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健康上の安全に関するご注意
つIr Cl")t:;いれ んぞ〈’M’ じ＇、ん けん二＇H l’ーの

疲れた状態や、連続して長時間にわたるプレイは、健康上好ましくありません
<! In. ウ ，／：. tl.t” し＂＇ てんめ勺 う

ので避けてくださL、。また、ごく希に、強仁、光の刺激や、点r成を受けたり、テレビ

歯笛挙を克たりしている詩に、三蒔自にt自民のけいれんや、老議の誕英語の
l..liCli けいl，ん "' Lるう＂ う It.I，ん υ＇ 
症状を経験する人がいます二こうした症状を経験した人は、テレビゲームをす
'A,. Ir-'<'> LI,. そうどん

る前に必ず医師と相談してください。また、テレビゲームをしていて、このような
l..l i ~l 令 釘 ぱ l>L 'f> L l. I..’＂寄っ号
症状が起きた場合には、ゲームを止め、医師の診察を受けてください。
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世界は大不況に見舞われ、各国の経済は崩壕の危機に直面した。

日本もまたその例外ではなかった。かつての超ハイテク都市・

東京も、失業者が衝にあふれ、ありとあらゆる人種の入り乱れる

一大無法地帯と化した。治安は乱れ、警察はその機能を失い、“暴

力＝「力j”が街を支配しようとしていた

そして 2020年ー・“富士山大爆発”

あきらめと腐敗の中、街は活気を失いつつあった。だが、荒廃し

地獄と化したこの一帯は、「力jを求め続ける若者達にと って天国

そのものだった。度胸とスピードを競う彼等の、ハイチューンド

サイバーカーのエキソーストノ 卜が響き，度り、同時に街は、不

良グループの抗争の場となっていった

飽くことなく繰り返される闘し、の中、武装マシンを駆り抗争相手

を全て潰したグループが現れた。“美神”...・a・それは、美しさの中に

凍りつくまでの凶暴性を秘めた総長“涼子”と、抜群のドライブテク

ニックを誇る No.2“リサ”が率いる地獄の女神達であった

“リサ”は噂の街道レーサー“コージ”と出会った。かつての名車

「コブラ 429」を自在に操るこの“最速の男”には、挑戦する走

り屋達が後を絶たなL、。良きライハルとしてスピードを競い、テ

クニy クを極め、勝負を重ねるうち、二人は引かれ合い、次第に

近づいていった。真の「走りJに目覚め、“美神”を変えようとす

るリサと、「力Jによる支配にこだわる涼子の衝突は続く。やがて

リサは“美神”を離れ、コージと行動を共にするようになった・・…。

涼子はリサを許さなし、。関東エリアの街道レーサー達を徹底的に

マークする“美神”。その極悪非道な魔の手がリサと コージに襲い

かかろうとしていた 。
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＠ボタン

。ボタン

ボタン

＠ボタン
＋キ－ ‘翠m ボタン

レースシーン バトルシーン オプションモード

e田Bボタン ゲームス・タポーートズ ゲームス．タポーートズ 項・レ目ベのル決の定決定

＋キー ステアリング操作 プレイヤー操作 項・レ目ベのル決の定決定

＠ボタン ニトロタンク使用

ボタン ブレーキ ジャンプ

＠ ボタン リペアキット使用 大攻撃 一
＠ ボタン アクセル 小攻撃

L ボタン 防御

開ボタン 防御

．このボヲン設定は 「初期設定Jです。サブヲイ 卜ル画面からすぐ

にス安一卜すると、このボタン操作となります。

．ポ$1ン設定は、オプションモードにより変更できますo.-P.5

．以下のページでは＠ ボヲン・篭ilJii，ポヲンなどの「ポヲン」

を省略し、e. t':'il.fil’ のように表記しています。



圃サブタイトル画面の時にεilJDを押すと、モードセレク卜画

面になります。

園＋キーの上下で 「GAMESTARTJを選び‘ヨm，を押すと、

キャラク安一セレクト画面にな

ります。

園＋キ の左右で好きなキャラヲ

ヲーを選び、 ‘革m・ を押す

と、ゲームがス合一トします。

日サブヲイトル画面の時lこ‘主m・を押すと、モ ドセレク卜

画面になります。

園＋キ の上下で fVS・BATTLE」を選び‘ヨm・ を押すと、キ

ャラクターセレクト画面になります。

園＋キーの左右で全7人のキャラクターの中から 1p側、 2P倶IJを

それぞれ選ぴ、‘革副E・を押す

と、プレイヤ一同士で対戦でき

る“J、トルアクション”ゲ ムが

スター卜します。また、対コン

ビューヲ一戦も可能です。
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設定変更・選択画面

日サブ合イ卜ル画面の時に‘軍1Jli’を押すと、モードセレクト

函函になります。

図＋キーの上下で「OPTIONMODE」を選び、‘軍1Jli・ を押すと、

設定変更 ・選択画面になります。

園＋キーで以下の項目の設定変更 ・選択ができます0・GAMELEVEL＝ゲームレベル
ゲームの難易度の選択ができます。

「EASY」「NORMALJ「HARDJの3種類があり、 ＋キーの左右で

選択します。オプションモー ドを選択せずに、ゲームスヲー卜し

た場合の設定はNORMALモードです。

eKEY ASSIG Nニキーアサイン

コントローラーのボタン設定が変更できます。＋キ の左右で

「RACEJか「BATTLEJを選択し、同様に＋キーで各ボタンの設定

を変更します。

•sou ND＝サウ ンドテスト
＋キーの左右で 「No.」を選択し、 ＠ を押すと、ゲームの全ての

BGMを聞く ことができます。

esE＝効果音テスト
＋キ の左右で 「No.Jを選択し、⑪ を押すと、ゲームの全ての

効果音を聞くことができます。

ここで‘蓋l.Jffi’を押すとサブタイトル画面に戻り、変更 ・選択し

た設定でゲームを始めることができます。



コンテイニュー画面

次の場合はゲームオーバーとなります。

・各ステージのリミットタイムに間に合わ怠かった場合。

・車ダメージゲージのカラー表示が消えた場合。

・プレイヤーライフゲージのライフガ怠くなった場合。

ゲームオーJ＼ーになるとコンテイ ニュー画面が表示されます。

ゲームを続ける揖合
時間切れになる前に、＋キーの上下で 「CONTINUE」を選びま

す。‘ヨm・ を押すと、ゲームオ 八ーしたステージのス空ート

地点からゲームを再開することができます。

ゲームを終まま定は最初から始め定い揖合
時間切れになる前に、＋キーの上下で 「DEADENDJを選びま

す。‘軍E韮・ を押すか、時間切れになれば 「GAMEOVERJが表

示され、最初のサブタイトル画面に戻ります。
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まずはレ ススター卜。ゴールをめざし、激しいカーチ工イスを

展開します。途中スピンクラッシュすると、路上でのケンカバト

ル！車がコールに着いたら、待ち受けるポスと大バトル！！リミ ット

タイムまでに倒すことができれば、次のステージに進みます。

t."ffll幽昌司色刷 1・1:s:11t1:w1岨’ー－－－－
海岸ハイウェイステージ
青い海が輝く 、湘南海岸線高速

道路

.... ~・ll:fll:I~諸，•r:1;;r,画園圃圃圃圃圃圃・

森称ワインテインクステージ
緑の中の、箱根ワインデインク
ロード

’:tlf!&'f・』昌司＇：•：11酎Z的団~·－ーーーーー

超・高速道路ステージ
澄みきった夜空の、東名ハイス

ピード高速道路

.... ，凋圃：f!D,,'f/IJ:S:/£i針司自由民．温－

......圃・／~'f:t:l"-'f:/;;r,－・E・－－
荒廃砂漠ステージ
砂で荒れた、中高速ワインディ

ングロード

.....帽圃，w，・曹司：1;;r,•ーーーーーーーーーー・

溶岩ワインデインクステージ
溶岩が流出した、中低速ワイン

ディングロード

t.'tlo'1園”:il l唖耳竃・1/;J/i'{~；J:l::l・ーーーーー

造成中市街地ステージ
交錯した、検浜造成市街地道路

甚指，'1111"/:CtlJI・／~車官白田園圃圃圃圃圃圃園

新・首都高速湾岸線ステージ ST7-1 
嵐の中の、新・首都高速海上湾 ネオ東京前市街地ステージ

岸線 ST7-2 
ネオ東京中心部（美神本部）
ネオンが舷しい、複雑交差の市

街地道路
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＠プレイヤー
選択したプレイヤーの名前を表示します。

＠プレイヤーライフゲージ
選択したプレイヤーのライフの量を表示します。ハ トルシ ン

で敵からダメ ジを受けるとr成り、レ スシーンで車に乗ると

次第に回復します。ライフがなくなるとゲ ムオーバーです。

＠デジタルタコメーター（「pm)
車のエンジン回転数を表示します。

。デジタルスピードメーター（km/h)
車のスピード （速度）を表示します。

＠スピード表示
車のスピード （速度）を表示します。

＠リアルタイム表示
現在の時主IJを表示します。各ステージのりミ yトタイムになる

とタイムオ ハーとなり、ゲームオーハーです。

OGPSナピゲーションシステム
各ステ ジの全体レイアウトマップを表示します。，P.13

＠車夕、メージゲージ
車のコンディションを、フルー （良好）／イエロー （やや危

険）／レッド （危険）／レッド点滅 （非常に危険）の4段階で

表示します。カラー表示が消えると車が走行不能となり、ゲー

ムオーハーです。

＠ニトロタンク
ニトロタンクの数を表示します。，P.12

⑪リペアキット
リペアキy 卜の数を表示します。.－P.12
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アクセル
＠ を押します。

ブレーキ
を押します。

進行方向右へ旋回
＋キーの右を押しながら、アクセルホ:)1ンを押します。

進行方向左へ旋回
＋キーの左を押しながら、アクセルボ空ンを押します。

ドリフト走行
できるだけスピードを落とさないでコーナーに進入し、アクセ

ルボヲンでスピ ド調整を、＋キ で方向調整をしながら、ド

リフトの状態を維持していきます。コーナーでは、通常のク リ

yプ走行より速く走行できます。

唖置国直面ーー 確固朝
一 一宮古？空塑且

醒量色」ー ごて弔曹司

「田 園E圃電車園

スピンターン
まず、＋キ の左右どちらか （切り返したい方向）を押します。

ブレ キボ空ンを押した状態でアクセルボタンを押し、ヲコメ

ーターがレ y ドソーンあたりまでいってからブレ キボ女ンを

離します。 180度の反転がその場ででき、 Uヲ ン等をしたい

時に役立ちます。
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ニトロタンク使用
一定時間MAXスピードが 30 0 km/hオ－J＼ーとなります。

＠を押すと使用できます。 •P. 12

リペアキット使用
走行中に受けたダメ ジが、ダメ ジゲージの 1段階分回復し

ます。 ＠を押すと使用できます。 •P. 12

田修

r：~Tu;1:J 
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各ステージには、 「ニトロタンク」 と 「リペアキ y 卜jの2種類の

アイテムが存在します。無事、リミ y卜空イムまでに目的地へ到達

するためにも、これらのアイテムをうまく探しだし、装備してお

かなくてはなりません。

WJぺ

「コブラ 42 9 （改）」の工ンジン出力を

アップさせる特殊燃料女ンク。。 を押

すとイ吏用することができます。

通常「コフラ 42 9 （改）」のMA Xス

ピードは 25 0 km/hまでですが、1回

使用すると、一定時間MA Xスピード

が30 0 km/hオーハーで走行すること

ができます。道が広く開けたり、直線

コースが続くような場合は使用するチ

ャンスです。

走行中に受けてしま った「コフラ 429

（改）Jのダメ ジを回復させる修理キ

ット。＠ を押すと使用することができ

ます。1回使用すると、「コブラ 429（改）」

のダメ ージをダメージゲージの 1段階

分回復させることができます。
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各ステージの全体レイアウトマップを画面右上に表示するシステ

ムです。コースに迷って、今、どこを走行しているのかわからな

くなった時や、目的地 （ゴール）がどこだかわからない時などに役

立ちます。

各ステ ジの全体レイアウ ト、プレイヤーの現在位置、スター 卜

地点、目的地 （コール）を表示します。



砂で浮いた路面
的、の上を走るとスリ ップしやすく 、減速する場合があります。

ヒピの入った盤面
ヒビの上を走ると減速します。

穴の開いた路面
穴の開いた箇所在走ると衝撃 （タメージ）を受け、減速します。

踊浸した蕗面
陥没した箇所を走ると衝撃 （ダメ ジ）を受け、減速します。

選岩が流出した路面
流出した溶岩の上を走ると衝撃（ダメージ）を受け、減速します。

水で濡れた路面
水の上を走るとスリ yプしやすくなります。
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。プレイヤー
選択したプレイヤーの名前を表示します。

＠プレイヤーライフゲージ
選択したプレイヤーのライフの量を表示します。バトルシーン

で敵からダメージを受けると7成り、ライフがなくなるとゲーム

オーバーです。

＠対戦相手側ライフゲージ
対戦相手のライフの量を表示します。バトルシーンでプレイヤ

ーがダメージを与えると減；り、ライフがなくなると倒したこと

になります。

＠対戦相手
対戦相手の名前を表示します。

＠リアルタイム表示
現在の時刻を表示します。各ステージのリミ y卜空イムになる

とタイムオーバーとなり、ゲームオーバーです。



画面l"J:i‘’ι＝IJU主~J－ーー，
＋キーで8方向自由に操作できます。

＠ を押すと、小威力の攻撃が、

＠の連打でコンビネーション技

の攻撃ができます。

＋キーを相手方向に入れて＠

または⑪ を押すと、相手を投

げることができます。
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ジャンプして⑪ を押すと、小威

力のジャンプ攻撃ができます。

垂直跳びゃ、斜め跳ぴで授が変

化します。

ジャンプして＠ を押すと、大威

力のジャンプ攻撃ができますu

垂直跳びゃ、斜め跳ぴで技が変

化します。

nil 

－ 
L または R を押すと、相手

からの攻撃を防御できます。

特定の＋キの入力や、攻撃ポ

ヲンの操作で必殺技ができます。

,.-P.18以降参照



《
ゆ
．｜． 

0: 

コージ

場。0.5.11～ーイ優勝プ口

． ． デビューを飾付、20歳のとき突然引退、消息を絶つ。

・回・眠~J-------

現在の 「コプラ429（改）Jを操る“最速の男”に挑む走り屋

、 達んって の コ サーなし

種類 名称 操作方法

。地上l小攻撃 ジャプ ＠ 
トlー大ー攻ーー撃 ストレート ＠ 

垂直跳ぴ！トl小大ー攻ー撃ー
打ち降ろし →＠ 

攻撃 跳ぴ前蹴り →＠ 

ピド攻撃 跳ぴヒザ蹴り ＋キ－ "4or’＋ →＠
斜め跳ぴーーー

跳ぴ蹴り；大攻撃 ＋キ－ "4or’＋ →＠

投げ技，日小攻撃ー
巻き込み投げ ＋キー相手方向＋＠

攻撃 一本背負い ＋キ相手方向＋＠
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工
必200.2.18 .f黄浜生まれ蹴主である父の

励むが、15歳のとき母親が病死。同時に道場を飛び出す。

E雇届雇!'ii:血Hーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-2年後、現在の総長・涼子らと“美神”を結成。その強力な蹴

り技と抜群のドライブテクニックでNo.2の座にあったがー一。

勺

:) 
種類 名 称 操作方法

地上 l小攻撃 足刀 ＠ 
トl大ー攻ーー撃 回し蹴り ＠ 

垂直跳ぴll小攻撃 跳び前蹴り →＠ 

l大攻撃 跳び回し蹴り ~o 

l小攻撃 跳び前蹴り ＋キ－ ~or’＋ →＠
」一一一

斜め跳ぴl大攻撃 跳ぴ回し蹴り ＋キ－ ~or ’＋ →＠

l特殊 ドリルキ －：；－7 ＋キ－ ~or ’＋ →＋キ－~＋o

拠地，日小攻ー撃一
背負い投げ ＋キー相手方向＋＠

攻撃 背負いヒジ落とし ＋キ相手方向＋＠
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ST5ボス 2&4韓総合隊長
MIYABI 雅

STlボス 4輪特攻隊長
LIDERA リデラ

. ST2ボス副親衛隊長
ROLAローラ

ST3・4ボス親衛隊長
LEI-FAN レイファン

ST4ボス E輪特攻隊長
MIKl&AKIミキ8アキ

．
 

“美神”総長
RYOKO 涼子

2 



I “美神”以ー

特攻隊員 EIMY 工イミー
REIMY レイミー
JENIFER ジ、工二ファー

KANA カナ
ASUKA アスカ
SAKI サキ
MIYUKI ミユキ
AKANA アカナ

支部員 KAM MY 力ミー

JUN ジュン
AOI アオイ
KEIKO ケイコ
Al アイ
REIKA レイカ
CHISATO チサト
KAORI カオリ
SHOKO ショウコ

親衛隊員 FORVOSS フォーボス
DYMOSS ディモス



接表記したボタノ操作は． 初期設定です。

種類

O一

宇
w一涼白『司IRV

名 称

地上 ，小攻撃 シャドウスラッシュ ＠ 
ト1大ー攻ー守撃 ケラ yクハンマー ＠ 

垂直跳ぴl民小攻一撃 サイドキ yク

攻撃 ダークプレード

→＠ 

・参＠

操作方法

どれ攻撃
斜め銚ぴーーー

跳ぴ蹴り ＋キ <!l or ~＋ →＠

；大攻撃 アームパンチ ＋キ－ <!l or ~＋ →＠ 

投げ技 t日小攻一撃
ネッ77'ムツリ ＋キ相手方向＋＠

攻撃 フェイスパス安一 ＋キー相手方向＋＠

ル・コクーン.，＿ ＿瞬離して⑬



~~＜＞I=>手1

（ 

副 総長 FLARE  
－一一ーサー一一＂＜・一一骨一ーサ一一一ー

フレア

種類 名 称 操作方法

地 上 l小攻撃 鞭打ち ＠ 
トt大ー攻ー撃－ 大型聖打ち ＠ 

垂直跳ぴ！「小r攻－撃
跳ぴ中段前蹴り ＋＠ 

攻撃 鞭績振り跳ぴ -+O 

~ 小攻撃 両ヒザ蹴り ＋キ <1or’＋＠→＠
斜め跳び一一一

ヒップアタ ックl大攻撃 ＋キ－ <lor’＋ →＠

投げ技 l日小攻撃ー
平手打ち ＋キー相手方向＋＠

攻撃 鞭巻きつけ投げ ＋キー相手方向＋＠

コンビネーション技 鞭二段打ち ＠連打

．．．．．．．．．．．． 

~5 



M十雅

隊→

vu→ 

国一
種 類 名 称 操作方法

地 上 l小攻撃 フレイムフレイド 。
トl大一攻一一撃 フレイムファウ7'- ＠ 

垂直跳び！民小攻一撃
ヒートクラyシュ →＠ 

攻撃 77'イアーカ・：；'Jー ．，＠ 

斜め跳ひa l」小一攻撃 レyドフラスヲー ＋キ－"4or’＋ →＠

l大攻撃 フラッディゼ口 ＋キ－ "4or’＋15'→＠

跡 地 l日小攻一撃
首投げ ＋キー相手方向＋＠

攻撃 気合い投げ ＋キー相手方向＋＠

コンビネ ション技 7・I／ド・t1・7レイムIン7レム ＠連打
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親衛隊長 LEl-F,AN
一一一ーや一一－x－一一｝ーやー一一一世一ー－－，~一ーー

レイファン

種類 名称 操作方法

t小攻撃 光掌打 ＠ 
地上ト1大攻撃 龍掌打 ＠ 

垂直跳びi民小攻撃
昇起脚 →＠ 

攻撃 起伏脚 →＠ 

ピド攻撃 落星掌 ＋キ <lor’＋ →＠
斜め跳び ーーー

龍牙l大攻撃 ＋キ－<lor’＋→＠

跡地 l日小攻一撃
析樹脚；告 ＋キー相手方向＋＠

攻撃 背落撃 ＋キー相手方向＋＠

•• ~慰留

~ 韓議t!.iュージユ）



2輪 特攻隊長 MIKl&AKI
－－ーー＋ ー一一うトーー－ dト ーー一ー

ミキ8アキ

種類 名称 操作方法

地上 t小攻撃 手万 （償振り） ＠ 
』ト大ー攻ー撃ー 手力 （振り上げ）＠ 

垂直跳ぴl民小攻一撃
口ーキyク →＠ 

攻撃 モンゴリアンチョyプ →＠ 

どれ攻撃 クロスチョ ップ ＋キ－ ~or’＋ →＠
斜め銚び 一一一

フラインダボディープレスi大攻撃 ＋キ ~or’＋ →＠

跡地 1日小攻一撃
巴投げ ＋キー相手方向＋＠

攻撃 7ランケンンュ空イナー ＋キー相手方向＋＠

＠慰留

クロッシンクシャドウ



E・E・－~~.；：圃副語審吾ーーーー

・ご使用後はACアダプf討をコンセントから必ず抜いておい

てください。

．テレビ画面からできるだけ離れてゲームを してください。

．長時間ゲ ムをする時は、健康のため、ia寺聞ないし2時

間ごとに 10分～ 15分の小休止をしてください。

．精密機器ですので、極端な温度条件下での使用や保管、及

ひ’強いショ yクを避けてください。また絶対に分解しな

いでくださし、。

．端子部に手を触れたり、水にぬらすなど、汚さないように

してください。故障の原因となります。

・シンナ 、ベンジン、アルコ Jレ等の爆発油でふかないで

くださし、。

．スーパーファミコンをプロジェクションテレビ （スクリ

ン投膨方式のテレビ）に接続すると、残像現象 （画面ヤ

ケ）が生ずるため、接続しないでくださし、。

おニとわり
ゲーム｜人］答についての＂＂IJ:，切でのお／：ill、合わせには、

"t;J）おこたえてきませんので‘ニーrlf'<<t.ごさい。

FOR SALE and USE IN .JAPAN ONLY 

本品の輸出、使用営業及び賃貸を禁じます。
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