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AL[CE S(9下7
アリスソフト

〒530大阪市北区天満2丁目7番ll号サンバレー天満

TEL (06) 882-081 l 



． 
．使用機種・98

価指6,800円 ［税制

滋このソフH;t18歳以上のみ対車です

闘神都市

・使用機樋・98・TOWNS
•X68 
•MSX2 

価格6,800円｛税申Ul

出このソフト1;118餓以上のみ対車です

Dream Program System SGーシリ

ーズのプログラム・シナリオ・グラフィックがヴア

ーシ町ヨンアップグアダルトゲーム業界初（？！）256

色クラフイツク、さらなる夢をお楽しみ下さい。
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・使用機種・98・TOWNS i 

•X68 ' 

価格6,800円 （税制

必このソフH立18歳以上のみ対皐です

勝てば官軍、負ければ賊軍、笑う門には鬼畜ありP

2度ある事l立、3度ある。世間の非灘署E受け

鬼畜戦士ランスがまたまたやってきた。

・使用機種・98・TOWNS・X68

価指6,800円 （税制

民ニのソフ卜1;118線以上のみ対象です

はい、アリスで昔、ユーザーの皆微お元気でしたでしょう
か？このソフトは、前回、怒湾の大好評を得ました［アリ
スの館CD］の第＝弾［アリスの館CD2］で弘 ［アリス
の館2］の内容に加え［アリスの館CD2lは恒例の［女の
子図鑑］すでに廃盤の［あぶない天狗伝説］とってもあや
しいスペシャルADV［あゆみちゃん物語］などCD-A
OMならではのもりだくさんなゲームソフトで弘

ffi限設淘%冨

価指6,800円 （税制

mニのソフH;t18歳以上のみ対車です

之れは自由奔級、荒唐無稽、焼肉定食（何力、遣う）な

真回大学付属総合病院で起こる物語。アリスソフト

久々のコマンド選択式アドベンチャーゲームで昔h

fir.STOP! 

j Dr.訂 6折
区-4園田~

．使用機種・98・TOWNS・X68
•MSX2 

価絡6,800円 （税制

：このソフト1;118級以上田み対象です

はい、アリスで昔、ユーザーの皆織、お元気でした

でしょうか？このソフトは、前回、怒漢の大好評を

得ました［アリスの館］の第二襖［アリスの館2）で

宮h再び、アリスソフトの歴史を遡りながら、ミニゲ

ームを楽しんで頂きたいという趣きで作られたゲ

ームソフトで昔、

．使用機種・98
•X68 

価格4,800円 （税制

』このソフトは18級以ょのみ対車です

テクノロジーとサイコパラノイアの産物DPS。

Set2に続き、シナリオ3本を収録したDPS-SG

-Set3夢は貴方をl貨にして離さない。
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・使用機種・98・NOTE
•TOWNS ・X68
•VA 
•MSX2 

価繕6,800円｛税制

＂＇ニのソフ H;t18歳以上のみ対阜です



命頑筑波な

価裕6,800円 ｛税制

議このソフトは18級以ょのみ対阜です．
語ニのソフト陰、岡田＇PCー鎗Nシリーズでは憧用で8ません．

I 

・使用機種 i ・se I ・TOWNS・xse
•VA ・BB・MSX2

·~室
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価格6,800円 （税制

終ニのソフH:>Slt以上回み対象です
にのソフト健、時＆陀咽NyリーズでU使用でUi!ι
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・使用機種・SB
•NOTE 
•TOWNS; 
•XSB 
•VA ・MSX2同義

岨 ；：lJ" 

総このソフH:1s貧血以上回み対畠です．

&[10＠［；の館
CD  

・使用線種・TOWNS''

価格.~.aog同（税制
必このソフトは18Jt以上のみ対車です

価指：~·809円｛税制
：’このソフトは18愈以上のみ対皐です

・ニのソア出、H錦、同咽N;-•J－ズで岨周廿ません

PC-9創刊M/VX畑A/RS/RX/DA/DS/DX/UV/UX/LV/CV/ES/EX/U町UF/CS/FA/FS/FX/GS/XL/XL可RL/T

PC-H鈎MODEL印/70／！拍／90/100/105/58/T SV-H鈍MOOE'-30/40/6日 PC一泊21
PC-2随/V/VE/VS/VF/VG/V..J/VX/X PC甥DO/DO+

PC－謁6/V/S/G/GS/GE/VR PC-2剖U/US/UX/LSLST/C/L/LE/LF/BOOK/LP 

PC潟6M/P/LS/LSC/LSR/LSX/BOOKL/BOOK LC/NOTE W/WR/AR/NA/AE PC-4邸GG/GR PR0-486 

PC-9801N/NS/NV/NS-E/NS-T/NC/NS/L/NA PC-386NOTE A/AE PC-286NOTE F 

FM TひWNS2/2F/2H/20F/40H／加H/CX20/CX40/CX100UX20/HG/HR/UG 

X68000/ACE/EXPERT/PRO/EXPERT2/PR02/SUPER/XVl/Compact XVI 

P℃－88VA/213 

PC-8釦1SR/FRIMR/FH／同／MA/MC

MSX2/2+ホ＂＇bo-R

好機種によっては増段が’必要なものがあります，

アリスソフト特製オリジすすレテレカ、その他。
そMヂそ·~そMヂ与eヂトヂ・Telephon Cardも字、字、字、字、ず

かわいいキャラクターがテレカになって。

〈 （テレカ一00円(I昆込） 均 CC
ALICE s。FT。r’g’’唱l ALICE s。FT。「ig’聞l 可司．．．．．．．． 』

テレカ（8）定価1.200円(I見込｝ テレ力（0)定価1.200同（税込） ~’’－－ 
ALICE s。FT。「igi’聞I ALICE s。FT。r’gi咽 l ，，’’F

ALICE・NET・アリスソフト・ユーザーズクラブ
パソコン通信 アリスソフト・ユーザークラブ
ALICE NET 06-882-!施90 ・入金希望者は、ソフトパッケージ内の申し込み用紙に必要事項

YUKICHI NET 06-882－侃85(1D=USER) 告書皐込み金貨を開封の上、お申し込み下卓い。

NEWホストシステムにτ会員量録開始.（／（無料） ・特典’会員鉦の発行／I軒作情緒／デモ・ディスク／会鵬 etc

~LICE SOFT通信販売申し込み方法
・代金（消費税込み）と申し込み用紙を同封の上、下記の

住所までお申し込み下さい。

・〒530大阪市北区天満2丁目7番11号

サンバレー天満SFアリスソフト通信販売部行

・問い合わせ先電信番号（06)882-0811 
NOTE販のみ税込み￥5.974で曹、

P•S SGシリーズのdata2/data3は、通信販売由みと卓せ

SGのシステムディスクが無いとゲーム出来ませんので、ご注憲下eい。

なお、 data3/set3をお買い上げの方にもれなく特製テレフォンカ

ード在差し上げま抗

商品名 価格（税込）

ランス 1/1/1 ¥7 .004 

闘神都市 ¥7.004 

DALK ¥7日04

o,. STOP ¥7.004 

Supe「D.P.S ¥7，閃4

D.P.5 ¥5.974 

D.P.5 SG/2/3 ¥7.004 

D.P.S SG DATA2/3 ¥4.5日【］

ALICEの館E ¥4,944 

ALICEの館CD/COi ¥7.004 

テレカA／白／C/D 》1.200

．ふり h＇な

ご住 所 (T 

ふりがな

お名前
年齢 電路番号

商 品 名 機 種 メテVア（媒体） 個数 価 格

AアリスカタログVOL.4 合 計
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