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この度は、 CUSTO M製作「TEE N」をお買い上げ頂きまして、
誠にありがとうございます。

本マニュアルにはゲームを正しく遊んで頂くために必要な事項が記載
してあります。ゲームを始める前に、必ずお読み下さい。
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起動する前に……………………4
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パッケージ内容
ゲームディスク……………3枚
マニュアル………………… l冊
ユーザー登録ハガキ……… 1枚

・「TEE N」は、カスタムが独自に開発したオリジナル製品です。当社の許可なく
このソフトの映像、音響、プログラム、印刷物等を複製、及び賃貸（レンタル）するこ
とを禁じます。
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ご購入頂きましE製品が、万一何らかの症状で正常lこ動作し芯い場合は、ま
ず、次のことをお調べ下さい。

1 .対応機種とメディアは、お手措ちのシステムと対応していますか？

2. 説明書の通り！こソフトウエアを立ち上げましだか？

3.他lこお措ちのソフトウエアは正常lこ動作しま寸か？

以上の事をご確認に怠っても、ソフトウエアが正常lこ動作しない場合lこは、
ご購入になっ左ショップ、ま定はご友人がお捲ちの問機種のパソコンでお試し
｜こなって下さい。それでも正常｜こ動作し怠い場合lこは、お手数ですが、詳しい
症状、お使いlこなられている機種名、環境、連絡万法を明記の上、ディスクを
当社までお送り下さい。当社の貫｜こよる製品不良の場合！こは、送料当社負担で
無償で良品と変換させて頂きます。

尚、お害様の取り扱いミス！こよる
破損等lこつきましては、 2'0 0 0円
分の郵便為替を添えて、破損しだ
ディヌクをお送り下さい。代晶を
お送り致します。

女電話での質問、お問い合わぜは、月曜から金曜の
午後3時～午後’6時の間！こ受け付けております。

（祝日、祭日を除＜）

1'177東京都練馬区石神井台3-1-26
ロイヤル貴203

有限会社文コ二之さヨ ζ占

TEL 03-3997-7647 
［受付：月～金 PM3:0 0～PM6:00] 
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圃「TE ENJは以下のシステムで動作します。

0PC-9801V X以降
2H Dフロッピードライブ2基
F M音源（無くても動きます）

OアナログRG Bディスプレイ

．ディスクの取り扱いについて

0ディスクのパックアップを取ってから使用することをお勧めします。
（ディスクのパックアップ方法は、 MS-DO Sのマニュアルをご覧下さい）

Oパックアップを取ったらマスターディスクは、大切に保管して下さい。

0ディスク Aはデータを書き込みますので、ライトプロテクトをかけないで

下さい。

E璽E霊宣言寄雪国・・

酬臨細細
圃「TEE N」のディスクAをドライブ1に入れて、パソコンの電源を投入す

るかリセットボタンを押して下さい。自動的にゲームが起動します。

圃指示に従って、ディスクの挿入及び交換を行なって下さい。

※指示のある時以外はディスクを抜いたり入れ換えたりしないで下さい。
正しく動作しなくなる場合があります。
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．ハードディスクのインストールについて

「TEE N」は、ハードディスクにインストールすることができます。

（ハードディスクには4MB程度の空き容量が必要です）

ただし、ハードディスクへのインストールは、充分な知識のある方以外は行わ

ないで下さい。また、インストールに際して、ハードディスク内のデータや、

ハードディスク本体に障害が発生しましでも、当社では一切の責任を負いませ

んのでご了承下さい。

．ハードディスクへのインストール手順

以下の説明は、インストール先のハードディスクがドライブA、フロッピード

ライプがドライプBということを前提としています。

ご使用の環境に合わせてお読み下さい。

①M S-DO Sを起動しメニュー等を終了させて、プロンプト（A＞）が表示さ

れた状態にして下さい。

②インストールするドライプに4llB程度の空き容量があることを確認して下さい。

③ドライブBに「TE ENJのディスクAを入れて、次のように入力して下さい。

A>B: I NS TALL 

④画面の指示に従ってディスクを入れ替えて下さい。

．ハードディスクからの起動方法

①インストールしたディレクトリーにカレントディレクトリーを移します。

A>CD TEEN 

②T EE Nを実行します。

A>TEEN 

※ハードディスクでプレイするには、500KB程度のメモリが必要です。メモリ

が不足している場合は、日本語FE Pや常駐ソフトを外して下さい。また、常駐

ソフトによっては正常に動作しない場合があります。
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•MENU 

【GAM  E 】・H ・H ・－・シナリオ選択後、ゲームが始まります

【鑑賞IODE】...・H ・－・グラフィックやENDIN G等の鑑賞

（各シナリオを終了すると鑑賞可能になります）

【IUSICIODE】………BG Mの鑑賞

【操作方法】………操作KE Yを表示します

【終 了】...・ H ・・・TEENを終了してD0 Sに戻ります

•GAME 

「TEE N」は、コマンド選択式のアドベンチャーゲームです。
キーボード、マウスの両方が使用できます。
コマンドを選択して、シナリオを進めて下さい。

※「TE ENJには、GAME OV E Rはありません。

※シナリオ 2[LAST PARTY］では、シナリオの途中に分岐がありますが、

エンディングには影響しませんので、好きな進行を選択して、お楽しみ下さb、。

【AUTO SAV E機能】
シナリオの進行状態をパート単位で自動的に保存します。
保存されたパートまでは、任意に選択してプレイできます。
※パートの選択はゲームが始まる前のパートMEN Uで行います。

【ゲームの途中終了】
[ES C］を押して、【システム設定】を呼び出し、【終了】を選択する。
又は［ STOP］を押して、終了させて下さい。

．システム設定

ゲーム中に［ESC］を押すか、［CONFIG］をマウスでクリックすると、

システム設定の画面になり、以下の設定を変更できます。

【 MUSIC 】……BG MのON/OF Fの切り換え

【CGの表示速度】……CGの表示速度の変更

【V表示の種類】……キー待ちの［マ］の表示方法の変更

【 文字の種類 】…－一文字の種類の変更

【 文字の太さ 】…・・・文字の太さの変更

【操作説明を見る】……操作説明を表示します

【ゲームの終了】……ゲームを終了して、パート選択のMEN Uにもどります。
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・基本操作

［カーソルキー］と［リターンキー］で、行なえます。

】……［ 8][2][4][6］（テンキー）で上下左右

［カーソルキー］で上下左右
[ s ][ x Jで上下
マウスによる選択

】……［RETURN]
[SP ACE ]/[GR P H]/[N FER] 

[ O JCテンキー）
マウスの左クリック

定決【

】……［ ESC] 
[CONFIG］をクリック

システム設定
（ケーム中）

・特殊操作

】……［ ESC]/[BS]

【コマンドウインドの消去】……［HOME CLR] 

（再度押すと、復帰します） マウスの右クリック

【メッセージ等のウエイト解除】……［ SHI FT］／［カナ］ロック
マウスの右クリック

】……［HEL P ]/[ f • l] 操作説明の呼び出し

】……［ STOP]

【コマンド自動選択モードON】……［TAB]

（再度押すと、OFF) [AUTO］をクリック

※シナリオを終了すると使用可能となり、決定キーだけでシナリオが進行します。
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F』Mm 

基本操作は、

カーソルの移動
（ゲーム中Ii上下のみ）

【MEN  UでのEXIT 

ゲームの強制終了【

圃ーゲーム強制終了

【

宗祖匡一』ム－・・圃圃恒脳L ん ~.，：·＂·：·＇ 
一－一 一一一－~＇＝一ー 唱 ご z ムrーと竺？±：で主主示、 ノでヨーー与とー一一一ニーヶー

ーセ~，，，..~5テモ廷で？と‘子三三~i込；～；.；＇－＂＇＇・＇＇＇＂＂＇＂；，；＿.，.－z~：~.ム二三三三ご－：：：~C:?"'".iL. : .. .一言問問主主主杢至竺キモ•n;

－ι；：：：込＇~~ミ．与ぶ：t,：~~！式要三三！マ！？？？三：ラ忌手~：：ヲ千三戸ぞろさ~iご7
－：：~一一一 F ー～ー一26-



「 .T££A'SC£A'AllIO: :le/Jan-no抑7~町一
議議学瀦総長~？~~~1l部議樹糟糠手R

谷口愛｛TaniguchiAi} 
Age:l6 [SixTEEN] 

ちょっとオツムに難ありの超プリ
っ娘。
ある事から、『あゆみ』にラプレター
（？）を出すが・．．．．．

高校2年。シナリオ1の主人公。
中学2年のときに、「お姉さま」に
処女をあげて以来レズに目覚める。
高校入学後、新しい「お姉さまJを
捜しているうちに、お姉さま願望
が強まり、今では自分の仔ネコに
なってくれる女の子を捜している。
周りからは、変態扱いされている。
大ネコ…レズの責められる側の娘

（これに封して、動艇Heいう〉

若瀬あゆみ｛官akaseAyumi} 
Age: 17 [SevenTEEN] 
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中村車巴《Nak訓 uraTakumi》
Age:17[SevenTEEN] Height:176 

高校2年。パ対部所属。け付加主人品。
桐山恵が初めての女性。恵とは、
現在SE Xフレンドの仲。
それ以上の聞係になる事は、恵
から禁じられている。

岡本香奈《OkamotoKana》
Age: 15[Fi fTEEN] Height: 144 

高校1年。高校入学後すぐに、
桐山恵に憧れを抱き、自ら告白。
恵とはレズ仲で、恵の仔ネコ。

桐山恵 《KiriyamaMeg畑 i》
Age: 17 [Seven TEEN] Height : 166 

高校3弘バ；~1部所属女子副h1円。多数のS EX 
フレンドを持ち、主人公の中村卓巳も、そのーん
また、レズでもあり、岡本香奈は恵のレズ相手。
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