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▼タイトル  天使たちの狂想曲 
▼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） 
▼動作環境 PC-6001mkII実機 もしくは 
         エミュレータが動作するWindowsPCなど 
▼企画制作 製作（Ｃ）じゃんめろ。 
▼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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①PC-6001mkII以降の互換エミュレータまたは実機を使用します。 
＜実機の場合＞ 
・テープイメージフォルダを開きます。 
・”tenshitachi_adv1～3.wav”ファイルをテープに録音してデータレ
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、実機
で読めるようにします。 
・本体の電源を入れ、モード選択画面に移行します。 
 
＜互換エミュレータの場合＞ 
互換エミュレーターのセットアップ方法は、体験版マニュアルに詳細
があります。最新データは下記よりダウンロード可能です。 
https://nekohatsuden.com/download_1.html 
 

・エミュレーターを起動し、”tenshitachi_adv1～3.p6”ファイルをエ
ミュレータにセットします。 
・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。 
 
何かキー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、引継ぎパスワードを入力してください。 

ゲームの始め方 

https://nekohatsuden.com/download_1.html


キーボードより実行したい動詞（コマンド）のみカタカナ入力してくださ
い。補助入力として、以下のような入力方法もあります。 
お奨め…体験版マニュアルのチュートリアルに、女の子のスカートを〇〇する方法があるので、一度
見てみてくださいね。 

 
◆カーソルキーで場所を移動。「マエ」などと打ち込むことでも可。 

 ↑ マエ 
 ← ヒダリ 
 → ミギ 
 ↓ ウシロ 
 

◆ファンクションキーに比較的使用頻度の高いコマンドが割り振ってあ
ります（入力待ちの状態でEnterキーを押すとリストを表示します）。 
 

 F1 ミル 
 F2 シラベル 
 F3 ハナス 
 F4 ワタス 
 F5 ＊（一つ前のコマンド） 
 

※互換エミュレーターの場合、Ｆ６～Ｆ１０は、ＳＨＩＦＴ＋Ｆ１～Ｆ５に置き
換わり、かつＦ１０は処理ブースト（処理が全体的に速くなる）切り替え
ボタンになります。 
※「Ｆ９カラー」は、色を塗らないことにより描画時間を短縮するモード。 

※上記以外にも必要なコマンドがいくつもあるので、探しながらプレイ
してください。 
 
◆ 「シラベル」など特定のコマンドを実行すると、画面中央付近にカー
ソル「＋」が表示されるときがあります。 
カーソルキーを対象物の上に移動させ、スペースキーを押してください。 

※ F6 ツカウ 
  F7 モチモノ 
  F8 トル 
  F9 カラー 
  F10 セーブ 

４ 

操作方法 
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ハルモニア女学園… 
 

海の孤島にある、非行歴がある女子や身寄りのない女子が集まる全寮
制の学校。あなたはここで臨時講師として働くことになります。 
 

しかし、学校の中はひっそりとしています。 
なんでも、今夜より対岸の町でカーニバルがあり、女生徒たちはカーニ
バル参加のため定期便に乗って町に出かけているらしいです。 
 

年に一度だけ、島から出られる夏夜のイベント……島内に残っていた
生徒たちの過剰とまで思える、カーニバルへの執着……何やらこの学
園には秘密がありそうです…！ 
 

【ご案内】オープニングシナリオはＨＰより無料ダウンロードの体験版
でお楽しみいただけます。  https://nekohatsuden.com/ 
 

ストーリー 

探偵であったあなたに、ある日一通の手紙が届きました。 
 

行方不明になった女生徒を探してほしい… 
もし事件であれば、警察に内密で事件にかかわった犯人を見つけ出し
てほしい… 
 

あなたはこの仕事を引き受けることにし、現地へと向かいました。 
 

https://nekohatsuden.com/


ミサキ 
ハルモニアの生徒会長。 

今回の仕事の依頼主です。わがまま
な生徒たちをうまく仕切っています。 

過去に主人公であるあなたと出会った
ことがあるようです（体験版収録部分）。 

主人公 
私立探偵事務所経営。 
つまり、あなた自身です。 

体験版未プレイの方は、ＨＰで公開さ
れている体験版よりプレイされること
をお勧めします。 

主な登場人物 

ゆいな 
出所不明の小さい女の子。記憶を
失っており、町の中の噴水で水遊びを
しています。誰かに追いかけられてい
るようですが…？ 
 
 

６ 

ピヨ 
ミサキに付き添う一年生。 

あなたのことを嫌っているようですが、
基本的には素直で従順な子のようです。 
 
 



ユミコ 
３年生。美人で、校内でも知らない生
徒はいない有名人です。 

数週間前より失踪しており、彼女を
探し出すのが前半の目的になります。 
 

くるみ 
一見、普通の女の子ですが…。 

両親は生きているらしく、なぜハルモ
ニアにいるのか不明な部分がありま
す。 

普通に話をする限りでは、とても常識
人のようです。 

 ７ 

カリン 
気の強い女の子。保健室で見かけま
す。ユミコにあこがれを抱いているよ
うです。 

カナデ先生 
英語教師。 

主人公に対して非常に冷たく当たり
ます。 

生徒たちの話によると、よくない病気
を持っている様子ですが…？ 
 
 
 



ハルモニア女学園 

海に浮かぶ小さな島にある女
学校です。 
生徒たちは一年を通して島の
中で共同生活をし、島の外に
出るのは年に数回の限られた
日にのみと、厳しい管理体制
が敷かれています。 
 

自然が豊かで風光明媚な場所
でもあり、夏には生徒たちが海
で泳いでいる姿も見られます。 
 

…体験版では、海で泳いでい
る間に風で制服が飛ばされ、
困っている生徒も登場します。 

８ 

ゲームの舞台 

校内には学校の名前にもなった、ギリ
シア神話に登場する二人の人物「ハル
モニアとカドモス」の石像があります。 
 

ヨーロッパでは絵画などの題材で度々
引用される神話で、夫は神により蛇に
されてしまったのですが、夫が蛇に
なっても一緒に過ごすハルモニアの姿
がよく描かれます。 

神話の最後ではハルモニア自身も蛇となりますが、二人は蛇の姿であっ
ても幸せに暮らしたと語られています。学園がハルモニアの名前を採用
したのは、学園を巣立った生徒たちが将来結婚した際、最後まで仲睦ま
じく過ごしてほしいという願いが込められたからのようです。 

 ハルモニアとカドモスの石像 

制服を探す女生徒 



港町 

ハルモニア女学園の対岸には、
山の斜面に沿って作られた小
さな町があります。 
カーニバルではハルモニアの
生徒たちが「仮面」をつけて夜
通し踊り続け、その周りでは黒
猫が店主の土産屋、うさんくさ
い占い師の店、お姉さんのタコ
焼き屋、子供が売り子のアイス
屋、古着や価値がまるで分らな
いガラクタを売る老人までが店
を開き、町にとって一年で最も
賑やかな夜が始まります。 
 

 賑やかな噴水広場から離れ
階段を登ったり降ったりすると、
人気の少ない港、見晴らしの
良い展望台、ネオンが光る裏
町にたどり着きます。 
 

この周辺にはホテルや会員制
のクラブなどが点在し、細い路
地に入ると、壁を背にして立つ
女性の姿も見られます。 
ひと夏の未練のない思い出を
求めてここに足を運ぶ観光客
も少なからずあるようです。 
 

９ 

町の中心にある噴水広場にもハルモニアとカドモスの石像があります。
カーニバルの期間中、これらの石像にはカラフルな色が塗られるため、
裸で噴水の中に人が立っているように見えて驚く人も多いようです。 
この風習は、もともとギリシア・ローマ彫刻は色彩がされていたと伝えら
れていることに由来しています。噴水の中では子供たちが水遊びをす
る姿も見られ、噴水にコインを投げ入れる観光客も見かけます。 



孤島の歴史 

ハルモニア女学園のある島の山には、西洋式の古い教会があります。
女学園が創設された際に建てられたもので、築７０年以上経過してい
ます。また、島を散策すると戦時中の遺跡が点在することに気が付きま
す。女学園の校舎も、もとは海軍工廠の寮だった建物であり、戦後に 

１０ 

そのまま校舎として流用された
経緯があります。 
これがあってか、ハルモニアの
生徒たちの間では昔より、とあ
る噂が広まっています。 
 

「…この島は昔の海軍の秘密
の人体実験場だったが、実は
今でも地下施設では実験が行
われており、年に数人の生徒
が人体実験の犠牲になってい
る…」という都市伝説のようなお
話です。 

もちろん、大半の生徒はこのような噂は信じていませんが、不自由な
学園生活を嫌い、毎年１～３人のペースで島から逃げ出して行方不明
になる生徒も存在するため、このような噂が絶えないようです。 

…しかし一部の生徒が、「ある夜
に手足のない女性が、遺跡の近
くで這いずっているのを見た」… 
「地下から何かが唸る音が聞こえ
てくる」…などの証言があるのも
耳にします。 
戦時中の遺跡は崩落の危険性
があるため生徒の立ち入りが禁
止されていますが、この噂を確か
めに、たまに生徒たちが無断で
肝試しを行い、先生に見つかっ
ては叱られているようです。 



本ゲームは、NEC  PC-6001mkII（以下P6）という古いコンピューター用に開

発されたものですが、近年、様々な方のご尽力により、エミュレーター・互
換OS・フォントを利用すれば、実機がなくてもWindowsなどで誰でもP6ゲー
ムが遊べるようになりました。 
 

このような環境を整えていただいた関係者の皆様方には、この場を借りま
して心より御礼申し上げます。 
 

Bernie Mask様 … エミュレーター本体の開発と公開 

             http://p6ers.net/bernie/ 
                 ※最新エミュレーターが上記にて公開されＤＬができます。 

                   ゲームデータは付属していませんのでご注意ください。 

 

秋川藤志様   … 互換ＢＩＯＳの開発と公開  

      http://000.la.coocan.jp/ 

              

Ｈａｓｈｉ様     … フォントデータ作成と公開 

             http://p6ers.net/hashi/ 
 

（順不同） 
 
 

互換エミュレーターとセットになった「天使たちの狂想曲」体験版は、下記
ＨＰよりダウンロードできます。 

             https://nekohatsuden.com/ 

 

＜免責事項＞ 

・互換エミュレーターは皆様のご厚意で開発されたものです。 

いかなる場合も、互換エミュレーター利用に起因もしくは関連して発生した
間接的、偶発的、結果的損害に対して、互換エミュレーターの製作に関
わった方々は一切の責任と義務を負いません。 互換エミュレータのご利
用は自己責任にてお願い致します。 
 

・プログラム、画像、テキスト等の著作権はそれぞれの著作者が所有しま
す。著作権の侵害、著作者に不利益になるような利用行為を禁止します。 
 

・互換エミュレーターは本ゲームの開発そのものとは一切関係ありません。
上記の方々にゲームの問い合わせを行わないでください。 
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互換エミュレーターについて 

http://p6ers.net/bernie/
http://000.la.coocan.jp/
http://p6ers.net/hashi/
https://nekohatsuden.com/


２０２１年１１月 初版 


