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どこにでもいるような、ちょっとかわいくて優しい女の

キ、家厳踏。まだ嵩由 年生。しかし、彼女にたぐい稀
なゴルフのオ能があったばかりに、悪の組織・ダーク八

ザードの魔の手が伸びようとしていた。

婚まりは、八ザード財団聖催のゴルフトーナメントだっ
た。躍にとっては叢枷の実轟答。しかも、美茅び姜と部
動の篭語論と戦ぇるとあつて、躍は繋雲と努巽懸で満が
いっばいだった。
唯と論の緊迫した戦いは続いた。せいいっばいプレイす
るせ人のり姜は、まさかこの実答が糧努な災務を置蔵す
るどころか、象のバトルゴルフアーに改窪する選手を物
雹するのが目的とは知るはずもなかった。
躍は実露に藤ち進んだ。その桑曙しい茅能が、急の自に
とまらないはずはない。そして、ついに悪は唯と論をと
らえてしまった。

「我は今、2人のプ姜を得たり。汝ら我のバトルゴルフア
ーとなり、我が野墜である世界征服を実現すべし。

汝らに選ぶべき道なし。逆らいし署には、死を写えん。
釜にだえ/ 義に響え、靴 肥ぇ・… …・」

ダーク八ザードに捕らわれた唯と蘭は、世界征服を実鞘

すべきバトルゴルフアーに改選されてしまうのだろうか、
それとも・・・ .

日



八ザードカップ姜キマツチプレイ選撃権に彗星のことく
現れた嵩議1準生の新入。なみいる冒韻を韻り、実腐逢
留を果たすが、篭薔論とともにダークハザードに連れさら
れ、そこで改選撃術を受ける。
しかし、餃整撃需置話に艶の第に筋けられ臨田する。屑
慧未明になった篭鵡論を深し荼めて、青び箪彗韻島に業
り込んで行く。

醤語 跡プロを兄にもつ、生継のサラブレット.

デビュー以築、島って生まれた孝能を実轟し、負け知ら
ずの天才プロゴルフアー。

しかし、ハザードカップ姜キマツチプレイ選手権で水原
唯とともに連れさられ行方不明となる。

莞プロ曇豪チーム
「竜神タイソンズ」
の4審身暑。Cラ
ンクの改差を施さ
れており、なかなか
の要霰。餃窪撃需
の自i作用のためか、
性格に多りの難?ガら:



嫉性と災皆の羊釉蒟
巽影を爾い、災吉に
統なす急鉄樫を瞳苔
する妖雀壁晨の奥嬬
覺。
躍を悪い妖樫だと慧
い込み、解員を続ん
でくる。

鞘髪の莉學暑嶼鳥土鮨」をダーク八ザードに緩され、
形見のデイボットスーツを着て単身仇討ちに挑んだが、
返り討ちにあい改選される。
米機は私笠榛償で、米災は八―ドポイルドを桑めている
が、その風体を見るかぎりでは・・・ .

裏尚きの鑓は也算市場を覇かす八ザード訪箇の経飾「ギ
ル・八ザード・アサリバン」だが、その正体は比鏡まれ
な悪の天才科学暑であり、ダークハザードのポス「プロ
フェッサーG」 でもある。

樫僣は識憲程まりなく、彼の轟書には轟書や箋などとい
ぅ讐業は簿をしない。
バトルゴルフアーで世界を征服しようとしてぃる。

回



か た

スター トボタン

・ゲームスタート

・コマンドの決定

ほうこう
方向ボタン

・コマンドの選択

コマンドメニューのカーソル (>)を動かします。

。ゴル フ画面 では、シ ョッ トする ときの CLUB、

FACE、 ワザの選択やコースを見るときに使います。

Aボタ ン・ Cボタ ン (決定 ボタ ン )

・コマンドの決定

Bボタン (キャンセルボタン)

。選んだコマンドのキャンセル

○ ゲームの始め方

「バトルゴルフアー唯」は、ゴルフで解員しながら謎をと
いていく、結しいタイプのスポーツアドベンチャーゲー
ムです。
遊び方には、アドベンチャーモード (1人用)と ゴルフ

モード (1～ 2人用)の 2種類があります。

l.ゲームt始ある前に
このゲームは、 l～ 2人用です。ゲームを始める前に、

コントロールバッドが正しく接続してあるか確認してく

ださい。

緩続のしかた

lPコントロールパツド 2Pコ ントロールバッド

コントロールバッド 1個で 2人用プレイをするとき

lPコ ントロールバッドを交互に使います。

コントロールバッド2個で 2人用プレイをするとき

ブレイヤー 1は lPコ ントロールバッドを、プレイヤ

ー 2は 2Pコ ントロールパッドを使います。

○

回

スタートボタン

Cボタン

Bボタン

Aボタン

回



●ゲームの始め方

2.モードの選び方
スタートボタンを押すと、タイトル画面に変わります。

号問ボタンを霊千に錦

かしてモードを選び、

スタートボタンまたは

Aボタン、Cボタンで

決定します。

・ADVENTURE MODE:(ア ドベンチャーモード)

連れ去られた“論"を助け出すために各ステージの韻
と会話をし、ゴルフで膠員をして曙報を集めます。
皓黒のボスを倒し“蘭"を助け出すのが旨蒟です。

・COLF PLAY MOD巨 :(ゴルフプレイモード)

普通のゴルフゲームでマッチプレイとストロークプレ

イがあります。

■アドベンチャーモー ド

●アドベンチャーモードを選択するとメッセージスピー

ド選躾歯置に菱わり
ます。 方問ボタン
で選び、スタートボ

タンまたはAボタン、

Cボタンで決定しま

す。

・ FAS丁一一一早い

・ MIDDLE――普通

。SLOW一 一一遅い

②ニューゲームかコンティニューを選びます。

号問ボタンで建び、

スタートボタンまた

はAボタン、Cボタ

ンで決定します。

。NEW GAME :最 勒からゲームを始める。

。CONT:NUE :パ スワードを入場して前回のつづ

きから踏める。

*ア ドベンチャーモードでは、ゲームの途軍でバスワー
ドが製宗されます。(E27ページ)

コンテイニューを選ぶと

バスワード入男歯告に変わります。
方向ボタンで文字を選び、AまたはCボタンで決定しま

す。Bボタンを押しながら方向ボタンを動かすと、パス

ワードの下のカーソル ( )を移動できます。

バスワードが正しければ、アドベンチャー画面に変わり

ます (昭16ページ)。 パスワードが間違っているときは、

もう一農やりなおしてください。

ロ ロ



■ゴルフプレイモード
ゴルフプレイモードを

選ぶと、マッチプレイ

かストロークプレイを

選ぶコマンドが装宗さ
れます。

方向ボタンで選び、ス

タートボタンまたはC
ボタンで決定します。

MAttCH PLAY(マ ッチプレイ)

1ホールことに解員を晨め、藤ったホール薮を謡い各い
ます。

マツチプレイを選ぶと、

されます。

方向ボタンで選び、ス

タートボタンまたはC
ボタンで決定します。

・VS MAN :
2人用。18ホールをプレイします。

・VS CPU :

1人用。コンピュータと対戦し、9ホールをプレイ
します。

●ゲームの始め方

・ VS CPUを 選ぶと

敵のキャラクターを選ぶコマンドが装宗されます。
アドベンチャーモードに登録する人物の串から、好きな
キャラクターを選びま

す。

方間ボタンで選び、ス

タートボタンまたはC
ボタンで決定します。

SttROKE PLAY(ス ト回―クプレイ)

18ホールのトータル打数を競い各います。
スクロールプレイを選ぶと、 1人用か 2人用を選ぶコマ

ンドが表示されます。

方問ボタンで選び、ス

タートボタンまたはC
ボタンで決定します。

。lPLAY START(1人 用):

1人でストロークプレイをします。できるだけ少ない
打数で18ホールをラウンドしてください。

・ 2PLAY START(2人 用):

2人用のストロークプレイです。18ホールのトータル

分薮を謡い各います。

階プレイ方法を選び終わると、ゴルフ画面 (18ページ)

に変わります。

国

対轄箱手を建ぶコマンドが装宗

□
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||「
レームの延び芳
l.ア ドベじチャー画面

連れ去られた “論"を毅田するために立ち尚かう唯の前

には、ダーク八ザードのパトルゴルフアーが待ちかまえ

ています。唯は、はなす、きく、しらべるなどのコマン

ドで憎報を集め、ゴルフで露貞をします。

豚員に勝たなければ、その時点でゲームオーバーです。

メ ッセージ ステータス

メッセージ

メッセージの最後に▼がでたら、AまたはCボタンを押

します。メッセージの続きが袈宗されます。
メッセージが終わると、コマンドが表祟されます。

|

l

コマンドは方向ボタンで選択し、AまたはCボタンで決

定します。キャンセルするときはBボタンを押します。

コマンドは、ゲームが

進むにつれて増えてい

きます。

ステニタス

アドベンチャー画面やゴルフ画面で常に実宗され、プレ
イヤーの現在の渓馨を見ることができます。

レベ ル

ン ヨ ッ

経 験 値

。LV(レベル)一 現在のレベル

。SP(ショットパワー)一レベルが上がると増加します。
ショットパワーはワザを使うときに籍豊します。

・EXP(継験権)一――韻に勝ったり、ゴルフで貞い
成績を上げると一定の経験値がもらえます。

■レベルアップについて

敵に1ホール勝つか、ある一定の経験値になるとレベ

ルが1つ上がります。
また、レベルアップすると、それまで鱈豊されたSP
も間蒔に回覆します。

ロ田
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2.ゴ′しつ画面
ゴルフ画面に変わると、いよいよプレイ開始です。

画面装宗をよく見て、ホールの特薇をつかんでください。

●ゲームの遊び方

■コマンドメニューの選び方
方問ボタンでコマンドを選択し、AまたはCボタンで決

定します。プレイにもどるときは、Bボタンを押します。

ショット

ショットをするときに選択します。画面がショット画面

に変わります。(階P23ページ)

コース

コースを見るときに選択します。矢印 (↑ )に尚かって
方向ボタンを動かします。 (階 20ページ)

グリーン

グリーンを見るときに選択します。画面がグリーン画面

に菱わります。
キャディー

メッセージウィンドー

にキャディーのアドバ

イスが実宗されます。

スコア

現在までのスコアが実
示されます。

マッチプレイでは露敲
が装宗され、ストロー
クプレイではスコアが

雲宗されます。

0コマンド
メニュー

②ホール
データ

●ホール
マップ

●ホールマツプ

そのホールの全体図です。□で囲まれた部分が画面に

製宗されています。
②ホールデータ

ホールのNo。 、そのホールのパー(基準身薮)、 ヵップ
までの距離(Y:ヤード)が実宗されます。

③プレイヤーデータ

モードに応じて、プレイヤーデータが実宗されます。
・アドベンチャーモードーーーステータス

・ゴルフモード       マッチプレイでは膠敗
が製宗され、ストロークプレイでは前のホールまで
のスコアが製宗されます。

●コマンドメニュー
プレイ軍に行なう行動を5つのコマンドから選ぶこと
ができます。

田

0プレイヤーデータ

▲マッチプレイのスコア

回



四

■コースの見方
ショットをする箭に、そのホールの全体やグリーンの瞑

態を見ることができます。方向ボタンを押して見たい場

所を選び、コースを見ながら作戦を立てます。

コースに関する用語

●グリーン

ホールの最終日標となる

カップが切ってある場所。

②フェアウエイ

ぜを難く苅り込んだ亀域。
③ラフ

芝の伸びた地域。浅いラ

フと深いラフがあります。

0バンカー

砂の入ったくば地 。

0ウォーターハザード

池、川、湖など水のある

地域。

00B(ア ウト・オブ・ノヽウンズ)

プレイ区域外。

0ティーグランド

第 1打目 (テ イーショツ

ト)を打つ場所。

●ゲームの遊び方

3.シ ョフヽトのしかた
ゴルフ画面のコマンドメニューから「ショット」を選ぶ
と、ショットメニューが製宗されます。
方向ボタンの左右で選び、AまたはCボタンを押します。

Bボタンを押すと、ゴルフ画面にもどります。

気の労問と磁さ

●CLUB
クラブの養量ができます。
号問ボタンの霊十で選び
AまたはCボタンを押し

ます。

*データは、レベル1、 蕪嵐、フェァゥェイからショッ
トした場答の目安です。ティーショットの場合は、さ
らに素麗離がlipびます。

四



②FACE
スタンスを変えることで、

ク (左カープ)させたり、

たりすることができます。

歯告にボールのJl_ま った捩議が裏宗
され、ボールの打つ位置がカーソル

で裏宗されます。
FACEを 変えるときは、方向ボタン

でカーソルを動かし、ポールの打つ

位置を決めます。

0ワザ

いろんなワザを使った特殊
なショットができます。

方向ボタンの上十で選びA
またはCボタンを押します。

画面に選んだワザが装宗さ
れます。

ワザを使うと、使ったワザ

の分だけSPが減ります。

・ストロークプレイではワザは使えません。

略 ワザの種類は、24ページを見てください。

*シ ョットの準備ができたら、画面に「GO」 が装宗さ

れます。AまたはCボタンを押すと、ショット画面に

変わります。

ショットしたボールをフッ

スライス (右カープ)させ

カー ソル

四

●ゲームの遊び方

■ショット画面

ショットメニューで「GO」

されます。

カーソル

●方向ボタンの左右を動かし、ショットするときの狙い

を定めます。

②ショットする位置が決まったらAまたはCボタンを押

します。パワーメーターが表示されます。

パワーメーターをよく見て、タイミングを合わせても

う一度AまたはCボタンを押します。

パワーメーターの見方

ウツドやロングアイアン

と墓1ょ、嵩k身もiま

(審導あホきぃうラブ)め

墓鮨‐
m≫|



ワザの糧鎖
コース渓態をよく響えて、ヮザを使いましょう。

・セリーグショット

置鶴に凸がるスーパースライス
・パリーグショット

置鶴に凸がるスーパーフック
・かまいたち

風の影調をまったく受けず、しかも本を貫通する
。といたがえし

アプローチショットで、ビンに尚かってノヽウンドする
ホーミングショット

・D。 マリオネット

ショットしたボールを方間ボタンで左暑に操作できる
コントロールショット

・アクアホッパー

氣あ王をフェアーウェイ同様走る須働リショット
・サイコホルダー

最新のパウンドで確実にボールが止まるストップショ

ツト

・ B。 ファィアー

かまいたち+D・ マリオネット+アクアホッパーの特

性を各わせ島つ努糧のショット

●ゲームの遊び方

■グリーン画面
ボールがグリーンにオンすると、グリーン画面に菱わり
ます。

グリーン霊で使用できるクラブは、パターだけです。

グリーンの綬態
ショットするときは、芝目の釈態を響えて狙うことが笑
罰です。

ボールのライン

ホールNo

そのホールのパー



困

パッティングのしかた

● AまたはCボタンを押す

と、画面にカーソルが表

示されます。

カー ソル

②方向ボタンの左暑で狙いを定めてAまたはCボタンを

押します。パワーメーターが表宗されます。

0パワーメーターの強さを見てAまたはCボタンを押し

ます。

カップインするとスコア

が製宗されます。

■スコアに関する用語

・パー……………………………暑ホールの轟踊 毅
・バーディ……………二・̈パーょり1身かない身数
・イーグル………:・ ..:……・パ~より2身ひない打毅
・アルバトロス……………パーより3身ひない打薮
・ボギー……………………パーより1身夢い分数
・ダブルボギ………………パーより2打多い打数
:ホールインワン…………肇1打目でカツプインす

ること

●ゲームの遊び方

4.対戦結果
ブレイが終わると、対戦結果またはスコアが製宗されま
す。途甲継造は、コマンドメニュー(口19ページ)で見
ることもできます。

アドベンチャーモード

ホールことに対戦指集が製宗
され、祟後に対戦絡集とレベ
ルアップが表祟されます。
負けるか引き分けるとゲーム

オーバーです。

勝って次のコースに尚かうと
パスワード画面が実宗されま
す。(階13ページ)

スタートボタンを押すとゲー

ムの続きができます。

ゴルフプレイモー ド

マッチプレイはホールことに

対戦繕巣が製宗されます。
18ホール終7後に対鞍繕巣が
製宗されます。

ストロークプレイは18ホール

終7後にスコアが製宗されま
す。

ロ



ご窪告

カートリッジは精密

機器ですので、とくに

次のことに注意してく

ださい。

カー トリッジを抜き差しすると

きは必ず、本体のパワースイッチ

をOFFに しておいてください。

パワースイッチをONに したまま

無理に、カー トリッジを抜き差し

すると、故障の原因になります。

幽
ちヽ  ヽoF「

/1δ
′

Ψ
｀

才旨瑳:L

カートリッジに強いショック

を与えないでください。ぶつけ

たり、踏んだりするのは禁物で

す。また、分解は絶対にしない

でください。

カーКリッジの端子部に触れた

り、水で濡らしたりすると、故障

の原因になりますので注意して

ください。

四

カートリッジを保管する

ときは、極端に暑いところ

や寒いところを避けてくだ

さい。直射日光の当たると

ころやストープの近く、湿

気の多いところなども禁物

です。

カートリッジの汚れを拭くと

きに、シンナーやベンジンなど

の薬品を使わないでください。

長い時間ゲームをしていると、

目が疲れます。ゲームで遊ぶとき

は健康のため、 1時間ことに10～

20分の休憩をとつてください。ま

た、テレビ画面からなるべく離れ

てゲームをしてください。



ゲームギア

いつで螺、どごl鵞鶴、ザ……ふ&瀞紙Fぼ

T∨チューナーパック(別売)を

経続すれば、なヽ艶鰻晶
テレビに変身します。

標準だ、先in絵

19,800円

‐
童空なら

'|:|

対戦ゲームをするときは、 2台のゲームギアを対戦ケープル (別売)で接続してください。

ライン。M47Fゲームソフト

ゃ楽しい情報を、どわどん

お知らせしています。

本L劇晃  0117832-2733

ヨ巨芳晨  03・ 3236-2999

大阪  06-333-8181

福岡 092-52卜 8181

☆電話番号をよく確かめて、正しくか ,て ください。

株式会社 セガ・ エンタープライゼス

本  社 〒144東京都大田区羽田1212
お客様サービスセンター

803(3742)7068(直通 )

札幌支店 〒062北海道札幌市豊平区豊平五条3234
8011(841)0248

関西支店 〒561大阪府豊中市豊南町東253
806(334)5331

博多支店 〒810福岡県福岡市中央区白金2-5-15

8092(522)4715

修理について 修理を依頼されるときは、下記また

は札幌、関西、博多の各支店までお申しつけください。

株式会社セガ 。エンタープライゼス

佐倉事業所 HE補修管理課
〒285千葉県佐倉市大作 13‐ 4

80434(98)2610(直 通 )

凸
3人の占い師に

あなたの運命が・・・

OSEGA 1991

標軍」、発価格3,500的

丁HEプ ロ野球
.91

ゲームギア版

) プロ島深の簡単。
c,SECA 1991標 撃な、発価格3,500的

ドラコンクリスタリレ ツラニの送当

未知なる冒険。水晶の世界へ /

CSECA 1991襟 撃j、発倫総3,500角

(記載価格には消費税は含まれていません ) 禁無断転載


