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主人公PI T （ピット〉はここジュラシックワールドいちの上昇志向の強い恐竜。

何をトチ狂ったか人聞の女の子に興味を持ってしまった。

でも PI Tは恐竜 II大きい！！重い！ Iしっぽが邪魔！！サイズが合わない！

そんな時、コリントの女神（Rera）が悪蛾っぽく、微笑んだ。

「ピットよ、人の姿が欲しいならばコリントの島まで私を訪ねてくるがいい。

但し、 8人の私の可愛い僕がおまえの前進を妨げるであろう。

そうだ、エッチな戦いを挑んでくるはずだ。

おまえはそれを受けて立て、そして人聞の女の子の愛らしさを知るがいい。

おまえがコリントへ到着する頃にはおまえの心はもうAのはず II 

姿形は約束通り私が変えて見せよう！

・著作権について
本ソフトウエアのパッケージ製局に収められているプログラム及び音声デー夕、印刷物その他一切の付属物は
日本国著作権法及び国際条約により保書されており、その著作纏lまデイー・オーが有します眉作権法で保置さ
れる個人での利用範囲を逸脱する複製｛営利・非曽利を問わす配布及び上演、公開、所有を目的とした複眼）は
その全部または一部、複製する煤体を問わすいかなる理由であってもこれを禁止し、その行掲の存在を鮒デイ
ー・オーが留めた揚合，~.ちに法的処置をとるものとしま弘また、営利・非営利を問わす配布及び上演、公闘を
目的とした本ソフトウェア以外のコンピュータプログラムが本パッケージ型車晶に収められたプログラム及び音声
データを全部または一部を問わす使用することを禁止します。本ソフトウエアの）~·：；ケージ製局を賃貸業に使用
することを禁止します。本ソフトウェアのパッケージ製局の中古販売をすることを禁止します。
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機種別の説明

ePC-9801シリーズCVM/UV以降シリーズ｝

＊フロッピーディスクからの起勘法
周辺機器、本体の！頓に電源を入れてください。

次にシステムディスクをドライプ lに、ゲームディスク 1をドライプ2に入れ、リセッ

トボタンを押してください。

しばらくしてD. 0. のロゴマークが出た後、タイトルグラフィックが表示されます。

＊ハードディスクからの起動法
このゲームは、ハードディスクに対応していますので、ハードディスクをお持ちの方は

インストールされると、より快適に遊べます。

ハードディスクへのインストール方法は次のとおりです。

周辺機器、本体のj頓に電源を入れ、ハードディスクからMS-DO Sを起動してくださ

b、。

メニューが表示された場合はSTO Pキーを押して、 A＞の状態にしてください。

システムディスクをドライプ 1（その時のフロッピードライブの一番目）に入れ、

A> [FDDl]: リターン（［ FDDl］にはドライプ 1の論理ドライブ名

が入ります）

[FDDl] >INSTALL リターン

と、入力して、その後は画面の指示にしたがってください。

インストールが終了したら、 （ゲームをインストールしたドライプがAになる場合〉

A>CD DL02 リターン （“ 0”はゼロです）

A>ARQ リターン と入力してください。

しばらくしてD. 0. のロゴマークが出た後、タイトルグラフィックが表示されます。

※注意！
本ソフトウェアをハードディスクにインストールして使用する際、お客さまの操作ミス

によりハードディスク上のソフトウェアあるいはハードウェアに障害が生じても弊社で

は一切の責任を負b、かねますのでご了承ください。

※注意1
ハードディスクへのインストールには、所定のハードディスクの空き容量が必要です。

詳しくはハードディスクインストーラーで表示されますので、空き容量を確認してくだ

さb、。
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※注意！

ハードディスクにインストールされたゲームを起動する際には、誤動作の原因になりま

すのでRA MディスクやキャッシュディスクのデノfイスドライパーをCONFIG.S 

y Sから外してください。

もしCONFIG. SY Sを書き換えたく無い場合には、 MS-DO SのFORMAT 

/Sコマンド等で作ったシステムのみのディスクで起動してからゲームのインストール

されているドライブにカレン卜を移して（［ FDDl］＞の［ FDDl］をゲームのイ

ンストールされているドライブに変更）から、 （ゲームをインストールしたドライプが

Cの場合）

[FDDl] >C: リターン

C>CD DL02 リターン （“ O”はゼロです〉

C>ARQ リターン と入力してゲームを起動してください。

※注意l
一部ノ、ードディスクでは仕様上動作しない場合があります。その際は、ハードディスク

へのインストールはせず、フロッピーディスクから起動してください。
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•XBBOOOシリーズ

＊フロッピーディスクからの起動法
周辺機器、本体の順に電源を入れてください。

次にシステムディスクをドライプOに、ゲームディスク 1をドライプ 1に入れ、リセッ

トボタンを押してください。

しばらくして D. 0. のロゴマークが出た後、タイトルグラフィックが表示されます。

※注意！
ハードディスクを接続している機種をお使いの方はOp T. 1キーを押しながらリセッ

トしてください。

＊ハードディスクからの起動法
このゲームは、ハードディスクに対応していますので、ハードディスクをお持ちの方は

インストールされると、より快適に遊べます。

ハードディスクへのインストール方法は次のとおりです。

周辺機器、本体の順に電源を入れて、ハードディスクからHuman68Kを起動して

ください。

ビジュアルシェルが表示された場合はCOMMAND. Xを実行して、 A＞の状態にし

てください。

システムディスクをドライプ0 （その時のフロッピードライプの一番目〉に入れ、

A>  [FDDl): リターン（［ FDDl）にはドライプOの論理ドライブ名

が入ります）

[FDDl) >INSTALL リターン

と、入力して、その後は画面の指示にしたがってください。

インストールが終了したら、 （ゲームをインストールしたドライブがAになる場合〉

[FDDl)>A: リターン

A>CD DL02 リターン （“ O”はゼロです）

A>ARQ リターン と入力してゲームを起動してください。

しばらくしてD. O. のロゴマークが出たのち、タイトルグラフィックが表示されます。

※注意！
本ソフトウェアをハードディスクにインストールして使用する際、お客さまの操作ミス

によりハードディスク上のソフトウェアあるいはハードウェアに障害が生じても弊社で

は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

4 

・製晶のお問い合わせ
本製品についてのご質問、ヒントの請求などは返信用封筒（切手貼付〉同封の上、下記

までお送りください。

苧 25 1 神奈川県藤沢市藤沢 11 5 -2 藤沢郵便局内私書箱 4号

株式会社ディー・オー ユーザーサポート係

（動作不良など、緊急の場合のみ電話でも受け付けております）

東京営業部 TEL. 03 (5443) 7703 

FAX. 03 (3453) 9707 
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ユーザーサポートについて

マニュアルをよく読んでいただきましたか？ マニュアルの通りやってうまくゲームが

動作してくれない人は、次のことを確認のうえ、ユーザーサポート係まで送ってくださ

b、。

・故障かな？と思ったら・．．．．．
製品には万全を期しておりますが、万一プログラムが動作しない場合は次のことをご確

認ください。

本体、ディスプレイなどの電源ケープルは正しく接続されていますか？

ディップスイッチやクロックなどの設定が間違っていませんか？

画面スクロール時にグラフィックが壊れたり、 2分割するのは大体においてGD Cのク

ロック周波数が違うためです。 ( 9 8にはGD Cのクロック周波数に 5MHzと2. 5 

MH  zがありますのでおかしい場合は反対にすると正常に動作する場合があります）

本製品はマニュアルに特に定めがないかぎり、パソコン本体の工場出荷時の設定でディ

ップスイッチやクロックを合わせています。他のアプリケーションソフトのために変更

している場合はパソコン本体のマニュアルをご覧になって、再設定してください。

それらを確認の上、正常に動作しない場合は購入したショップなどで、同じ機種での動

作を確認してみてくださb、。別の機械で正常に動作する場合はお使いの機械の故障など

も考えられます。

・フロッピー、CD・・ROMの無償実換について
本製品の購入直後に、上記のいずれに於いても動作しない場合は、お手持ちのゲームデ

ィスクの製造時の不良が考えられます。

お名前、ご住所、お電話番号、ご使用の機種名、動作時の症状などをお書きの上、下記

のユーザーサポート係までフロッピ一、またはCD-RO Mをお送りください。

調査の上、無償で良品と交換いたします。

・フロッピー、CD-ROMの有償亥損について
本製品を使用中、お客さまの誤った操作などによりゲームディスクが破損した場合には、

実費にて良品のディスクと交換いたします。

メンテナンス料金（フロッピー 1枚につき 15 0 0円、 CD-ROMl枚につき 20 0 

0円）と彼損したフロッピ一、またはCD-RO Mを下記ユーザーサポート係までお送

りください。
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※注意！

ハードディスクへのインストールには、所定のハードディスクの空き容量が必要です。

詳しくはハードディスクインストーラーで表示されますので、空き容量を確認してくだ

さい。

※注意！

ハードディスクにインストールされたゲームを起動する際には、誤動作の原因になりま

すのでRA MディスクやキャッシュディスクのデバイスドライパーをCONFIG. S 

y Sから外してください。

もしCONFIG.SY Sを書き換えたく無い場合にはHuman68KのFORMA 

T/Sコマンド等で作ったシステムのみのディスクで起動してからゲームのインストー

ルされているドライブにカレントを移して（［ FDDl］＞の［ FDDl］をゲームの

インストールされているドライブに変更〉から、 〈ゲームをインストールしたドライプ

がCの場合）

[FDDl]>C: リターン

C>CD DL02 リターン 〈“ O”はゼロです）

C>ARQ リターン と入力してゲームを起動してください。

※注意l
一部ハードディスクでは仕様上動作しない場合があります。その際は、ハードディスク

へのインストールはせず、フロッピーディスクから起動してください。
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•FM-TOWNSシリーズ／FM-TOWNSCMarty)

＊ゲームを始める前に
このゲームで遊ぶためにはセープ周の「ゲームディスク」が必要です、 2HDのプラン

クディスク〈未使用のフロッピーディスク）をご用意ください。

ご用意されたプランクディスクを使用して、 Town sシステムソフトウ ιアの「ディ

スクの初期化 1. 2 M」でゲームディスクを作成してください。

また、 『Ma r t y』でゲームをされる方は『Ma r t y』の補助メニューの「データ

フロッピーの作成」でゲームディスクを作成してください。

作成したゲームディスクには、添付の「起動（セープ〉用ディスク」のラベルをお貼り

ください。

※注意！
作成したゲームディスクは「書き込み禁止」にしないでください。

女ゲームの起動法
周辺機器、本体のJ頓に電源を入れ、 「Arquelpho s」の CD-RO MをCD-

RO M ドライプに、上記の方法で作成した「起動（セーブ〉用ディスク」のフロッピー

ディスクをドライブOにセットしてリセットボタンを押せば、自動的にゲームが始まり

ます。

女画面表示モードの霞定

このゲームは起動時に、文字の大きさをパソコンモニタ (I6ドット）用 、もしくは

テレビ（ 2 4ドット）用のどちらを使用するのか選択することができます。

ゲームが始まった時に、選択メニューが表示されますので、どちらの大きさの文字でゲ

ームをするのかを選択してください。

1 6ドット～モニタモード（ディスプレイをご使用になる場合、 FM-TOWN Sシリ

ーズ）

2 4ドット～テレビモード（家庭用テレビをご使用になる場合FM-TOWNS Ma  

r t y) 
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＊ゲームの条件
勝利条件

全自軍キャラを移動させ敵軍より早く敵陣に移動し終われば勝利です。

アイテムの獲得数が女の子との親密度を決定します。

敗退条件

敵軍が全キャラを移動させ自軍より早く自軍陣地を占領したら負けです。その時の獲

得アイテム数は無効です。

＊ヴイジュア＇JI.Iシーン
獲得したアイテム数により親密度が変わりヴィジュアルシーンの面数が変わります。

最終函までゆくとアイコンモードになります。

カーソルがアイコンに変わりますので女の子の身体にアイコンでイタズラしましょう。

縦スクロール画面では上のほうにアイコンを移動すると上に、下のほうにアイコンを移

動すると下へそれぞれスクロールできるときはスクロールします。

横パン画面では右のほうにアイコンを移動すると右に、左のほうにアイコンを移動する

と左へそれぞれ横パンします。

＊ハードディスクへのインストール
このゲームは、ハードディスクに対応していますので、ハードディスクをお持ちの方は

インストールされると、より快適に遊べます。

ハードディスクへのインストール方法は次のとおりです。

『Town sシステムソフトウェアv2. l』を起動して、 「Arquelpho s」

のCD-RO MをCD-RO Mドライプにセットして、 Qドライブ（ CD-ROM ドラ

イブ〉のアイテムウインドウを聞くと、 「HDインストール」というアイテムがありま

すので、それを実行してください。

その後は画面の指示にしたがってください。インストールをするドライブにサプディレ

クトリ￥ DL02を自動的に作成し、ゲームに必要なファイルを全てそこに転送します。

そしてサプディレクトリ￥ DL02の中にある「ARQ. BATJというファイルがあ

りますので、これをアイテム登録してください。

アイテム登録をする時には

アプリケーション v 1. 1 

ディレクドリ移動 あり

と設定してください。

もし、インストールしたハードディスクドライプが、 『Town sシステムソフトウェ

ア』の起動ドライブでない場合は、パラメータに『Town sシステムソフトウェア』

が存在するドライブを”半角英字 1文字＋半角「： J”で設定してください。

〈例： D ドライプに存在するなら半角文字で、 D ：というように設定する）

＊ハードディスクからの起動方法
ゲームを始めるには、通常の起動方法と同様に、セープ周の「起動（セーブ〉周ディス

ク」が必要です、〈食ゲームを始める前に〉で説明した方法で作成したディスクをご用

意ください。

周辺機器、本体の順に電源を入れ、 『Town sシステムソフトウェアv2. 1』を起

動し、 「Arquelphos JのCD-RO MをCD-RO Mドライプ、作成した

「起動（セープ〉周ディスクJのフロッピーディスクをドライプOにセットしてから、

登録されたアイテムを実行すれば、自動的にゲームが始まります。

※注意l
本ソフトウェアをハードディスクにインストールして使用する際、お客さまの操作ミス

によりハードディスク上のソフトウェアあるいはハードウェアに障害が生じても弊社で

は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
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※注意！
ハードディスクへのインストールには、所定のハードディスクの空き容量が必要です。

詳しくはハードディスクインストーラーで表示されますので、空き容量を確認してくだ

さb、。
※注意！

ハードディスク上で起動されている『Town sシステムソフトウェア』に、下記の

「機能」が組み込まれていますと、正常にゲームが起動しない場合があります、できる

だけ「機能Jを解除してゲームを起動してください。

ノ、ードコピー サイドワーク フノレカラーカード タブレッ卜

I Cメモリカード サウンドメッセージ ポケット ビデオモード

※注意l
お客様のご使用になっているハードディスクの環境によっては、ハードディスク上での

起動ができない場合がございます。

起動できない場合には、メモリを増設していただくか（ 4 M B以上〉、ハードディスク

へのインストールを中止して、 CD-RO Mからゲームを起動してください。

8 

,, 

コマンド〈メニュー）ウインドウ

POINT （移動指示）

移動させたい自軍キャラに移動の道順を指示します。自軍、敵軍とも lキャラづっ跳

び越せます。跳び越すキャラが居ないときは 1コマ動かせます。水たまりは跳ぴ越せま

せん。

①移動させたい自軍キャラを左クリック

②移動できるところが赤に点滅します。

③移動させたい先の赤い石を左クリック

④道順になった石は赤に固定します。

⑤②～③の繰り返しで行きたいところまで決めます。

⑥M ov Eを左クリックします。

MOVE （移動開始〉

移動指示をしたキャラが移動を始めます。

ATTACK （攻撃）

自軍キャラから見て左前方（隣接）にいる女の子を威嚇することができます。威嚇に

成功すると女の子は逃げます。女の子が居た場所に自軍キャラが移動します。

失敗することがあり、その場合は何も起こりませんが以後そのキャラに ATTACK 

すると水を掛けられます。

SEARCH （探索〉

自軍キャラの lコマ回りに女の子がいるとき女の子に跳びかかり、女の子がひるんだ

隙に石の下を探索できます。

回りに 2人以上女の子がいた場合はプレーヤーの任意です。

アイテムがあると採れますが、自軍キャラは元の位置のままで移動はできません。

RETRY （再挑戦）

プレーヤーがその面をもう一度最初からやりたいときに使用します。
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・ゲームモード画面

ピョンピョンフィールドは水たまりでゲームはその中の銚び石遊びです。

フィールドの石は陣地、戦場、敵陣となっています。

ゲーム目的は戦場でアイテムを拾いつつ敵より先に敵陣を占拠することです。

アイテムは 1フィ ルドに 6個、石の下に隠されています。

プレーヤーが単独で任意の石に乗ればそこにあるアイテムを獲得できます。

16 

•PC-9821 シリーズ

突起動用ディスク（『起動｛セーブ）用ディス勿｝の作成

女起動用ディスクとは
「Arquelpho s」は、 CD-RO Mをそのまま Pc -9 8 2 1本体のCD-R 

0 M ドライプに入れでもプログラムが動かないようになっています。

これは「Arquelpho s」がMS-DO Sというものの上で動作するようになっ

ているためです、 「Arquelpho s」を、お持ちの PC-9821で動作させる

ためには、次の様にして起動用ディスクを作成してください。

日本語MS-DOS5. OAをご用意下さい。

※注意！
「日本語MS-DOS ver5. OA」または「日本語MS-DOS ver5. OA  

-HJ 〈以下MS-DOS5. OA）は、ご使用のPC-9821の機種と形態により

下記の内容を参考に用意してください。

*MS-0085.0AをフロッピーディスクまたはCO-ROMでご使用の場合。

「Arquelpho s」起動〈セーブ）用ディスクを作成します。

PC-9821にMS-DOS5. OAが添付されていた場合は、そのディスクをご用

意下さい、また「 PC-9821C e」等、 CD-RO MでMS-DOS5. OAが添

付されていた場合は CD-RO Mもご用意下さい。

※注意！
このインストールプログラムではフロッピードライブが 1基しかないモデル（ 9 8 MA  

T Eのハードディスクモデル等〉ではフロッピーディスクのMS-DOS5. OAから

「Ar q u e 1 p h o s」起動用ディスクは作成出来ません。

MS-DOS5. OAをハードディスクへインストールしてから起動周ディスクを作成

して下さい。

*MS-0085.0Aをハードディスクでご使用の場合。
ハードディスクへのインストールと「Arquelpho s」起動（セーブ）用ディス

クの作成が出来ます、ハ ドディスクのMS-DOS5. OAはファイルの削除改変等

がなされて無いことをご確認下さい。

もし、削除改変等がされている場合は正常に作成できない場合があります。

MS-DOS5. OAをインストールし直すか、フロッピーディスクのMS-DOS5. 

OAで「A rquelpho s」起動（セーブ）用ディスクを作成して下さい。
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※注意l
別売のMS-DOS5. 0 A及び、 「PC-9821 model S2」添付のMs-
DOS5. OA等、パッケージによっては運用ディスクを作成しないとフロッピーディ

スクでは使用出来ないMS DOS5. OAがあります。

MS-DOS5. Q Aのパッケージ内容をご確認の上、ディスクをご用意下さい。

また、お使いのパソコンにMS-DOS5. QAの「アップグレードディスク Jが添付

されていた場合は、予めMS-DOS5. QAのアップグレードを済ませておいて下さ

b、。

MS-DOS5. OAを起動します。

ご用意されましたMS-DOS5. QAを起動して下さい。

MS-DOS5. OAがドライブAから起動した場合は画面にコマンドプロンプトが

A>  

と表示されます。 （お使いのシステム構成によりこの表示は異なります）

コマンドプロンプトが表示されずに、 「MS-DO Sシェノレ」、 「MS-Window 

s」、 「MS-DO Sコマンドメニュー」が表示された場合は下記を参考にコマンドプ

ロンプト状態にして下さい。

※注意！
「MS-DO SシェルJが起動した場合

画面のメニュー、もしくはキーボードの「GRP H」＋「 F4」で「MS DO Sシェ

ル」を終了して下さい。

※注意l
「MS-Window s」が起動した場合プログラムマネージャーから「MS-Win 

dows Jを終了して下さい。

※注意l
「MS-DO Sコマンドメニュー」が起動した場合キーボードの「STO P」を押して

「MS-DO Sコマンドメニュー」を終了して下さい。

※注意l
ハードディスクから起動した場合ハードディスクメーカー独自のメニュープログラムが

表示される場合があります。その場合は、そのメニュープログラムの説明書を参考にコ

マンドプロンプトの状態にして下さい。

lο 

I( 

＊発声スピードの調聾CPCSB専用｝
ユーザーの方がお持ちのパソコンハードの Cp Uスピード、クロックに個別に対応し、

発声のクオリティーをより高めるための機能です。ゲームを始めたときにまず初めに調

盤して下さい

※調整方法（マウス）
①マウスカーソルをレバーの部分に合わせ左クリックし、メーターを調整します。

②メーターを調整し終わったら PLA Yボタンにマウスカ ソルを合わせ左クリック

します。音声が発せられた後に T IM Eと書かれたゲージに時間が表示されます。

③ゲージに表示される時聞を基本の se c （画面に表示されます）になるように調節

し、聴きやすい音声になったら OKボタンにマウスカーソルを合わせ、左クリック

して下さい。

④発声スピードが、基本の se cにならない場合には、①～②の手JI阪を繰り返して下

さL、。

※キーボードからの調整方法
キーボードからの操作はカーソルキーまたはテンキーの 2、4、6、8でカーソルを動

かしてリターンキーかスペースキーで決定します。

※ヘッドフォン端子
パソコンハードのヘッドフォン端子からヘッドフォンや外部スピーカーを通してBGM  

を聴いて戴ければ本体内蔵のスピーカーからは音声のみが再生されますので適切なボリ

ュームの音声をお楽しみいただけます。

※声優さんの声が要らない人は
メーターの電源スイッチをOF Fにして下さい。以後はテキストモ ドでお楽しみいた

だけます。

女発声の途中スキップCFM-TOWNSCMarty)/PC982l MUL Ti専用）
音声モードでお遊びの場合、一度聴いた台詞等をスキップしたいときに使用します。

音声発声時にマウスを右クリックして下さL、。発声中の音声をスキップできます。

JS 



操作方法

このゲームはマウスもしくはキーボードで操作します。 (PC-9801シリーズの場

合、マウスはパスマウス専用、 FM一TOWN Sはマウス専用です）

・メインマップ画面

コマンド（メニュー）ウインドウ

NEXT 

p I Tを次へ移動させます。各女の子をクリアすると先へ進めます。

SAVE 

その時までの状態を保存します。保存するメディアは機種により異なります。

LOAD 

前に保存した状態からスタートします。

V 0 I CE 

pc 9 8 

サンプリング音声の調整とテキストモードへの切り替えができます。発声スピード

の調整参照

X68/FMTOWNS (MARTY) /PC9821MULTi 

デュアル発声モードの切り替えトグルスイッチです。 [VO I CE] [TEXT] 

と左クリックするたびに変わります。

MOVIE 

回想モ ドに入れます。セープしたところまでの女の子の思い出がみれます。

14 

※注意！

「D0 Sシェル」の「SHIFTJ＋「 F9 J、 「MS-Windows Jのアイコン

「D0 S互換ボックス」から A＞の状態にしないで下さい。

起動用ディスク作成プログラムを起動します。

「Arquelpho s」の「起動（セーブ〉用ディスク」をフロッピードライブ lに

セットします。

画面上に表示されているカレントドライブ（画面上’＞’の左の英字）がフロッピード

ライブ 1のドライブ名でない場合はカレントドライブをフロッピードライブ 1に移動し

ます。

> [FDDl] 

と入力して「リターンJキーを押して下さい。

([FDDl］はフロッピードライブ lのドライブ名に置き換えて入力して下さい）

カレントドライプがフロッピードライブ 1になっている事を確認しましたら、

>DINST 

と入力して「リターンJキーを押します。

起動周ディスク作成プログラムが起動しますので、後は画面の指示に従って下さい。

※フロッピーディスクの場合
しばらくすると「Arquelpho s」起動用ディスクが作成されます。

付属の「起動（セーブ〉用ディスクラベル」を出来上がった起動（セーブ〉用ディスク

にお貼りください。 「Arquelpho s」のシステムディスクはゲームには使用し

ません。万ーの場合のため大切に保管しておいてください。

※ハードディスクの場合
しばらくするとハードディスク内に「ArquelphosJがインストールされます。

※注意l
「Arquelpho s」ではセーブデータを「起動（セープ）周ディスク」に記録す

ることがありますので、作成された起動用ディスクは書き込み禁止状態にしないでくだ

さい。
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※注意l
本ソフトウェアをハードディスクにインストールして使用する際、お客さまの操作ミス

によりハードディスク上のソフトウェアあるいはハードウェアに障害が生じても弊社で

は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※注意l
ハードディスクへのインストールには、所定のハードディスクの空き容量が必要です。

詳しくはハードディスクインストーラーで表示されますので、空き容量を確認してくだ

さい。

※注意l
一部ハードディスクでは仕織上動作しない場合があります。その際は、ハードディスク

へのインストールはせず、フロッピーディスクから起動してください。

*Cロオーディオラインの接観
外接CD-RO M ドライプのオーディオ出力と 98MATEの内蔵音源のオーディオ出

カは、そのままではMI Xされませんので、二つの出力がMI Xされるように接続して

ください。なお、 98MATEの「LI N E I N」へのオーディオ入力は、 98 MA  

T Eの内蔵音源とM I Xされるように設定しであります。

＊ゲームの起勘法

※フロッピーディスクの場合
周辺機器、本体の順に電源を入れてから、作成した「起動（セープ〉用ディスク」をド

ライプ 1、CD-RO MをCD-RO M ドライプに入れてリセットボタンを押してくだ

さい。ゲームが起動します。

※八一ドディスクの場合
ハードディスクにインストールした場合にも上記のフロッピーディスクの場合と同様で、

ゲームは起動します。

※注意l
「起動（セーブ〉用ディスク」を作成した時のドライブ構成を変更した場合には、その

ドライプ構成で作成された「起動（セープ〉用ディスクJではゲームが起動しなくなる

場合がありますので、ご注意下さい。

12 
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rArquelphos j補足マニュアル

・発声スピードの調整について（ PC-9801版）

マニュアJしには『メインマップ画面』のコマンド．くVOICE＞を選択して行うように脅か

れていますが、発声スピードの調盤はゲーム起動時に行うように変更になりました．

くVOICE＞コマンドは、ボイスモードとテキストモードの切り替えの選択のみです．

eHD Dインストール時のアイテム登録について（問TOWN S版）

マニュアルには IARQ. BAT』というファイルをアイテム登録するように書かれています

が． 『ARQ. EXP Jというファイルをアイテム登録するように変更になりました．

その他の注意事項はマニュアルと同様です．

ecD-ROMについて（ PC-9821版／問TOWNS 版）

ゲーム中は絶対に. CD-ROMドライブからCD-ROMを取り出さないでください．誤動

作の原因となります．



ユーザー登録カード

お買い上げどうもありがとう！！

これからもっとよいソフトを作るために、あほたの本奮をぜひ聞かせてね。

]Jどうしてとのソフトに決めたの？

③お店で見て

⑬雑誌の広告を見て（雑誌名

⑮雑誌の記事を晃て（雑誌名

③お友だちに商いて

⑮ダイレクトメールが来て

⑧その他（

；自このソフトについてどう思った？

•l'i.ッケージ
これにひかれた・美し

い・よくある・なにこ
れ・サイテー

・マニュアル 文句なし・よくわかる
・こんなもんかな・さ

つばり・ゴミ箱行き

・操作性 文句なし・よくわかる
・こんなも九かな・な

にこれ・サイテー

•CG かんどー・アートだ・
ちゃんとしてる・まだ

まだかな・自分でも描
ける

・アニメーション 最高・なめらか・動い
てる・ぎこちなしいや

めて

（ドットキャラ）
超かわいい・くすくす

・まあまあ・きらい・
しんじゃえ

（マップ）
難解・きれい・おもし

ろい圃せまい・サイテ
ー

（声優）
ファンだ・ぴったりキ

ャスト・いいよいいよ
・ダメーやめて

・ミュージツク じ～ん Eほろり・力、ムコいい
ね・聞ける・ちょっと

じゃま・音在消した

・価指
！＼－ゲンなみ・お買得・ど

んぴしやり・ちょっと
ねー大損だ｜

・ソフト全体 家宝もの・かざりた
い・こんなもんかな

もうプレイしない・
見たくもない

司最近3ヶ月でどんな雑誌やムックを読みましたか？

LOGIN・コンブティーク・POPCOM・テクノポリス・ブート
ニク・パグパグ

美少女ゲーム愚前線
・パソコンパラダイ

ス・美少女パソコン
ゲーム大研究

PCエンジ工ル・その他（
） 

圃今まででいちばん気に入っている‘ノフト名は？

それはどうして？

国その他思った事、気が付いたことを教えてね。



大3ロディスクの配布について
80ディスクはご入会後に発刊されたものから2巻分配布されま百九
｛年2回ですので入会時期により数ヶ月ほど80ディスクが居かない場合もあ
ります）
バックナンバーは1巻に付き700円で配布していますので、ご希望の方はご
希望巻番号と料金を添えてお申込ください（何巻まで発行されているかは弊社
までお問い合わせください）。

・入会手続き
所定の申込用紙に必要事項を全てご記入の上入会金と年会費（現金・郵便小布替・切手）を添えてお申込ください。封
筒の裏には必ずご自分の住所、氏名をご記入下さい。会員証とクラブ・デイー・オーの案内などをお送りいたしま曳そ
の他の特典は入会時期などで異なりますので各自にご連絡いたしま百九
※郵便小為替を利用される方は無記名（何も書かない）のものをお使いください。
切手の場合は62円切手を26枚（1.660円分）お送りください。
商品に付いている郵便振込用紙は通信販売専用です。クラブ関係には使えません。

・更新について
更新の時期が来ましたら、弊社よりご案内いたしま蕊

干261神奈川県藤沢市藤沢116-2藤沢郵便局私書箱4号

側デイー・オーユーザーズクラブ係

F圃、，園、
晶圃’－、・’－ディー・オー



ディー・オーではユーザーのみなさんと楽しくやっていくため、ユーザーズクラブ「Club0.0.J(クラブデイー・オー）
を運営していま百九
ユーザーのみなさんのご意見やご希望をできるだけ反映した楽しいユーザーズクラブにしてゆくつもりで蕊
数々 の特典やクラブ会員のみのサービスなど盛りだくさんの企画を考えてゆきたいと思っていま事
ディー・オーは商局を「作晶」と位置付け、制作に当たっては『妥協や手銭きを許さす、美少女ゲームを真面白に作る』を
合い言葉にスタッフが集まりましむ実際にやってみるとなかな力、難しいことですがスタッフ一同頑張ってゆきたいと思
っていま蕊

・会員資格・ディー・オーのゲームを持っていて下記の機種のユーザーの方
・機種：PC-98／×68000/FM-TOWNS
・入会金：500円（会員証代）
・年会費：1.000円
・特典
O会員証発行（通信販売で特典多数、貴方だけの会員番号発行）
030（デイー・オーどきどき）ディスクプレゼント
年2回、30ディスクの無料プレゼント配布
30ディスクはデイー・オーのディスクマガジンて混発売予定のゲームのデモやテストプレイなど盛りだくさんの
内容となりま百九
えっちなアートギャラリー、ものぐさメール（よもやま通信、開発室だより・スタッフからのメッセージ、会員特典の
お知らせ）、新作速報、ミュージツクライブラリーなどなど。

0どきどき新聞の配布｛不定期ですが新作の前などに新作業内と一緒に送付、無料）タフロイド版、オリジナルカット
多数、会員の投稿コーナーなど

0人気ゲームのオリジナル原画（苦労の後が分かる余りきれいではないものを含む）
たった1枚のセル画プレゼントもあるよ

0クラブ・デイー・オー会員専用お助けテレホンの利用
Oクラブ・ディー・オー会員のみの代金着払い通信販売
電話、FAXで機種、メディア、会員番号、希望商昂をおっしゃるだけでご希望の商晶がお手元へ（代金は郵便屋さ
んへお支払いください）。尚、ご自宅に常時受取人がいらっしゃる乙とが条件です。

圃クラブ・デイー・オー申込用紙

・お名前 ・年令

才

・住所干 ・性別
男・女

・使用パソコン ・電話番号
5・ ・3.5・

・商晶名（乙の申込書が入っていた商昂） ・臆入年月日

※記入倒こは全てご記入ください。


