フロッピーディスク1枚につき2.000円の交換手数

料（消費税・送料込）を同封の上当社までお送り下さい。製昂が届きしだい、ただ

ちに修理交換させて頂きます。

・フロッピーディスクを送って頂く場合は、フロッピーディスクにダンボールをあ

てたり、専用のパインターなどを使うなどして、フロッピーテ‘ィスクか折れない

ようお送り下さい。

・保証書をお送り頂けない場合は、修理交換をお断りする場合があります。フロッ

ピーテ、イスクと共に、必す保証書をお送り下さい。

主主他機種用のKEY-DISKを購入希望の方

本商品はDCCSに対応しており、お買い求めになったCD－円OMはそのままで、

KEY-DISKを入れ換えるだけで他機種でも動作が可能です。

お持ちの機種以外のKEY-DISKを購入ご希望の方には、 KEY-DISKのみを通信

販売で販売しています。 申し込み方法は当社にお問い合わせ下さい。

対応機種.PC9821用、FM-TOWNS用の2種類があります。

価格：￥4.980（消費税・送料込み）

r - －一・ー・ ・一句 F司・ー・一・一－ －一ー ・『.--・ －－・ー，一ー ・一一ー一－・－ ーー・一司 ・ー司， －－・

ユーザーサポートについて
商晶についてのお問い合わせ、修理等は下記宛にご連絡下さいますようお

願いします。なお、電話によるヒント等のお問い合わせは、一切お受け致し

ません。ヒントをご希望の場合は現在の状況、アイテム等をできるだけ詳し

くご記入の上、返信用封筒に80円切手を貼って下記まて・お送り下さい。

〒538大阪市鶴見区放出東3丁目B番28号（データウエストビル）

データウエスト株式会社「ユーザーサポート係」

T E L . (06) 968-2659 

電話受付：午前11時から午後5時まで （土曜・日曜・祝日は休業します）



器dもdもdも品品品dもdも品dも品品品品品dもdも品品品品品品dも品dも品品品部

~ eSTOR Ye ~ 
喝争
~ 灼熱の音が響きわたる季節。 争

うだるような暑さが、

~ 連日のように熱い吐息を吐きカける。 ~ ! 向き戸さえ出に消山 ； 
ただi干の匂いだけが深呼吸していた。

喝 女が二人、歩いてL、た。 8争
喝 二人は季節に逆らうように喪服を纏い、 争
喝 手には数珠を携えている。 争
喜 そして、陽炎に揺れる降矢木の事務所にj肖えて行った。 ~ 

~ 葬式の帰リ弘、はこれから参列すω 冶 ~ 
喝 どちらにしろ、あまり縁起の良い話ではない。 争
喝 降矢木は喪服に包まれた女と対峠していた。 争
喜 その背後には、無表情な老婆が影のように寄り添っている。 定

喝 美しい顔立ちの女だった。 き
喝 影が薄く、線の細い印象を受けるが、 争

宅 その目だけは異様な輝きを放っている。 争
＝~ 窓から差し込む陽光が、彼女の横顔を照らしだt [ 
毛 狂気。 長
喝 この言葉こそ彼女に相応しく、また降矢木の客としても相応しし、。 争

~ そして、彼女の狂気は、夏さえも狂わ印していた。 ~ 
務管笥P智司伊智ザ常常~常常常常常常w常常常常常常常匂~w智令P常常識

※本文中の社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
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