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▼タイトル Fantasy Wood Story
▼ジャンルコマンド入力式 ファンタジーアドベンチャーゲーム
▼対象年齢 18歳以上（R-18）
▼クレジット
制作 (C)じゃんめろ。
パブリッシャー Hashi(TinyProject)
音楽 (C)KAY-CHANG(MKN)
技術指導（テクニカルサポート） Ackieee 、Bernie、 Jot 、morian
スペシャルサンクス yuki

▼問い合わせについて
下記ＨＰよりお問い合わせください。
https://nekohatsuden.com/
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＜エミュレータの場合＞
資料をご参考ください。

＜実機の場合＞
・"テープイメージ"フォルダ"開きます。
・p6_FWS_ADV1～8(Bangaihen)_verXXX.wavをテープに録音しデータレ
コーダにセットするか、PCのサウンド出力から実機につなぎ読み込みで
きるようにセットします。
・本体の電源を入れ、モード選択画面に移行します。

②共通操作
・メニューでモード 5 を選びます。
・How Many Files? と表示される場合は 0 (RETURN) と答えます。
・How Many Pages? には 2 (RETURN) と答えます。
・cload (RETURN) としてプログラムをロードします。
・ロードが終わったら run (RETURN) とすると、データをロードした後、タ
イトル画面が表示されます。

何かを押すとコマンド入力モードになるので、「スタート」（※）
とカタカナで入力し、RETURNキーを押すとゲームがスタートします。
※2章以降は、パスワードを入力します。

ゲームの遊び方

起動方法(概要)

体験版ダウンロードデータ内には、下記①②の説明ファイルが入れ
てあります。初めての方は説明ファイルををご参考くださいませ。

①はじめにお読みくださいねm(_ _)m.pdf
→エミュレーターのセットアップ方法

②ゲームの始め方(テープ) _verXXX.pdf
→具体的な操作方法



カール王が治めていたその小さな国は、他国が羨むほどの豊かな
水源と湖、肥えた土地を持つ裕福な国家でした。

その国の王が老いたとき、悲劇が始まりました。

カール王の娘であるマリーは、王家に伝わる魔法の指輪を乱用し、
人々を誘拐しては無理やり人形に作り替えることに熱中しだしたの
です。そして、丁度同時期に、湖の守り神である恐竜ネッシーが付
近の村や町を襲うようになったのです。

カール王の側近であった魔法術師筆頭のシャリアスは、神の使い
であるネッシーの怒りの原因が魔法の指輪の乱用であるとマリーを
咎めましたが、マリーはこれに激怒し、彼の娘であるクララをネッ
シーの生贄として捧げるよう命令をします。

この国は、神の使いが暴れだすと人の子を生贄として捧げる風習
があったのです。

それから１０数年後、カール王に代わりマリーが治めた王国は疲弊
し、他国からの侵略の危機に瀕していました。

シャリアスは仲間達と反乱を起こし、カールとカール派の騎士団を
追放、女王と名乗ったマリーを拘束することに成功し、国の立て直し
を計ります。

主人公がこの国に立ち寄ったのは、反乱が成功してから半年程経
過した頃です。

他国にはある噂が広がっていました。「魔法の指輪」が失われた…と。

ストーリー

序章
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カール王国の諜報活動について

当国と友好を保っていたカール王国にクーデターが発生、現
在はクーデターを指揮した元魔道士団筆頭のシャリアス伯爵
が統治する状況となっている。
ついては貴殿に下記の通り、３つの任務を与える。

－ 記 －

①カール王国に民間人として潜入し、カール王国領内の町、
村、城、軍隊、ネッシーの状況を調査せよ。

②周知のとおり、カール王国内の湖は当国にとっても重要な
水源である。今回の混乱に乗じ、グレオリニス公国がこの水源
を占拠しようとする動きがある。グレオリニス公国の侵略行為を
妨害せよ。

③持つものに大魔力を与えると伝えられる「太古の指輪」が行
方不明との情報がある。これが真実であるかを確かめ、もし真
実であればグレオリニス公国の手に落ちる前に指輪を確保せ
よ。

以上

命令書
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アリス
もとは流浪の身であったが、鉄製兵器の生産
と亡きシャリアスの娘を復活させる方法をシャ
リアスに提案、その案を採用され彼より屋敷
と研究資金を得る。

魔法使いと言われているが、実は常人と大差
なく、魔法石の入った箒なしでは空を飛ぶこと
さえ出来ない。

これを克服するため、シャリアスを出し抜いて
太古の指輪を先取りし、魔力を得ようと画策
しているようである。性格悪し。

シャリアス
魔法師団筆頭の大魔法使い。

女王が太古の指輪を紛失し魔力が消失したと
ころをクーデターを起こし自ら国王となる。

内政は親友であるレオンハルトに委ね、自ら
は指輪の回収と疲弊した国を建て直すために
国内外を奔走している。

冷血といわれているが、実際に会って話をし
た人は意外と少ない。

ＳＥＣＲＥＴ

登場章
中盤以降

登場章
ｘ２ｘ４５６ｘ８

主な登場人物

レオンハルト
シャリアスに次ぐ実力者。

シャリアスのような魔力は持たないが、政治
家・軍略家として優秀で、実際の国の統治は
彼が行っていると言われている。

登場章
中盤以降

シャリアス派

６



マリー
女王。王女とも。妾の子であるが、カールに
他に子がなかった為、女王となる。

人々を人形に作り替えることに熱中してしま
い、大半の国民から支持を失ってしまう。

アリスに捕らえられ、どこかに幽閉されている
という噂がある。…人形されてしまった大半の

人々は地下牢に繋がれているようだが、一部
は町の中に潜んでいるらしい。

クララ
シャリアスの娘。

１０年以上前、幼いマリーの指示によりネッ
シーの親に生贄として出され命を失うが、最
近になってアリスにより復活させられた…らし
い？

遺骨の無い墓が存在し、その墓はシャリアス
邸の近くにある。

登場章
un ｋｎｏｗｎ

登場章
中盤以降

カール
元国王。王位を娘のマリーに委ね、自らは大
王（実権のない名誉職）と名乗る。

その後、王家に伝わる太古の指輪を何者か
に奪われ、シャリアスに拠点であったリミア城
を追われる。それなりの善政を行っていたが、
マリー女王の代になると急激に国が疲弊して
しまい、クーデターの要因を作ってしまう。

現在は行方不明で生死でさえ明らかになって
いない。

登場章
un ｋｎｏｗｎ

ＳＥＣＲＥＴ

カール大王、マリー女王派
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フィルダ
マクシミリアンの部下。軍人。非常に真面目で、
与えられた任務は必ず遂行しようとする。
…が、任務の本質を理解せず、時には暴走し
てまったく違う結果を出してしまうことがある。

あまりにも行動が極端な為、一部の仲間から
は噛ませイヌと呼ばれているようである。

マクシミリアン
カール王国の親衛隊長。反乱を起こしたシャ
リアスに反目し東の要塞に立てこもる。

大王が行方不明であり、女王もシャリアスに
捕らわれているため、現在は直接シャリアスと
の戦いを避けている。

資金稼ぎのため、ネッシーによって焼け出さ
れた人々を捕らえ他国に奴隷として売りさば
いたり、敵国と密約を結んでいるとも言われて
いる。

登場章
１ｘｘ４ｘｘｘ８

登場章
１ｘｘ４５ｘｘ８

クレプス
大王派を支持することを名目にマクシミリアン
に接近、シャリアスに反目するよう仕向けた隣
国グレオリニス公国の軍人。

魔法使いでもあるが、魔法行使よりも常人に
合わせて通常兵器を使用する団体戦略を好
むようである。

彼の国は水源に乏しく、カール王国の湖を確
保することが長年の悲願となっているらしい。

登場章
中盤以降
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マリアン
魔法使い。過去に魔法の先生として教壇に
立っていた時期もあるらしい。

ネッシーに家と衣類を焼かれてしまい、はい
てない状態で今に至る。

今は村はずれのボート小屋で暮らし、はいて
ない状態でも村中をうろうろしているのを時折
見かける。はやくパンツを手に入れたい様子。

ネッシー
湖に暮らす巨大な爬虫類。頭が良く、人の言
葉をある程度理解できるようである。

本来は大人しい動物であるが、マリー女王の
代になってから町や村を襲撃し、難民を生み
出す原因となっている。

ネッシーを退治するのが悲願となっているが、
武器がまったく通用せず、大魔法使いである
シャリアスでさえもおいそれと手出しができな
い状態で、現在は野放しとなっている。

登場章
１２ｘｘｘ６ｘｘ

エリカ
生贄としてネッシーに捧げられた女性。

ナイスバディでこのゲームのヒロインであるが、
かなり大雑把な性格で羞恥心というものが存
在しないワイルドな娘。

陽の届かなくなったリミアの森の状況を逆手
に取り、もやし栽培を思いつきその資金を稼
ぎに「はぷもふの町」に出かけたようである。

理由は不明であるが、なぜかネッシーは彼女
だけにはなついている。

登場章
ｘｘ３ｘ５ｘ７８

登場章
序盤より登場

一般人、動物
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牢獄の女性
魔法使い。アリスと戦い、あまりにＭの気が
強すぎるゆえに自滅、アリスに捕らえられ地
下牢に閉じ込められる。

閉じ込められているわりに悲壮感がないのは
本人のＭ適性からきているものと思われる。
なにか重要な秘密を知っている様子だが…？

はだかの女の子
ゲームを開始して一番初めに出会う少女。
マリアン同様、入浴中にネッシーの来襲に
あい、所持品がニーソだけになってしまった
模様。

ゲーム中で度々登場し、いつもお腹をすか
している。

妖精＆マリーの人形たち
かなりの悪戯好き。

思考が軽く、人の生命に関わるような悪戯を
度々繰り返すことがあり、悪戯をしないよう封
印されたりすることも少なくないようである。

体の再生や交換が可能で、腕や足を失っても
ケロリとしている。

太古の指輪を盗み出し、紛失させたのは、ど
うやら彼女達の仲間であるらしい。

登場章
中盤以降

登場章
序盤より登場

登場章
un ｋｎｏｗｎ

１０
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たまらん峠、たまらん村付近の森

王国内の地名・名所

その昔、借金によって夜逃げをした人々が、この坂を「たまらん、たまら
ん」と呟きながら登って他国に逃げて行ったことから、この名がついた。
この峠の麓にあるのが俗称たまらん村である。正式名称は別にあるが、
親しみのある俗称の方が日常的に使用されている。

１１



１２

旧シャリアス邸

非常時には城としても機能するためシャリアス城とも呼ばれているが、
今はアリスが所有者である。

人が暮らしている気配はまったくなく、昼間でもひっそりとしているが、
夜中になると中より人の悲鳴が聞こえてくるという。
この城の地下に、マリー女王が監禁されているという噂もある。



１３

地下鉱山・ネッシーの巣

ある場所の地下には鉱山がある。鉱山では奴隷たちが魔法石の材
料となる魔法を吸収する砂を採掘している。

また、同じ洞窟内にはネッシーの巣があり、さらに奥には古代の墳
墓がある。気を抜くと命を失う危険な場所である。



１４

はふぱふ地方周辺

美しい風景が広がるのどかな田園地帯。つり橋を渡りそのまま東に行く
と渓谷があり、そこにマクシミリアンの砦がある。

近くの村にはエリカを育てた叔母をはじめ農民達がひっそりと暮らしてい
る。特産は果物とはふぱふ草。



１５

暗闇の森

シャリアスの居城がある森林地帯。

外敵を防ぐ為、シャリアスの魔力により常に暗く閉ざされており、うっか
りしているとオオカミに襲われてしまうこともある。

森の奥には大昔よりあがめられていた太古神の石像があるが、参拝
場所がはぷもふの町に移されたため、訪れる人は少ない。



１６

リミア城

シャリアスの居城。大きな平城で、城の敷地内には農園や工場の建屋
が存在し、鉄で作られた戦車も配置されている。

シャリアスが不在気味のため、城代のレオンハルトが事実上の運営・管
理責任者である。



１７

はぷもふの町

リミア城の近くにある城下町。市場や商店があり、階段を登ると教会、
降りると居酒屋や貧しいスラム街に入る。

なお、店によっては夜でないと営業していないところもあるので注意。
昼間は名物？のホワイト・ピーチが登場する。
また、住民にまぎれて生きた人形が暮らしているという噂がある。



隠された地下牢・人体実験室

隠された地中深い場所に築かれた呪われた場所。

本来はあまり近づきたくない場所ではあるが、これらの場所を見つけ
出し、謎を暴くことこそが冒険者の道でもある。

１８



ここではゲーム進行のネタバレになってしまう
画像もたくさんあります!
…が、かわいい女の子たちも沢山いるので、
チラッと覗いてみるといいかもしれません…?

💛女の子特集💛

FantasyWood
Story

１９



出席番号１番

ニーソのコソ泥ちゃん

←いきなり主人公を

殴り倒して荷物をす
べて奪っていくという
とんでもない子！

→コソ泥現場を村人に抑えら

れ、縛られて樽の上に乗せら
れます。かなり鬼畜な処遇！

２０

名前はないけど、一番最初に
遭遇するコソドロの女の子。

甘く見ていると、とんでもないこ
とに…!!

↑あることをきっかけに、何かを犠牲
にして性格が豹変する!! 怖い!!



委員長！少しは自粛しろっ！

アリス
学校ならきっとぽんこつ学級委員長。
おとなしくして黙っていれば美人なのに、

自覚なき目立ちたがり屋の為か、あちらこ
ちらで自虐パフォーマンスを展開!!

↑→服を着ている数少な
いシーン…透けてるけど。

←↓この画面を見るのは
ちょっとの工夫と注意力が必要

奇

２１



乗馬も気品ある女性の
たしなみね。

今日はとても暑い日だった
から、水車の有効な利用方
法について学んだわ。

魔法使いたる者、辛抱
強いことが重要よ。

たまには自然と一体に
なることも必要よ。

製品版で画像
解禁ですm(_ _)m

製品版で画像
解禁ですm(_ _)m

製品版で画像
解禁ですm(_ _)m

製品版で画像
解禁ですm(_ _)m

２２



２３

ここから先のページは製品版
で解禁ですm(_ _)m



２０１１年１２月 第一、二版
２０１７年 ８月 第三版
２０１７年１２月 第四版
２０２２年 ７月 第五版
２０２２年 ７月 第六ガイド版


