
エポック社のカセット式ゲームシステム 

沈 computer 

取!9扱い説明書 

''ゲームポケコン専用ゲームカセツト"（別売）を使用してください。 

他のカセツトは一切使用できません。 



rご使用の前に 
このたびは、エポック社のLCDゲーム、、ゲームボケコン〃をお買い上げ 

いだだき、まことにありがとうございましだ。 

お遊びになる前に、必ずこの取り扱し\説明書をよくお読みし访だき班しい 

使用方法でお楽しみ < ださ 

なお、お読みになつだ後は「保証書」ととちに大切に保管して<ださい。 

[使用上の廷意 

この、、ゲームボケコン〃は、中にLSIをはじめいろいろな電子部品が入つだ 
精密機器ですので、ていねいに取り扱つて<ださい。 

春本体を落としだり、ぶつけだりしないようにしてください。 

•本体及びカセツトの分解は、絶対にしないでください。 

籲直射日光のあたるところ、温度の異常に高いところ、湿気の多いところ 

での使用や保管はさけて < ださい。 

籲電池か'消耗しますと、表示が見えに<くなつたり、まちがつたパターン 

が表示されだ10しますので、そのときは電池を交換して<ださいe 

* ACアタ''プターを使用する場合はエポック社のデジコムシ1」ーズ用AC 

アダプターを使用して<ださい。 

※八〇アダプターを使用する前に必ずDC6V. 25 mA以上で①承㊀ 

端子であることを確認してください。電圧や㊉㊀ガ違いますと、故障 

しますので御注意 < ださい。 

•カセットは、"ゲームポケコン専用ゲームカセット〃（別売）を使用して 

<ださい。 

※エポック社のT Vゲーム用のカセット及び他社のゲームカ％今卜など 

は使用できません。 



*コントラスト調整ダイヤル 
画面の濃さを調整します。 
液晶は見る角度により濃さか 
変イ匕します0 

コント5スト調整ヴイヤルを 
Bして、見やすい位置に調整 
!レて <ださい。 

♦電源スイッチ 
カセットを入れだり、はずレ 
だりするときや遊ばないとき 

:は必ずOf=FCして< ださし 

*サウンドスイツチ 
〇FFにすると、音を消して 
遊ぶことができます。 

籲ゲームセレクトキー 
ゲームを選ぶとさに使います。 

•ゲ_ムスタ_トキ_ 
ゲームをスタートさせるとき 
.に使います® 

鲁カセツト差し込み口 
ゲームカセツトを、ここに差 
し込みます。奥までしつかり 
と差し込んで < ださい。 

參ゲー△操作キ_ 
^コントD_ラー \ 

I aアクシ3ンキーノ 

ゲーム操作キーの使い方は 
カセツ,卜により異な1〇ます 
ので、各カセツトの説明書 
をよ < 読んで < ださい。 

「 ■池のAれ方1 

※㊉㊀を間違えないで <ださい。 



L遊び方 

:コントラスト調整" 

2のゲームポケコンは液晶を使用しているだめ、見る角度により画面の 
濃さが変化します。お遊びになる前に、コントラスト調整ブイやルで、 
見やすしM立置に調整して<ださいa 

1.カセツトで遊ぶ場合 

①ゲームカセツトを囡のように、本体に 
差し込みます。 
※ゲームカセツトを出し入れするとき 
は必ずゲーム機本体の電源スイッチ 
を〇FF,にして < ださい。 

(ゲームカセツト：3 

©ゲーム機本体の電源スイッチを〇Nにすると3〜5秒程度で、ゲーム 
画面が表示されます。 

◎各ゲームカセットについてし\るゲームの説明書を、よ<読んでお遊び 
<ださい。 

@ゲームカセットを交換する場合 
ゲーム機本体の電源スイッチを必ず〇F Fにしてからゲームカセット 
を引き抜きます。 
次のゲームカセツトを前と同じように差し込み、電源スイツチを〇N 
にします。 

エポック社のTVゲーム用のカセツト及び他社のゲームカ甘ツト 
などは使用できません。 
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2.カセットなしで遊ぶ場合 

ゲーム機本体には、％?ズ纟レy—z■/と气/ラフィック機能"ガ内蔵さ 
れており、カセットなしでも遊ぶことかできます。 
ゲームセレクトキーを押して選んで< ださい6 

バズルゲーム 

PUZZLE 

■ n B C D I 

iMfl 
彳ラに配置されだ/ \°ネルを 

左囵のよ〇にアルフpぺッhの 
順番に、いかに早<並べるかを 
競うゲームです。 

① セレクトキーで、tt/《ズ)しゲーム"の画面を選びます。 

©スタートキーを押すと/ ネルかノ行バラになりゲームスタート 
となり、タザ交一が動き始めます。 

② コン1卜D—ラーで/てネルを動かし、順番に並べ替えて<ださい。 

@並べ終ると同時にメ □デイーが流れタイマーガス:トツプします。 

(バネルの動かし方） 

下へ移動 
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グラフィック機能 
カーソルの位置 

GRfi. X00?V00 
ロント□—ラーを使つてa—ソル 
を動かし、アクションキーで画面 
に自由に文字や絵を描しヽたり消し 
だりすることができます。 

①セレクトキーで^グ9フイツク機能〃の画面を選びます。 

②つント□—ラーで力ーソルを動かし、アクションキーを押して 
文字や絵を自由に描いて<ださいa 

◎スタートキーを押すと、今まで描いてあつた絵や文字ガ消えて 
画面がク1 jヤーされます。 

(文字や絵の描き方&消し方） 

—、'ク1JV-" 

このキーを押すと画面が、 
クUや一されます。 

ド消す" 
このキーを押すとカーソル 

J のある位置の点を消すこと 
ができます。 

—、、描く" 

カーソルを動かしなガ5、. 
このキーを押すと、文字や 
絵を描<ことができます。 

-5- 



[アフターサービス•保証について 

エポック社のVゲームボケコン〃は、厳重な品質検査の上、お客様の 
お手元にお届けしておりますが、万一故障等が起こりましだら、保障 
規定にもとづいて無償で修理致します。 
なお、その場合は、必ず保証書をご提示<ださい。 

*保証書に販売年月日、販売店名の記入捺印なき場合には、保証書は 
無効となりますので必ずお買し\上げ店に記入をお求め< ださい。 

籲詳しい保証規定は、保証書の裏面に記さいしていますので良<お読 
みの上、保証書を大切に保管して<ださい。 

[定格 

書使用電源 単ni電池4本または 
エポック社のデジコムシ1」ーズ用ACアダプター 

入力；AC-100V 50/60H2 

出力；DC-6V , 25mA以上 
㊉, 〇 ; ©-- 

※電圧（D〇6V)と㊉㊀端子かあつていることを 
必ず確認して< ださい。 

*消費電力 150mW 

*電池寿命 約30時間 

•本体寸法 215X146X28.5(mm) 

*本体重量 470 g (電池含む） 



《サービスステーション》 

この商品についてご不明の点、また万一故障は、お近くの当社各営業所に連絡ください。 

本 社〒111東京都台東区駒形1-12-3コンシューマーサービス係 TEL 03(843)8811(代表） 
札幌営業所〒〇60札幌市中央区南1条西1丁目第2有楽ビル TEL 〇11(241)0207〜8 
仙台営業所亍980仙台市北目町4番7号東北堂ビル5A TEL 0222(23)4巧5〜6 
名古屋営業所〒460名古屋市中区錦3-7-9太陽生命名古屋第2ビル3F TEL 052(962)6096〜7 
大阪営業所〒542大阪市南区安堂寺町2-1-10則尾産業ビル2F TEL 06 (768)9236〜9 
広島営業所亍730広島市中区鉄砲町5-7広島偕成ビル405号 TEL 082(228) 1556〜7 
福岡営業所〒8〗2福岡市博多区博多駅東2-4-30いわきビル601号 TEL 092(451 )6585〜6 

製造元株 
東京都台東区駒形1-12-3 
TEL 03(843)8811 (代 



エポック社のカセツト式ゲームシステム 

same pod-cec computer 

ゲームポケコン専用ゲームカセツト 
第1期発売カセット 

匚1.アストロボンバー 

v_ 微 

敵惑星基地発見./攻擊に移れ/ 
上空に漂う電磁雲、次々と飛来 
するホッピンク•機雷。分裂攻擊 
をしかける敵艦隊…。5つのバ 
ターンをクUヤーし、敵の®艦 
を破壊せよ/ 

11111 料金受取人払 

浅草局承認 

259 

差出有効期間 
昭和60年8月 
31日まで 
，切手をはらずに、 
\お出し下さい。ノ 

このたびはゲームボケコンをお買いあげいただきましてあ10がと^ご 
ざいます。ゲームボケコンをよ:り充実した商品にしてゆ<だめに皆様 
のご意見をお聞かせ下さい。お手数ですかアンケートにご記入の上ご 
返信下さい。このアンケートは今後のアフターサービスや新製品情報 
の配布にも役立だせていただきます。 
(主に使用する人の氏名をお害き下さい） 

名 (ふりがな） 
1 

性 男 

前 才 別 女 

(ふりがな）〒（ 

I―J (受取人) 
□東京都台東区 

きD 駒形Iの十二の三 

^ 111 株式会社 エポック社 
ゲ—ムボケコン係行 



ゲームボケコン•プレイメイトカード 

□には〇印をおつけ下さい。 

  

"1お店で知っだ 1]友人が持つていた 
1テレビで知っだ プレゼントにもらつた 

11雑誌で知った |_]その他（ ） 

~1アスト□ボンバー 1フロックメイズ 
ボケコン麻雀 |__]ボケコンUバーシ 

nスペース(宇宙)ゲーム nレーシンク*ゲーム 
思考ゲーム ユーモア•コミックゲーム 

11作戦•推理ゲーム 」その他（ ） 

「1はい [_]いいぇ 
(商品名 ） 

ゲームポケコンについてご意見ご希望がございましだらお書き 
<ださい。(特に今後欲しいと思ろゲームがありましたら、その 
内容を具体的に御記入 < ださい。） 

アンケートにご協力していただきありがとろございました。 
エポック社ではあなたのご意見を参考にしてさらに楽しいゲー 
ムカセツトを開発していきたいと思つております。 

ブロックメイズ 
费xE T：1SD □□□□□ 

フロックをけとばしだり壊しだり、 
&プッシュマン〃が大活躍/記号フロ 
ックをコーナーへ運べばボーナスポ 
イント/じやまするモンスターは、 
フロックで押しつぶせ/ 

3.ボケコン麻雀 

\i 
3S 
=il 1 

lelBIM-H^lEltl! 1 

0 1 | 1 111 

ボン、チー、カン、U—チ…/実戦の 
迫力と興奮、麻雀の持つ醍醐味を忠 
実に再現した本格派ゲーム、ゲーム 
レベル2段階。(初心者でもすぐ覚え 
られる符計算表示付） 

4.ボケコンリバ—シ 

駒をはさめばクル|Jと反転、白か黒 
か7逆転につぐ逆転/ゲームレベル 
は5段階、無敵のコンピューター相 
手に、君はどこまでいけるか？ 
(ティーチ、打ち直し機能付） 

★魅力の新製品カセット•続々登場予定！！ 


