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・お客様へのお願い
戸ンケート葉書を送られた方は、ユーザー登録されます。登録の無い方は、ユーザーサポートを受けられ

ませんので、ご注意下さい0

・故障かな？と思う前に・
製自には万全を期しておりますガ、万一プログラムガ作動しないときには、次のことをお確かめ下さ

い。

1 .本体とディスプレイは正しく接続されていますか？ 電源ガオンになっていますか？

2.ディスクは正しくセットされていますか？〈ドライブHこシステムディスクガセットされていますか〉

3.モードスイッチの切り替えは間違っていませんか？

4.デイツプスイッチの設定は間違っていませんか？

5.使用及び取扱上の注意を守っていますか？

6. PC-9801シリーズの場合FM音源ボード及びディスクドライブは純正面をご使用下さい。 （そ

れ以外では動作保証できません。〉また、鉱護グラフィックモード（16色モード）を使用しております

のでデイツプスイッチSW1の8番let必ずONIこして下さい。正しい色ガ得られなくなります。

その他のスイッチにつきましてもマ二ユ戸ル等を参照の上なるべく工渇出荷時の状態でご使用なさる

ようlこお願い致します。

上記いずれの場合においても動作しないときには、誠に申し訳ありませんガ、お手持ちのディスクを、

お名前、ご住所、お竜宮番号、ご使用機種名、使用環焼、及び購入日と購入店名をお書きのうえ弊社まで

お送り下さい。至急調査の上、 3'e換昂をお送りします。 〈但し、当社の製造上の原因lこよる畠質不良以外

の場合は、実費受換となります。後のユーザーサポートの項を参照して下さい。ま定、ディスクをお送り

lこなるときは折れ曲ガらないようにボール紙等で包んで送られるようにお願いします。〉それ以外のゲーム

内容等lこ関する電話でのお問い合わせは、ご遠慮下さい。

・ユーザーサポート
万一お客鎌のお取扱上の事故等によりディスクを破損した揖合は有償にて受換致します。疲れたディス

クを交換手数料2000円分の郵便淘笛と共に弊社ユーザーサポートまでお送り下さい。おり返し受換し

だディスクをお送り薮しきます。

当社のユーザーサポート期聞は当該商白の製造打ち切り後1年です。それ以後のディスクの受換等1ごつ
きましては、保証の限りではありません。

上記のユーザーサポートの窓口として電誌を受け他けております。電話番号及び憂位時間は次の通りで

す。

TEL. 0422(22)1980毎週月・水曜日 13:00～18:00ゼネラルプロタクツ

この曜日及び時間外、 E安定、ゲームの内容等に関するご質問はお断りすることガあります。

あらかじめご了承下さい。
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自~n~~株式会社ガイナックス
干1~0 東京都武蔵野市吉禅寺東町2-7-1 東町ピル2F

GAINAX Co.,LTd. 2FHigoshi-mαchi Bldg. 2・7・1Higashi・macl、iKichijoji Musashin。C.T。ky。JAPAN.

I ご購入年同日 I 年

ご購入店名 I 
I TEL. ( 

お客様ヘ…おぼえのため、ご購入年月日・ご購入店名を記入されると便利です。

このゲームはガイナックスガ開発し定オリジナルゲームで章。従って当社の許可なくプログラム、印刷物怠どの全部、ま芝は一郎を複製するこ
とは禁じられていま守。個人の使用内に限るパック戸ツプについてはそのかぎりではありません。きだ、レンタル業務、及びそれに顛する行為で
の使用は一切認めておりません。

このゲームはフィクションです。ゲーム中に登場する地名、団体名、登楊人物等は、実在のものとは一切関係ありません。

日昌
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私が、この作戦の指揮をとるオオタだ／いいか／ 舎人類は、

いや、この大宇宙全体は、崩壊の危機に直面している。

宇宙中心の大重力源〈グレート・アトラクター〉から伸び、全

銀河を支えている〈宇宙の紐〉が、原因不明のまま断ち切れよう

としているのだ／ 人類が生き延びる為に、これをなんとしても

防がなければならない！！ これは絶対に失敗する事を許されない

重大な作戦なのだ／

これから与える試練をくぐり抜け、

人類最後の希望、究極の兵器、 〈グ

レート・ガンパスター〉のパイロッ

トの座を、見事手に入れてみせろ／

さあ、行け／ 全ての希望は、

おまえにかかっている！！

努力と根性で立ち向かえ！！

一一一一一一家：＞.Ii歪む、ーヒげ~さっナこ長誓卒業主工一一一一一一

このパソコンゲームはOv A 「トップをねらえ！ j の基本コンセプトのうち

「酔狂なことを真面白に情く。」と「イケイケ！ GO!GO!!J 

一ーの2つのスピリッツの上に乗っ取って作られております。

だから、内容はドマジメ！グラフィックは全てイケイケ！でやっております。

一一「トップJに関わるのはおそらくこれが最後になるでしょうーちと掃しさも

出てきますが、これも世の流れ、みんなNH Kの「ナディアJを見てね。

「トップJのビデオも見てない人は是非見て下さい。

最後に「トップj のセカンドアルバムもよろPく。

.監督／庵野努明背創718Qcm 重さ67k~ 山
口県宇部市生まれ特徴：いろんな作屈の原画や
TOPの監督を務める弱点：肉や魚ガ喰えない

一ーでは、円 a ML.111)90 ・・・・・刊M ろ仇
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｜使用機器構成 ｜ 
オ）必要機器

本体 PC-8801mkllSR以降

C8801. 8801 m附｜不可）

PC-9801VM以降 RAM3841<以上

VM2では16色ボードガ必要です。

〔E.F. M. U2不可， LT不可まだラップトップでの動作は保証の限りではあり

ません〉

ディスプレイ 専用戸ナログディスプレイ（9801シリーズでは専用高解像度〉

〔デジタルディスプレイでも動作自体はしますガパレットの違いにより色ガ正しく

でません！！）

2）オプション機器 （無くてもプレイ司）

｜起動方法

a. NEC パス・マウスまたは同等畠（シリ戸ル・マウス不可〉

b.FM音源

c.MSX仕様ジョイスティックC88のみ〕
Ca. c.どちらもマウスインターフェイスコネクターに接続するタイプ）

ディスプレイ、本体の順に電源を入れてから、 Aディスクをドライブオに， Bディスクをドライブ2にセ

ットして下さい。しばらくするとクレジツトガ表示されデモガはじまります。また，うまく起動しない場

合には，一度リセットして下さい。

CPC-8801シリーズの場合）

このゲームはV2モード専用です。ゲームを始める前にd)l,1ずシステムスイッチや設定メニュー等でシステ
ムモードをV2モードに設定して下さい。設定の群細Id:各機種のマニユ戸ルを参照して下さい。

また， FH以降の機種では動作クロックの切り替えガできますガ、 4MHz/8MHzのどちらにおいても

動作い芝します。（なるべく8MHzでご使用下さし1〕

CPC-9801シリーズの場合）

ディスクドライブ及び他の周辺機器につきましては純正面をお使いくださるようにお願いします。

（当社では純正機器以外での動作はいっさい保証しておりません）

｜使用および取扱上の注意

各周辺機器の接続方法につきましては，それぞれのマ二ユ戸ルをご覧下さい。

鉱張スロットに，周辺機器ボードガささっている場合，動作ガおかしくなることガあります。この不良動

作時にはボードをはずして使用して下さい。また愈の為プリンタ一等のディスプレイ以外の周辺機器の電

源スイッチもOFF！こしておいて下さい。

純正機器以外の動作につきましては保証しかねますのでご了承下さい。

ディスクをドライブにセットしたままで、電源を入れたり切つだりしないで下さい。場合によってはア

イスクの内容ガ壊れることガあります。まだ，ゲーム中，電源を切るときには，なるべく「セーブ」コマ

ンドで一旦ゲーム終了し，ディスクを全部薮いてから行って下さい。

途中でやむをえず，ディスクを抜いだり電源を切っ芝りする場合には，ディスクの戸クセス・ランプガ

消えていることを確認してからディスクを飯き，その後で電源を切るようにして下さい。戸クセス・ランプ

点灯中にディスクを抜くことも，ディスクの内容が壊れる原因となりますので注意して下さい。

ゲームアータのロード8セーブlcl:Aディスクに対して行いますのでAディクスにはプロテクトシールを

賠らないで下さい。データの保存ガできなくなってしまいます。

その他，フロッピーディスクは大変デリケートです。折り曲げたり磁気ディスク面に直接触れたりしな

いように，その取扱には十分注意して下さい。特に磁器を宇野びているものには絶対に近づけないようにお

｜願いします。〈ディスクの内容ガ消えてしまいます〕

3 
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遊び方 ｜ 

まず、ゲームガ始まりますとクレジツトガ表示され、デバイス選択画面になります。入力デバイス！こは

マウス、ジョイスティック C88版のみ〉、キーボードのうちから選択できます。好きなものの番号をキー

ボードの1-3 C98版は1-2）で選んで下さい。それぞれの操作の違いは以下の通りです。

8801シリーズの場合

(I）マウス

マウスを動力しポインタを移動させ、コマンドを戸イコンで選びます。決定ガ~ボタン、キャンセルガ

石ボタンです。

(2）ジョイスティック

レバーを動力しポインタを移動させ、マウス同縁、コマンドを戸イコンで選びます。決定ガAボタン、

キャンセルガBボタンです。

(3）キーボード

テンキーでコマンドの番号を入力して下さい。〈クイズモードでは、CYES)="O＂キー CNQ)=

、RETURN＂キーです〉

9801シリーズの場合

(I）マウス

8801シリーズと同じで。

(2）キーボード

テンキーの2、4、6、8でそれぞれ下、左、右、上にポインタを

格動させてコマンドを戸イコンで選んで下さい。決定｜芯Zキ一、

キャンセルは、×キーです。ポインタ移動はカーソルキーでも可。

デバイス選択が終わりますと、デモガ始まります。ここで何ガキーを押すと、画面はスキップしていき

ます。ま芝、＂＋”キーを押すと全部ガ省略され、いきなりゲーム画面となります。

このゲームは3つのシナリオに分かれており、またそのシナリオは、それぞれ2つのパートに分かれて

います。前半はまず、クイズ対決を行う相手（女の子〕を探し歩く「戸ドベンチャーnート」。そして女の

そ子を探し出すと、その女の子との「クイズパートJ になります。

I iアドベンチャーパート ｜ 

1 .〔LOOK〕
辺りを見まわします。いま唐る場所の説明ガ表示されます。

2.〔TALK〕

その場所に、いま居る人と話すことができます。

3.〔MOYE〕

他の揚所へ移動します。コマンドを選i3iと画面左下のメッセージ・ウインドウに、現在地から移動

できる場所のリストガ表示されますので、行き定い場所を選択して下さい。行き先メニューガ複数の

ウインドーにわたるとき、 vマークガ点滅表示されます。何も選択しない状態で決定ボタンを押すと、

次の行き先場所ガ表示されます。キーボードでは、スペースキーに対応しています（88版〉。

又、ウインドー右下〔MAP〕の戸イコンを選択すると工クセリオンの全体図ガ表示され、 MAPモ

ードlこなります。 （後述〉

4. (SAVE〕
現在の状態をセーブします。確認をしてきますので

入力してください。きま芝、クイズモードではセーブガ

できませんので、なるべく、こまめにセーブする事を

おすすめします。

セーブ後、ゲーム終了する、しないを聞いてきます

ので、選択してください。ゲームを途中で終わらせる

ときには、このコマンドで一度終了させてから、本体の電源を切って下さい。

5. (LOAD〕

セーブしてある状態から、始めだいときに選択して下さい。一度確認してきますので、ロードする、

しない、を入力して下さい。また、データをロードすると、ドライブ21こ入っているシナリオ・ディ

スクの入れ替えを、指示してくることガありま守ので、それに従って下さい。

6.〔HELP〕
ゲーム、または、操作に関するメッセ

ーヲやヒントを見ることができます。

しかし、ゲーム制作側は、その内容につ

いての保証を全くしていないことを、あ

らかじめご了承下さいませ。

ミ

〈キーボードの‘HELP" Z安定は、
、説明”キーでもみることガできます。〉

ア．〔SCRAMBLE〕
画面を含む、緊急PAUSE機能を行

います。このゲームを行っている事ガ、

自分の立場上非常にまずくなったとき選

択して下さい。

（キーボードの＂ HOME CLR" 
Z安定は、、薗面消去H キーにも常時対応し

しています。ご活用下さい。）

*MA Pモード

工クセリオンの全体図ガ表示され、現地点から移動できる場所ガ図示されきます。このモードでは、

〔MOVE〕、〔しOAD〕、〔SAVE〕、（HELP〕、〔S?.RAMBしE〕

のコマンドガ使用できます。 MOVEコマンドで移動すると、戸ドベンチヤー画面lこ戻ります。又、

コマンド選択のときに、キャンセルすること1こよっても戸ドベンチャー画面に復帰できます。

12.クイスパート ｜ 
目的の女の子を援し出すと、いよいよクイズパートです。

クイズにはYESガNOで答えて下さい。まだ、オ問ごとに時間制限ガありますので、できるだけすば

やく答えて下さい。時間経過ごとに YES/NOのボタンの周りのインジケータ－：ガ減少していきます。

全部消えるとタイムオーバーですので注意／／

クイズは1ミッション25聞です。 1ミッション中その正解率ガ80%以上（20間以上正解〉だと見

事合格です。合格すると、なんと相手の女の子の服ガオ枝脱げてしまうんです。そのかわり、不合格だと、

オ校着てしまいます。相手の女の子ガもうなにも脱げなくなると、そのシナリオはクリ戸です。逆にこれ

以上着れないときに不合格！となると、どのシナリオ！と於いてもゲーム・オ パーになってしまいます。

クイズ対決はサシナリオで8ミッションまでです。それ

でもまだ勝負ガつかないという、しぶとい方にはジャンケ

ン・ミッションガ待っています。ジャンケンに勝つと女の

子ガ服を脱いでくれますガ、ジャンケンに負けても女の子

は服を着ませんので、存分に楽しんで下さい。

女の子ガ服を着芝り脱いだりしだ画面上、ポインタでそ

の女の子のある部分をタッチすると、彼女の反応ガ楽しめ

だりします・ H ・H ・－－。注：デバイスガキーボードの傷合には

できませんII(88版〉
＊クイズパートでも画面上戸イコンE安定は、キーに対応し

てSCRAMSしE、HELP機能ガご使用になれます。

カット：ひぐちぎみこ
5 



『電脳学園』の~＼勝攻略本？登場．グ

電脳学園Extr~
ウンチクも加わった

、あの手H

のクイズ155問／

定価890円

8 

アニメーションからSFX映像、そしてパソコンゲームまで。あらゆる映像世界で活躍

する新進気鋭の若きクリヱーター集団、それがGAINAXです。

「アマチユアにしてここまで／」とプロを顔色無さしめた”DAICON Wオ

ープニングアニメ、‘(1983）を製作したDAICONFILMを母体として19例年

に霞立。劇場用アニメ大作、、オネアミスの翼／王立宇宙軍バ1986）をひっさげて

アニメ・映像業界にデビューしました。

その後、秀れたオリジナルビデオアニメーションに与えられる日本スーパーア

ニメ大賞のグランプリ作局となった”トップをねらえム、

をはじめとして、 SFXビデオ作晶”ドラゴンクエスト

ファンタジアビデオ柄、人気ロックアーチストのミュー

ジックビデオ、 B0WYrマリオネット」・布袋寅泰「ギ

タリズム』、パソコンゲーム界ヘ進出した u電脳学園シ

υーズ眠、そしてNHK90年度連続アニメ作愚 m必しぎ

の海のナディアm と、常に映像業界に新風を吹き込む話

題作を提供し続けています。

これからもGAINAXの送り出す映像作品群に、ど

うぞご期待下さい／

圃パソコンゲームソフトのご案内

襲
J封

書E謎の学園ガ舞台のちょっとHな
時クイズ＋戸ドベンチャーゲーム。

学園を代表する3人の女の子ガ
あな定に出題／ 特撮・戸ニメ
．コミック等マ二戸ツクなクイ

ズ600聞をクリ戸するとー・－！？

1
1
1
1！
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国j問自国回－~.ii.. 

－圃圃園醐圃陪醐周監置時四・晒lill置薗－

・・・圃画・－・珊哩竃軍書竃覇軍置置置置恒司・圃・・

圃園理盟
’89年度ビデオ戸二メ界の話題を
狙占したあの rトップをねらえ

／』ガ、戸ニメのオI）ジナルス

タッフの手！こより、堂々ゲーム
化成る／マ二戸も絶句の超難問

クイズ、ロシ戸・マルクス関係
にお聾犠クイズと君の頭脳に挑

戦／

園田陣品調艶聞聞置置畑副・圃置彊..  ・

GAINAXでは、こんなゲームを制作しています／

園轟盟国

首都高を炎lこ染める謎の工戸パ
イクライターの正体は！？ キャ
ラクター・デザインに新田真子、
明貴美加、菊池通隆氏らを迎え、

すさまじいクイズ・パトルガ
火花を敏らす／〈乗り物クイズ

編〉できも限定解除を目指せグ

・・田・同居酒園田咽掴監圃圃舗町阻餌軍軍轟圃圃圃

・電脳学園シリーズは・．．．．．

’PC88C円SR以降5・2DC4校組） FM音源・マウス・ジョ
イスティック対応戸ナログRGBモニタ限定
lll>PC9801VM以降5’2HD/3.5’2HDC4校組） FM・ 
マウス対応戸ナログ400ラインRGBモニタ限定 VM及
びUVは要16色ポート※シナリオIの98版のみ、要MS-0
OS、重要640KB 
※当社の商昂は CPC-286シリーズ〕に対応しています。

また、 98シリーズのラップトップ型での動作は保証い疋しか
ねます。

『サイレントメビウスバ麻宮騎亜／角川書店〕ゲーム化権取

得／ 戸ドベンチャゲーム化決定グ



•PRETTY FIGURES 
u.m；羽田E君臨(O］露呈筆語宮司・・・

.脳学・IICも登舗した、ちょっぴりHな
「燭嘗さん」をかわいーくキット化しまし定。
ディスプレイの横巳さりげなく置き定い・
金高約2Qcm0

E逼圃圃岨掴圃園園田・・・・・・・・・・

園トッフをねらえ l

E 園田岡酒田園園田園

2 

毎年夏とさきの2固開催さ
れるガレージキットの展
示即売会愉ワンダーフェ
スティパルM 第8固のマ
スコットガールを限定キ
ット化／全高絢2Qcm0

園温圃薗血歯菌値圏幽圃圃

明貴美加氏デザインによ
る究極の美少女シリーズ
ガスタート。名伺けてA
〈明貴〉、 8（美少女〉、 C
（コレクション〉。その第
守弾です。全高舵＇.4c冊。

・・.;m置置圃Iii幅瞳量圃置圃圃・・・

ABC第2弾lcl:S.H.A.
D.O.月面基地の女性コス
チユームを明貴涜Cデザ
イン。タイトなスペース
スーツを完全再現しまし
た。金高翻25cm。

・・::II圃園田町田両置面画置圃皿・・・

GAINAX製作の趨面白OVA『トップをねらえ』。 飛び徹る

汗J ゆれる胸／ 巨大ロボットガンパスターl ビデオと

フィギユ戸の2段攻撃に君は耐えられるか！？

魅力的なボディラインガ自慢のトップ・キャラをリ戸ルに再現。
瞳デ力一JlA昔。 各金高2Qcm。

~園田岡園田園圃・・・・・・・・・・・・・・・・・

’P 

'3.P.CLUBつてな～Iこ？
ゼネラルブロダクツのユーザー・サービスとしまして、入会すると数々 の特典を受けられる

”G.P.C.”をご案内します．

~G.P.C.に入会するとこんな特典が
回全商晶割引サービスグ

＊ゼネラルブロタフツの商晶はすべて10%0FFI
（税込商晶代金×0.9＝割引されだ商晶代金です0 1円未満I~切り鎗てです）

＊他社の商昂はすべて5%0FFI（税銀商畠代金×消費税1.03XQ.95＝割引された商畠代金です）

園返局・ 3t換サービス．グ
＊通販で商畠到着後、 2週間以内ならば商畠の遮晶・爽蝿は自由ですf
その際I~電話（遠方の万lまハガキで状況を連錨）説明して頂いてから手続きを行います．

＊受信I~、未組立・未使用の場合！このみ眠らせて頂きます（申し訳ありませんガ返送料はお客
犠！こ負担して頂きます．不良晶の受換の場合I~、もちろん返送料は当社ガ負担します）※」二
記回国のサービスは、通販及び当社主催のイベントでの購入！こ限ります．

図スペシャル・パーゲン実施．グ
＊会聞のみの特別バーゲンセールを年2園、春と秋！こ行いますf

圏各種イベントへの優待サービスグ
＊ワンダーフエスティlUレ入場料割引怠ど、ゼネラルブロダクツガ主催・開催するイベントで
l志、すべて何らかの値待を憂けることができます（必ず会員証をご持診下さい〉。

固月刊情報誌G.Pressをお届けします．グ
＊＞＇ニメ、特慮、ガレージキット等の愚新情報や、各界育名人のインタビュー、そして当祉の
新製昂紹介、イベント情報を満織しだ会報を毎月お手元巴届けま写f

V気になる入会方法は
目新しく入会を希望する皆さんは、以下の要領で手続きをして下さい。
＊下段のG.P.C.入会申し込み用紙に必要事項を記入し、年会費2000円を同封して、現金書留
または郵便為替で「G.P.C.事務局」までお送り下さい．

•G.P.C.の会費I~、年会費2000円のみ．会員権l剖年間育刻で、T 年寄に更新します．
・お送り先・〒180東京都武蔵野市吉祥寺東町2-7-1東町ピル2F欄ゼネラルブロダクツ
G.P.C.事務局 ft（倒22)22-19即〈受伺12:00～叩：∞〉

私は 年 月よりG.P.C.Iこ入会を希望します。つきましては年会費2.000円を
I~て納入致しますので登録の上、新会員証及びG.P『宙S置新号を送惜願います。

フリガナ
会員NaI （何も’か怠いで下さい〉

お名前

フリガナ

ご住所
Toi 

｜血液型l

（コピー可） 7 



通信販売申し込み方訟のご案内
このミ二カタログに掲戴されている商昂は、すべてゼネラルプロ

ダクツで購入する事ができますグ

図現金書留・普通為替・定額小潟替の場合
画面代金合計と送料500円（商晶代金の合計ガ5000円以上の湯合は無料）を加えた総計金額を

現金書留又は普通為替／定額小為替（書留ガ安全です）！こて、ゼネブ口東京店までお送り下さ

固郵便振替の場合
郵便銀替用紙の裏面通信欄に、注文商畠名と個数、サイズ、色等と電話番号を明記して下さい。

高畠代金合計と送料500円（高晶代金の合計ガ5000円以上の場合le!:無料）を加えた総罰金額を、

郵便局の窓口から送金して下さい。

砂振替番号東京8-350836
惨加入者名株式会社ゼネラルプロダクツ

0当社に代金ガ到着後、基本的に約一週間でお手元lこお届け致します。

oこのミニカタログに掲載されている商晶はすべて税込価格。

園テレホンショッピンク‘の場合
従来の通販（囚園）方法と違い、あ怠たガゼネブ口に直綾電話で申し込むので事故の山配Id:ゼロ

です。

①まず電話をする前に、注文される商昆の商昂名／メーカー／サイズ／値段等を確認して下さ

し1。
＠昼12時から夜8時までに下記のゼネブ口通販部ヘ電話して申し込んで下さい．

③申し込みされてから約一週間で宅E便ガ届きます（地減によって異なります〉。

④代金は商畠と引換で後払いですから、宅配便の人lこお金を渡して下さい。

お支払いの総額は「代金」＋「手数料500円」＋「送料500円」の合計と怠ります。ただし

「代金」ガ5000円以上の場合は CGPクラブの入会金も含みます）、「送料5PO円」はサービスで

無料となり、お支払いの総額は「代金」＋「手数料500円」の合計と怠ります。ご注意下さい。

テレホンショッピングの電話は

0422・22-1980
昼12時～夜ア時まで受付

固ファクシミリサービ、スの場合
当社では24時間対応のFAXIこよるご法文もお待ちしています。

①SPの通販申し込ゐ用紙lこ必要事項を記入の』二、下記のFAX番号へお申し込み下さい。

以下の手続きは固の場合と同じです。

ファクシミリサービスのFAX番号は

0422-22・1280
24時間受付

6 

・サイレントメビウス
麻宮騎壷氏入漢の電脳サイキック戸クションコミック「サイレントメビウスJIJ、

GAIN AXの笛る作画力でゲーム化決定グキャラクターグツズも続々 登場です。
お楽しみ！こ／（月刊コミックコンブ連蔵中）

匝liUI!圏直温量画盟E量量掴．．． 
描きおろしイラストで迫るシリーズ。第T弾

Id:「香津美・リキューlvJ。AMPの美女遣をT人
づっ商由化します。

..圏直圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃園田田園町冨n－.圃醐E・E・－－

回

田
・巴，lfll~彊~望EヨE冒碍』四国i::::=-

対妖魔特殊嘗察＝AMPのマークを君のマーク
を君の手にJ

－冒画面園調町田町姐~留置置圃園園田岡町富岡田昌．『剖・・・・

・ファイブスター物語 E阻量週m・E量量盟園量~
ミラーヲユナイトTシャツ￥2500、同トレーナー￥5800、ミラー

異世界に練り広げられる騎士遣の戦い。 TheFive Star ジユマスク、ナイト・オブ・ゴールドTシャツ各￥2800
Stories，家野聾氏の手により『二ユータイプ』蕗で絶貸連

畿中の人気シリーズ。

ミラージュナイトとトリオテンブルをイメージ
にして、本皮叢りのベースに真ちゅうプレート
で仕上げまし定。⑧ミラージュナイトA⑮ミラ
ージユナイトB⑥ミラージユナイトC⑫テンプ
ルナイト

Eコ富田園置田直面面冨置園開園圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃園田

D5a晒・唱団居直罰II'~飢倒~函l:lll:ii・四

コーラスの守り、トリ
オテンブルのシンボル
マークを戸ダルトグツ
ズlこ／ 七宝焼製。
（写真はタイピン〉

E園置軍軍冨翠E翠翠・a冨盟霊園圃・
重政撃モーターヘッドを、メタルフィギユ戸としては他に類を見な
い、ハイ・クオリティ怠ディティールで完全再現。全高7Qmm。

盟国園量量＆藍E
戸マテラスの近衛騎士図
ミラーヲユナイツの駆る
M.H.。全高50剛。

•:llllll置園町田iii酪昌昭圃E凹L岨・・・

11・t ~＇~＂＂ • • • ·~艶 匝ミラージユナイツ＇／／＼ ツジ・タイビン
ド~＇＇~；＇；；.，.一両ー~－ r; タイタック 惨税込価格各￥ 1500 

iυV E四冨 置 町 周闘 語 圏腰 欄

｜固AKIRA／金田のパイク 料込価格￥ 128日日

戸二メシーンを震織させた
超大作『戸キラ』。その申で
主人公金固と共に、近未来
都市ネオ東京を駆け鍍けた
ス－／~－／Tイクを、1/8とい
うビッグスケールでキット
化。 30cmを超える迫力は他
社の追随を許しません／

8 



•ARIEL／エリアル
笹本箱一氏の同名小説（朝日ソノラマ刊）に

登場する全長40mのハイレグ美女ロボット u

工リ戸ルH 並びにその箔乗要員である3人の

美少女、美亜、綱、和美を完全立体化／

・量匡園巨直面薗園置E軍－・

柔らかいビニール製ですから、動
く動く手1.1動く、ロガ動く、しか
も置き物として床の聞に置くのも
一興かも！？全長約3Qcm

＊組立てキットで"11"。

BH.iilJI霊亙彊....＿ E盟理盟国圃

匝園圏直圏直璽彊重量・・・・・・・・・・・圃

」圏圃
ピックスケールでキ

ット化IH度100万倍
のNEW戸イテム。

... 圃

フィギユ戸はやはり
キャストで、の声lこお
Rえして、新作キット
化／「剣」伺。

也』
ソフピフィギユ戸の

バイオ二戸として、ベ
ストセラー商畠となり
ましだ。瞳デ力一JIA官。

・レプリカマスク
パーティーで、自主映画で、スーパーヒーローに変

身したい／ というあなたも大丈夫。ゼネプロに

まかせなさい／

If；~・温:::IJ 甥Z函』 墨田・・・・・2歯菌liiil函... 盟彊

園田明離主主勢糧難鶴輯軸誌鞠犠 ~~fi"事・開聞開閉
.. 空軍 事礎調園臨義 援態醐輔E襲鍾趨醸欝噛E糊寵欝義 者 ·~ 都＃衛能・トヨ

.. 面也~必 品議濁援法窓 か霊長 嘆鱒護第務提週量鑓務鰭鶴範務審．瞬静護繕濃路伊 ., . 可易保 . .；...－幽圃幽圃．．．． ・・・圃

・・・区立盤塑務糊樽議p曜掲鵡盤調艦露醤F議網開通婿斜笠立込ゐ4温・・・・・・・・・

晶圃圃・

影の王子、現わる／悪の魅力を
題能して下さい。

4 

さきすぐ欲しいf 作りたいf というあなたのおl~TEし／FA
XI之よる受付も開始．グ 詳しくは次のページを見てね。

磁フィギュア、レプリカマスクは未撞華・組立キットです。

置商ライダーTシャツ（LLL) ¥2旬。 同／宇宙カプセル1/35 同ーポスタ ¥ 800 

恒面ライダータイピンパッジ ¥12日日 同／4号ロケ！ノト1/72 ¥8500 サンダーバード2号由いぐるみ ¥7800 

ファイブ・スター・ストーリーズ DA I CON Ill ・Nポスター 書￥印。 科特障タイピンータイ夕、yクー ITッジ 各￥1200

ナイトオプゴールド1/300 ¥1500 DA I CON岡田女の子 ¥600 S.H.A.D O タイピン・，，ッジ 各￥1500

クロスーミラージュ1/300 ¥1~泊。 DA ICON Wの女の子・陶器完成品 価格未定 TDF タイピン タイタック.，，ッジ 各￥1200

《4 ベルリン1/300 ¥1250 DAICONFILMレーザーディスク ¥ 16000 科特障鹿製キーホルダー ¥1000 

ジュノ ン桂期型1/3凹 ¥1250 DA ICON Wの女の子Tシャツ ¥ 1800 TDF車製キーホルダー ¥1000 

，，ッシューブラックグラード1/300 ¥12切 トップをねらえITシャツ ¥ 1800 スパイダーショットキーホルダー ¥ 400 

サイレン1/300 ¥1500 特録映像関連アイテム MAT，タイピン、Jトyジ 各￥1500

ジュノーン初期盤 1/3凹 ¥ 1500 ウルトラアイ原寸大 ¥ 400 国際救助隊・タイピン、バッジ 各￥1500

ミラージュセットA1/300 ¥ 800 海底軍艦ペーパートイ1/700 ¥ 600 TDF/SSSPメタルバッジ 各￥ 300 

コーラスセット 1/300 ¥ 800 MATステッカー ¥ 400 DANGER七宝焼タイヒン ¥1200 

ミラージュセット B1/300 ¥ 800 ウルトラ曹備障ビッグステッカー ¥1000 RESCUE同タイビン ¥1200 

ベイルセット1/300 ￥即日 帰ってきたウルトラマン・ Tシャツ ¥2即日 ニュークリア／タイヒーン、，，.，ジ 各￥1500

武掠セットE1/300 ¥800 ウルトラ警備隊Tンャツ ジオン軍マークノ，.，ン ¥1500 

ブーレイ 1/300 ¥3000 エリアル・河合実亜 1/8 ¥5300 関白憧ーメカオペ・ポスタ I、!I 各￥ 600 

ナイトオブゴールドDX1/300 ¥3000 ヱりアル岸田和豊 1/8 ¥5300 いしいひきいちパイ卜君陶器人形 ¥1羽日

ジュノール・リアルフェイス 1/300 ¥ 1250 エリアルー岸田睦 1/8 ¥5300 ポーズフィキeユア1/12 ¥1030 

F.S. S星回図ポスタ 判的日 タカヤノリコDX 1/8 ¥4000 へッド・エンプレム ¥1300 

ポニーメタルU-GAIM アマノカズミ DX I／自 ¥4000 3メトルの宇宙人1/12 ¥3000 

U-GAIMl/6フィギュア ¥5800 クレクレタコラーソフビ1/8 ¥2500 クロパン大王1/7凹 ¥4120 

U-GAIM ・マグカップ ¥1200 スケパン刑事／酷恒薗I/I ¥2000 百式宇宙艦1/350 ￥引20

U-GAIM Tシャツ（フリー） ¥3000 同・ヨーヨー ¥2500 電脳学園 I( PCSS/98版） 各￥88凹

ワンフェス自の女の子フィギュア1/8 ¥5800 パワードスーツソフビキット 1/8 ¥ 12800 ・電脳学園I(M SX2版） ¥8800 

王立宇宙軍／オネアミスの翼 キャプテンスカーレy卜／追跡戦闘車1/35¥4800 電脳学園!I( PC88/98版） 各￥88凹

王立宇宙軍／ロノカ 1/72 ¥4000 プレードランナー／ポリススピナー1/24 ￥白日日 ． 電脳学園皿（PC88/98版） 各￥88凹

同／第三スチラドゥ1/72 ¥4000 同・スヒ’ナーステッカー ¥1200 ． ドラゴンクエストジゲノ＿，Tズル ¥2800 

第一回日本パソコンゲーム大会のお知らせJ ｜ 
「／やノゲ一大会においでよっ／」01990年5月3・4日、 、

東京は千代田区の日本都市センターホールlこおいて、 _, 

『第一回日本パ、ノコンゲーム大会』ガ開催されます。

このイベントは、メーカー主催の機種説明会や販売促

進会とは全く異なる、 「nソコンゲームとパソコンユー

ザーの芝めのイベント」です。 「メーカーに関わらず、

パソゲーについての色々なことを、見たり聞いだり質問

したりして、もっとゲームのことよ良＜知りたい／」と

いう人のための、ユーザーとメーカーガダイレクトに戸

クセスできる「場」。それガこの『第一回日本パソコンゲーム大会』なのです。イベントメニューも盛りだ

くさん、パソゲーガネタの、お祭り、、としておもいっきり遊んでいただけるハズです。

現在参加者を募集中。あ問合せは附ゼネラルブロダクツ内・第一回日本パソコンゲーム大会事務局まで。

郵便でもTEしでもOK。お気軽lこお申し込み、お問い合せ下さい。

なあ、側ゼネラルブロダクツではこの大会会場において、新作AVG『サイレントメビウス』CPC9801
版、 6月10日発売予定〉のデモプレイと限定特典付予約を予定しております。
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電脳学園皿 トッフ．をねらえ！

ごめんなさいのマニュアル訂正及び追加です。

PC-8801シリーズお使いの方
4ページの遊び方（3）キーボードをお使いの方
9801シリーズと同様にテンキーの2、4、6、

8でポインタを移動させてコマンドをアイコンで選ん
で下さい。決定はZキー、キャンセルはXキーです。

PC-9801シリーズお使いの方
ハードディスクをお持ちの方はハードディスクのMS

-DO S領域へのインストールが可能です。以下にその
方法を紹介します。

1 ）ゲームディスクの内容をAディスクから順番にハ
ードディスクのカレントディレクトリにCOP Yし
ていきます。

2）コマンドから fAUTOEXECJとタイプしてリターン
します。

本ハードディスクへのインストールはMS-DOSを熟
知していない方が行いますと最悪の場合大切なハードデ
ィスクのデータを破壊する恐れがあります。その場合で
も当社ではその責を一切負いかねますのでご注意下さい。



【トップをねらえ！ オリジナル商品のご案内】
食GAINA X制作の超面白Ov A 『トップをねらえ！』

飛び散る汗！ ゆれる胸！ 巨大ロポットガンパスター！

ゲームとビデオ、フィギュアの三段攻撃いよいよ開始！！

ディスプレイの傍らに、あなたの胸に、
いつまでも T0 Pは輝き続けます……

① ソフトビニール製組立キット『ガンパスター』
全長約 40~：.－ 1/500 無塗装税込￥ 9800
究極の巨大ロボット、大迫力スケールで堂々完成！

② 『マシーン兵器RXー7：ノリコスペシャル』
キャスト＆メタル製約 25.l:.- 1/3ち 無塗装

ノリコの愛機［ナウシカ］をキット化！ ¥8800 
③ キャスト製フィギュアモデル『タカヤ ノリコ』、

『アマノ カズミ』『ユング フロイト』約 20孝ン

1/8 セクシーな体操服姿（服は取外し可） 特製
瞳デカール付無塗装各￥ 4800

④ 『タカヤ ノリコ DX』『アマノ カズミ DX』

大好評のT0 Pフィギュアに、より一層セクシ一度ア
ップのデラックスタイプ新登場 各￥ 4000

⑤ 『トップをねらえ！ オリジナルTシャツ』
ノリコが、カズミが、ユングが、あなたの胸に踊る！
白地に二色刷り フリーサイズ ¥1800 

【Gp C会員限定モデル】

⑥ 地球帝国宇宙軍第四世代型戦艦エクセリオン メタル
キット 1/44000 無塗装 ¥3500 

⑦ 同第五世代型戦艦エルトリウム キャスト製組立キッ
ト 1/200000! 無塗装 ¥8500 

⑧ パスターマシン 1号＆ 2号（ 2機セット） メタルキ
ット 1/2500 無塗装 ¥1800 

食商品のお申し込み、 Gp Cに関するお問合せは、ゼネプ

ロまでお電話で！ 昼 12時より夜7時まで受付中！
TEL0422  (22)  1980  



芸高－［！司B2ドノミモノ二7／ラ計、一－.Lλ

コた五言雪主主力日二菩雪二た事事主長仁J=r! ! 

パソコンゲームファンが、聞きたい、聞いたい、知りたい、見たいもの

生の情報をたくさん集め、ユーザーとメーカーが一緒になって楽しめる

そんな fお祭り Jを日本で布院て開く事になりました！

・・90生手日月 3/4日・・
［会場：日本都市センターホール］

メディアのフィルターを通さずに、ユーザーとメーカーを直結する『第一

回日本パソコンゲーム大会』では、国内外からのゲストを迎え、もり沢山

のプログラムをご用意します！

酎寺≫＇Ji轍『コンビューター化されたRPGの未来』（予定）

・・ロード園ブリティッシュ

『ウィザードリィはどこまて就く？』 （予定）

・・ロパート・ウッドヘッド

圏パネルディスカッション／ゲーム業界リクルート情報とココだけの話／

パソコン通信の部屋／飯島健男オンステージ Iここだけの話j／海外ゲー

ム情報局／テーブルトークRPG体験の部屋／ウルトラクイズ大会（賞品

多数！）／ミュージックライヴ（合・交渉・検討中）その他、楽しいプロ

グラムをいっぱい準備中です！

口参加費本大会のみ2日間通し￥7800

合宿俗~み ¥1匹800

※一般参加、合宿を含め、すべて定員制です。あらかじめ参力瞳録いただ

けませんと、当日の入場はできません。

仁惨加申し込み方法は、下記までお気軽にお謡番ください。

一「E L 0422  22  1980  
ゼネラルプロダクツ内大会事務局昼12時より夜7時まで受付

※ただ今、同人ソフトサークルの方やパソコン通信ネットの皆さんの参加

も大募集てす！ 詳しくは、お電話でお問合せ下さい食



このゲームについてのご意見・ご感想・イラストなど何でもあ書きください。

ペンネーム



41円切手を

はって下さいε

住 所

フリガナ
ーー，・・ー』 F ”・・・・ー”・・・・

民 名

生年月日

職 業

学 年

購入ソフト名

お持ちの機種

郵便はがき

田園固－口口

東京都武蔵野市
吉祥寺東町2-7-1
東町ビル2F

株式会社ガイナックス
アンケート係行

T 

まま

－ー・ー，－－－－－－－－－－－－－－－－・・・・・・ーー・・・－ ----－ー・・・ーーーー，・ーーー－

19 年 月 歳｜男女

大 高 中 小（ ）年生

メーカー名 機種名



41円切手を

はって下さい。

f主 所

フリガナ
ーーーーーーーーーーーー・ーーーーー・ー

氏 名

生年月日

職 業

学 年

購入ソフト名

お持ちの機種

郵便はがき

旧図固－口口

東京都武蔵野市
吉祥寺東町2-7-1
東町ビル2F

株式会社ガイナックス
アンケート係行

T 

告

ーー－－値・ーーーーー・，－ -－ーー・ーーーー・.---------－明・－，ーー，ーーーーーーーーーーーーーー

19 年 月 日生 ｜ 歳｜ 男・女

大 高 中 小（ ）年生

メーカー名 機種名



アンケート l 
ガイナックスのソフトをお買上げいただき、ありがとうございます。より

良い製昂をIJるために、アンケートにご協力ください。

Ql 之のソフトを何でお知りになりましたか？

①雑誌の広告（誌名・

⑧雑誌の紹介記事｛誌名・

⑧店頭で見て⑥友人から聞いて⑤カタログを見て

⑧その他｛

02 どこのお店で贈入しましたか？

店名（ ）贈入日19 年 月 日

ロ3 現在、ソフトを何本くらいお持ちですか？ ｛ 本）

04 1；カ月に何本くらいソフトを臆入しますか？

叉、ソフトの購入にいくらくらい使いますか？

1ヶ月の平均購入数｛約 本｝

それに使う金額（約 円）

05 GAINAXでゲーム化してほしい作晶はありますか？

（ ）  
QB どんな錐誌を臆読していますか？

パソコン雑箆｛

その他の雑誌｛

07 Zのソフトについて以下の質問にお答えください。

①内容 おもしろい 普通 おもしろくない

⑧遊び方使いやすい 普通 使いすらい

③価格安い 普通 商い

QB あなたがお持ちの付属機器にOをつけて下さい。

①パスマウス⑧シリアルマウス③ジョイスティック⑥ジョイパット

⑤プリンター⑥イメージスキャナー⑦モデム⑮八一ドディスク

⑮RAMデスク⑩その他｛ ） 

09 あなたが付！？でほしいと思う『オマケ」を教えて下さい。

ロ1日このゲームについてのご意見・ご感想など何でもお書き下さい。


