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スーパーモトクロス概要
多彩なコースをリ戸ルな動きで走りまわるスピード
感あふれるスーパーモトクロスゲーム。

このスーパーモトクロスゲームはRX-78専用

ジョイスティック・コントローラー（別売）が

・初l山者でも楽しめるタイムレースで実力をつけよう。

・2人で競うスピードレースでは、実戦さなガらのスリルを昧わ

えます0

・砂地、丸太、ジャンプ台の難関をいちどでクリ戸ーできれば、

もう一人前0

・バラエティー｜こ富んだ3つのコースを、それぞれ1～9周ぎで

選べます0

・ウイリー加速で本格的なレーサー気分に0

・ベスト5のタイムガ記録として残ります。

必要です。

本体のキーボードだけではプレイできません

のでご注意ください。
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ゲームの準備

⑦本体RX-78をテレビに接続してください。
本体取扱説明書にしだガって正しく鐘続してください。

ご注意力 トリツジをセットするまでは、本体のパワースイツ

チをOF Fにしてください。

②カートリツジをセットしてください。 ③ジョイスティックの接続のしかだ

T本体のパワ スイッチをOF Fにしてください。 PLAYER1 C赤いパイク〉は1のジャッフにジョイスティッ7

2力一トリッジを本体のうしろにあるカートリッジ差し込み口に のプラグを、 PLAYER2C緑のパイフ） ld:2のジャッフにジョ

差し込んでください。 イスティッフのプラグを差し込んでください。

3力 トリッジ差し込み口はA、82カ所あります。どちらでも

OKです。但し同時に2個差し込まないようにしてください。

4.力一トリッジはタイトル函を土にして、しっかりとラインまで

差し込んでください。
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ゲームの手順〈日ードlこよる操作〉 ト

111パワースイッチONIごしてください。
」一二」 （接続を確認してからONにしてください。〉

タイトル画面ガ音楽とともに表示されます。

キーボードのいずれかのキーを押すと次の画面になります。

直プレイヤー数とゲーム方法の綻

1 : ONE PLAYER (time race）＝オ人ゲームのタイムレース

2 : TWO PLAYER (time race)= 2人ゲームのタイムレース
(1人ずつ受互に〉

3 : TWO PLAYER (speed race)= 2人ゲームのスピードレース
(2人で岡崎スタ ト）

キーボードのT、2,3のいずれかを押すと次の画面になります。

（スペ スキーを押すとTを選んだことになります。）

[[[I豆困を押すとタイトル画面にもどります。 ／ 
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~コースの綻
オ ：1COURSE PLAY=1,  2、3コース（4ページ参照〉の中から

いずれかオつを選んでトライ。

2 : 3COURSE PLAY=1、2、3コースをそれぞれ1回ずつトライ。

キーボードの1,2のどちらかを押すと次の画面になります。

（スペースキーを押すと1を選んだことになり開。）

恒三豆同を押すとタイトル画面にもどります。

圃コースの選択

COURSE NO. ( 1、2、3) 1, 2, 3コース（4ページ参照〕
の中力らいずれかを選びます。

キボードのT、2、3のいずれかを押すと、それぞれのコ ス画面になります。

（スペースキーを押すと1を選んだこと巳なり詞a¥

匝工区画を押すとタイトル画面にもどります。 ／ 

主：品目損事霊長z::
〉

cιlUR言語E 同o. ( 1.2.3) 

〉
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直ラップ〈周回数測定

しAPCHANGE (1-9）＝オ ～9周のうち好きなラップを選べます。
Push Start Key （ラップの変更は再び別の敏を押す。〕

キーボードのオ ～9のいずれかを押し、スタートキ （スペースキー〕を押すと、

ゲームはスタ トします。

（ラップを設定しないでスタートキーを押すと、ラップは自動的1こ2周となります。〉

（恒喧亙耐を押すとタイトル画面にもどります。〉

スタート後の画面の情報

プレイヤ タイム 時速現在の周回数 周回敏

1コース

2コース

3コース



（ ジョイスティックの操作

①オートバイの方向とまガり方

上斜めを向きにする

オートバイを
上向きにする

上斜め右向きlこする

②オートバイのスピード操作

ブレーキ (0)：このキ を押すと、ブレーキ音とともに

オートバイの速度ガ遅くなります。

（押し続けてもオ トパイは止まりません。〕

戸フセル〔？～8）：進みたい方向に方向キ を倒すと、オー

トパイは除々に加速していきます。

〔だだし、 コース以外は走れません。）

ウイリ－ ) (9〕：このキーを押すとオ トパイガ土舗を上
ジャンプ j

J げ、ウイリーをしなガら加速しきます。

ンャンブ台で、このキーを押せぱジャン

ブできます。

左向きにする 右向きにする 急加速の仕方：方向キを倒し、ウイリーキーを押すと

オートバイは急加速します。

下斜めを向きlこする 下斜め右向きにする （だだし、ォ一山と方向キーの向V

きガ一致しないと転倒します。 ／ 

下向き1こする
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③難関の突破

砂地 砂地にはいるとハンドルをとられてコント

ロルがきかなくなります。

丸太 丸太を渡る時、オトパイはふらつきぎす。

100km以上のスピードで渡ろうとすると

オ トパイは軍国しぎす。

ジャンプ台 オートバイガジャンプ台にのぼりきつだ時

．ジャンプキー（ウイリーキー〉を押すと、

ジャンプすることガできます。

早すぎても遷すぎても話倒し、ジャンプ台

の手前からまだわり直しになります。

④転倒する時

・丸太を渡る時に100km以上のスピードガでている時0

・ウイリーをしなガらジャンブ台に乗つだ時。

・ジャンプ台で、タイミングよくジャンプキ を押さな

かつだ時0

・オ トパイ同志ガ接触しだ時。

・ウイリーをしなガらオ トパイと違う向きに方向キ

を倒した時。

⑤壁にぶつかる時

・コナで曲ガり切れない時など、壁にぶつかると、

オートバイはふらつきます。



・走行例 （ゲーム中に恒三亘同を押すとタイトル画面にもどります。〉

1コース 2コース 3コス

・ゴールイン

設定しだラップ数だけ走るとゴールインします。

（；宮山ER（…「ace)（］）時は勝つだ万ガ手をふり、負けた方ガうなだ）

自動的lこベストタイム表示の画面になります。

CWO PLAYER （… race）の時凪一方ガゴールしてから一定時酌と＼

自動的にベストタイム表示の画面に移ります。 ／ 
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・ベストタイム表示
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タイム表示

キーボードのいずれかのキーを

押すと次に進みます。

TWO PLAYER(time 「ace）を選んだ‘時時次のプレイヤーへ。2人ガ終了すればタイトル画面へ。

3 COURSE PLAYを選んだ、時時次のコースへ。3コース終了すればタイトル画面へ。

その他の場合時タイトル画面へ。
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・各コース〔1,2、3コース）のベストタイムは7周の平均タイムで 注オ：ゲームを途中で中断する（匝空空回を押す〉と、タイトル

表示されます。 画面にもどり、ベストタイムは表示されません。

（設定しだラップ数で所要時間相り、市の平均タイムを計｝ 注2：リセットスイッチを押すと、現在までのベスW ムは消

算して表示します。 ／ 去されます0

・100'DOよりおそいとベストタイム表示されぎせん。

• ALL BEST 5は3COURSEPLAYを選び、 3コース終

了しだ時に記録されます。

（各コースの1周の平均タイムを合計して表示します。〕

• ALL BEST 5では300”00よりおそいとペストタイム表示さ

れません0

・プレイヤーのベストタイムガ現在までのベスト5よりよまわれ

lま、ペスト5に記録されます。

・タイム表示は点滅します。
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取り扱い上のご注意 ｜ 
力一トljッジのコネクタ一口はホコリなどで汚れないようにして

ください。

EB~日日制 ELECTA即応5
椋式会社パ．ンヲ·~ H.E.D.事業部

干106東京都港区六本木5-163 

インペリア）~·フォラム六本木・アネックス6F

お問い合わせ先

パンタイエレクトロ＝クス
サービス・センター
本 部／東京都千代田区神田神保町｜ ー33 2第百生命ビル4F

合（03)233-0381（代表）

札 幌／包（011)862 2430 

仙台／含（0222)84 9420 

新潟／宮（0252)33 6541 

名古屋／合（052)613-3434

大阪／ft(06)942-2647 

広 島／！！（082)292-6241

福岡／宮（092)622ー 1741
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