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◆使用上の注意◆

この ケームは別 売の メモリーカー ト
‐
を使 えば 進行 テー タを円

申に八ックノ ソフできます。ネ´シオ本体の メモリーカートスロット

にメモリーカートを確実に挿入し 下ョIの要領て ,―ムのセーフ

ロートを行つてくたさい.

■ロード(データ呼び出し)方法
メモリーカートか正しくセットされていればケーι、スタート前に'日―卜選択画面Jか 表示されます.

レA― で'YE SJを選んでAホタンを押すと前□t― フした籠さ力らⅢ,3ヽかできます.

■セーブ(データ記録)方法
メモリーカートが正しく

'ッ
トされていttlまケームオーハー●に'セーフ選択画面 か表テされます

レ′ヽ一こ'YES,を選んでAホ タンを,す と それまでの進行テークを記録でき ず(ソフトによっ

こは,― ム中 自動的にセーブされるものもあります)

1通常 同一ケームの複数セーフは行えません。そのため メモリーカート内に・ l―ケームのテータ

かセー,さ れている場合は 前テータは白動的に消・・ されますのでこ,意くたさし、

■カードのフォーマツト(初期化)について
新しいメモリーカートはフォーマントロ期1ヒ )されてお弊 せん使用前に下記の手順に従って2.す

フオーマットを行つてからあ使いください。

●ネオシオ本体にあ手|● う0ネオンオカセットとメモリーカートを正しくセントします.

。メモリーカートのセーフ ロートこまネオンオ本体セット以外に ネオシオカセット

が必要です。

●セープ ロート中にメモリーカートやカセツトの振を差し 本体鱈源のON OFF
は絶体にしないてください.

0メモリーカートの椰入は 矢:0を上に向けて行ってください。

●メモリーカートま別売れ 必,ネオシオ専用のものをお買い求め こ使用くださしヽ

0この商品はネオジオ専用ケームカセットです。

●カセットの抜き差しは必す 本体電源をOFFにして行ってください。

●カセツトは精密揺 ですので 強いシジ を与えたり極端な温度条rO使 用 保

置は避けてください.また 分解は16体にしないてください。

●蝋7部を手で触れたり 水で濡らしたりしないてくださtヽ

●カセツトケースをシンナー等の薬品で拭かないてくださしヽ

●遊ばない時はコンセントからACアダプターを必ず抜いておいてください。

●ネオンオをブロジエクションテレビ(スクリーン投膨方式のテレビ)に接続すると 画

面焼けが生する可能性があるため接続しないてください。

ケームを楽しくプレイして頂ぐ めに次の事項をお守り

下さい。またお子様がケームをされる時は 保護者の方

かお読みになりお子様に必すお伝え下さい。

●ケームをされる時は 健康のため 時間毎くらt'こ適度な体

憩を必すお取り下さい。また 極度に疲労されている時や 暉

眠不足の時は体調か完全に回1隻してからケームを楽しんでT
さい。

●ケームをされる時は部屋を明な し テレヒから出来るたけ離

れて下さい。

。今までに強い光りの
"j激

を受けたl.やテレヒなとを見ていた

時に 一時的にでも筋内のけいれん 意識の震失なとを経験

したことのある方は 必すケームをされる前に医師と相談して

下さし、万― ゲーム中にこの様な症 ttか起きたり 身体に異

常を感した時はケームを中断し スイリチを切 7医 師と相談

して下さい.

ギ/

●4Pコン‐ ― のA～ D   O引 と́に'テータ画面j猿
ホタンを個 同時こ押しなが  示されたらレハーで`カート
らネ,シオ本体側の■rか   のフォー,ポ種 択します
ボ9ンを押します.

●Aホタンを押すとフアーマ

ツト完了です.
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(コン トロー ラー操作説明 )

キャラクターの操作 (移動 シャンフ しゃかみ、
カード タッシュ等のアクション)こ使用します。

A・ B同時……攻撃かわし

C・ D同時……ふっとばし攻撃

A・ BoC同時……パワー充填、ヘルプアタック

扇扇ノヾ〕′tF

グーム中に押すとポーズ

(一時停止)、 再度押すと

解除されます。

スタートボタン

ゲームスタート、途中

参力0対戦に使用します。

コントロールレバー

(  ゲ…ム■回説明   )

]プレイヤースコフ

2現在戦つているキャラクター表示傾と名前)

,体カゲージ
1●他のキヤラクターの勝敗表示

(すでに敗退したキャラクターはX印で消されています)

5~残 り時間
141パ ワーゲージ



ム の始 め
ますソフトを本体に正しくセットしてくたさい。電源を入れタイトル画面か表
示されたら コントローラーのスタートホタンを押してください。

●グ̈ ムモート②□択
ケームセレクト画面でチームで戦う「チーム

モートJと 一人で戦う通常対戦の「シンクル

モートJのとちらで遊ふかを選0ま す。レバー

で選んでAボタンで決定してください。

●ゲームレベルの日自
レベルセレクト画面で コンピュータ対戦時

の難易度を選びます。レベルは「イーシー ,

ノーマル MVSi八 ―卜Jの順に難しくな

ります。レバーで選んでAボタンで決定して

ください。

0バツタフツフデ中夕の
叩び出し

これまでに遊んだテータをバックアップして

あれ|ま 続きのステージから遊ふことかでき

ます。くわしくは '使用上の注意
｀
をお読み

くたさい。

本体にコントローラーを2つ接続し 両方のスター

トホタンを押すと2P対戦を楽しむことができま

す。lPブ レイ時にスタートボタンを押せば乱入フ

レイが可能です。

試合に敗れるとコンテ ィニューカウントか表示さ

れます。0に なる前にスター トボタンを押せは続け

て遊ぶことかできます (コ ンティニューは3回 まで

可能 )。 また 2P対 戦時はコンテ イニュー回数か減

りません (フ リーコンテ ィニユー )。

●チー・ムの日根
操作デモ表示後にチームセレクト画面で 使

用するチームを選ひます。レ八―て選んでA
ホタンて選択してくたさい。シンクルモート

フレイ時は使用したいキャラクターの所属

するチームを選んでくたさしヽ。(操 作テモは

Aホタンでカットできます)

|ら 出場町の機日
フレイヤーセレクト画面で キャラクターの

出場順を決定しま●.1人 目から順にレ八―

て選んでAホタンで決定すれは いよいよケ

ームスタートです。



∈ ブレイヤーの書本操作 ⊃
ザ・キング・オフ ファイターズ'94で は、新たなアクションが追加

され、さらに多彩で自由な攻防か可能となっています。また、TB
・S/チームバトルシステムならではの“ヘルフ アタック"に つ

いては次項にて説明してありますので、あわせて実戦で使ってみ

てください。

9強キッ
F

∈ンノx
o弱

キック

弱バンチ

OダッシュCl
レA―を素早く前2回 てタッシュ 後ろ2回 で

ソヽックステップた。

●スルー・アタックCl
lB手の政撃をカー ドした時間に'|+Aか Bボ
タン・ を入力しよう。攻撃をかわ しつつ技を繰

り出すことかできます。

0必殺技&超必殺技Cl
レA―入力とホタンの組み合わせにより 各キャラクターかオリシナルの必殺

技を繰 り出します。また 必殺技の大半は′ヽンチやキ ツクと向しく強弱の使い

分けか可能です。さらに体カケーシか減つて赤く点滅 している時には より強

力な超必殺技も使用可能とな ります。

レバーを左右に振 りなからボタン連打て 多少早く回復するツ。

0攻撃かわしCl
ABホ タンを同時にタイミンクよく押すと

相手の政撃をかわせます。

Oふつとばし攻撃Cl
C Elボタンを同時に押すと 超強力な攻撃を

保 り出 します。

A・ B・ C同 時 で パ ワ ー を ため ろ !

対戦中にA B C3つのボタンを同時に押し続けることによ

り、画面下のパワーケージが上昇 !MAXになると、通常技か

ら必殺技まですべての攻撃力か一定時間アップします。また

MAXの状態ならいつでも超必殺技を使うことができます。

■人ワーを溜めている時は完全に無防備な状態です。相手のスキをね
らつてパワーを溜めましょう。

※レバー操作はキャラクターが右向きのとき。



(遭化した対職1これがTB・Sだ。)
① 試合前に決定した出場順に従い 1人目同士

かます対戦開始。1ラウント勝負だ。

② 勝者はそのまま残り、敗者は選手交替。ただ

し勝者は全体力が回復する訳ではない。勝

澤」ボーナスとタイムポーナスによりわすか

に回復した体力で、次の試合に挑まなけれ

ばならないのだ。

03人 目(最終選手)を倒せば勝利。倒されれ

ば敗1し。従来の戦いにはないTB Sな らで

マスターせよ。

(     シ ン グ ル モ ー ド に つ い て      )
このグームではTB Sによる「チームモードJ以外に「シングルモートJで遊

′3ヽ こともで・・ ます。「シンクルモートJま従来の対戦システムのように使用キヤ

ラクターを1人選ひ 2ラ ウンド先llRし た方か勝ち抜さ。もちろん1ラ ウント

ことに体力も全回復します。

デーハバトlVシステ島

1人 じやない。頼もしい仲間がいる !キヤラクターを選ぶ

のではなくチームを選び、チーム3人の特性を活かしきる

のが、TB・ Sの闘い方だ。出場順も勝負の分かれ日となる

だろう。キミのテクニツクと戦略で、チームを勝利に導こう!



■Aじゃな い 。1中 1罰ブドい る。
これが ヘル 7oOアタックだ :

TB Sの仲間達はたた見守っているたけしゃない。実は 1試合につ

き 1回だけ八ックからの援護攻撃 (ヘルフ アタック)を使えるのだ。

うまくいけは回復の時間を稼けるか ビンチのときという条件つきだ。

1ク ラクラ状態もしくは 相手のつかみ技を受けているとき。

2ブレイヤーの体カケーシか半分以下のとき。

3相手より体力が少ないとき。

4待機中の仲間か画面で見えている。

5待機中の仲間か全滅していない。

■相手はヘルフ アタ ックを受けても体力は,り ません。

また ヘルフ アタックの回避 防御も可能です。
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NE00EOテ レフォンサービス

806(339)0110
0電お番号 まよく彙かめて お口週えなく.

本品の●出 使用曽彙及び■■を摯します。


