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    (+) = Control Stick

    (>) = Right C Button

    (<) = Left C Button

    (^) = Up C Button

    (v) = Down C Button

    (C) = C Button

    (B) = B Button

    (A) = A Button

    (Z) = Z Trigger

    (R) = R Trigger

    (L) = L Trigger

青いルピーを 手に入れた

５ルピーだ！
ちょっと うれしい・・・
赤いルピーを 手に入れた

２０ルピーだ！
いがいと うれしい！
紫のルピーを 手に入れた

５０ルピーだ！顔がニヤける
銀ルピーを 手に入れた

１コで １００ルピー
けっこう、うれしい！
でっかいルピーを 手に入れた

なんと １コで ２００ルピー
かなり、ビッグだ！
おとなのサイフを 手に入れた

大人用だから ルピーが
たくさん入る
２００ルピー まで
持てるようだ
巨人のサイフを 手に入れた

でっかい、でっかい サイフ
５００ルピー まで入るようだ
回復のハートを 手に入れた

体力が 回復する！
ハートのかけらを 手に入れた

４つのかけらで １つの器
器がふえれば ライフがふえる
ハートの器を 手に入れた

ライフの限界 １ＵＰ！
おまけに 体力 全回復！
魔法のツボを 手に入れた

魔力のゲージが 回復する！
魔法のツボを 手に入れた

魔力のゲージが 回復する！
はぐれ妖精を つかまえた

これでだ！
バクダンを 手に入れた

Ｃアイテム画面で、
Ι・Θ・Κにセットしよう
Γでかついで、セットする
走ってΓで 投げられる！
ドカンと一発 気持ちイイ！
バクダン５個を 手に入れた

Ｃアイテム画面で、
Ι・Θ・Κにセットしよう
Γでかついで、セットする
走ってΓで 投げられる！
ドカンと一発 気持ちイイ！
バクダン１０個を 手に入れた

Ｃアイテム画面で、
Ι・Θ・Κにセットしよう
Γでかついで、セットする
走ってΓで 投げられる！
ドカンと一発 気持ちイイ！
バクダン２０個を 手に入れた

Ｃアイテム画面で、
Ι・Θ・Κにセットしよう
Γでかついで、セットする
走ってΓで 投げられる！
ドカンと一発 気持ちイイ！
バクダン３０個を 手に入れた

Ｃアイテム画面で、
Ι・Θ・Κにセットしよう
Γでかついで、セットする
走ってΓで 投げられる！
ドカンと一発 気持ちイイ！
デクの棒を 手に入れた

Ｃアイテム画面で、
Ι・Θ・Κにセットしよう
Γにセットし、Γで振る！
「しまう」時は立ち止まってΑ
火でよく燃える
ボムチュウ１０コを手に入れた

Ｃアイテム画面で、
Ι・Θ・Κにセットしよう
Γでかついで、セットする
カベをのぼる 新型バクダン
ボム袋を 手に入れた

これで、バクダンを持ち運び
できるぞ！
ついでに バクダンを２０コ
サービスしてもらった！
ラッキー
大きなボム袋を 手に入れた

バクダンを ３０コまで
持てるようになった
最大のボム袋を 手に入れた

バクダンを ４０コまで
持てるようになった
矢（１０本）を 手に入れた
矢（３０本）を 手に入れた
矢（４０本）を 手に入れた
矢（５０本）を 手に入れた
勇者の弓を みつけた

Γにセットして使おう
Γを押すと 持ちかえます
もう一度Γを押すとかまえて、
はなすと 矢を発射
大きな矢立てに とりかえた

矢を持てる数が、ふえた
４０本 まで持てるぞ！
最大の矢立てに とりかえた

矢を持てる数が、さらにふえた
５０本 まで持てるぞ！
炎の矢を 手に入れた

Γにセットで 弓矢が変化
命中すれば、火ダルマだ！
氷の矢を 手に入れた

Γにセットで 弓矢が変化
敵やモノを 凍らせる！
いろいろな ところで
ためしてみよう！
光の矢を 手に入れた

Γにセットで 弓矢が変化
聖なる光が 悪を射る！
デクの実を 手に入れた

Ｃアイテム画面で、
Ι・Θ・Κにセットしよう
Γを押して、投げてみよう！
ピカッと光って、目くらまし！
敵の動きを止めれるぞ
デクの実５コを 手に入れた！

Ｃアイテム画面で、
Ι・Θ・Κにセットしよう
Γを押して、投げてみよう！
ピカッと光って、目くらまし！
敵の動きを止めれるぞ
デクの実１０コを 手に入れた

Ｃアイテム画面で、
Ι・Θ・Κにセットしよう
Γを押して、投げてみよう！
ピカッと光って、目くらまし！
敵の動きを止めれるぞ
ボムチュウ２０コを手に入れた

Ｃアイテム画面で、
Ι・Θ・Κにセットしよう
Γでかついで、セットする
カベをのぼる 新型バクダン
勇者の盾を 手に入れた

Ε押して しゃがんで防御
Ｚ注目中にΕで移動しながら
防御も可能
ミラーシールドを 手に入れた

Ε押して しゃがんで防御
Ｚ注目中にΕで移動しながら
防御も可能
特定の光を 反射できる！
大バクダンを 手に入れた

Γでかついで、セットする
大だけに、イリョクもデカイ！
魔法のマメを 手に入れた

やわらかい土をさがして、Γで
まく ナニがおこるかお楽しみ
ボムチュウを 手に入れた

Ｃアイテム画面で、
Ι・Θ・Κにセットしよう
Γでかついで、セットする
カベをのぼる 新型バクダン
コキリの剣が 強くなって
フェザーソードになった
するどい刃で、切れ味バツグン
１００回までなら刃こぼれせず
フェザーソードが最強になって
金剛の剣になった
前以上に 鍛えられ
絶対折れない 剛剣になった
ボムチュウ５コを 手に入れた

Ｃアイテム画面で、
Ι・Θ・Κにセットしよう
Γでかついで、セットする
カベをのぼる 新型バクダン
大妖精の剣を もらった

Γに セットして使う
黒バラが刻まれた 最強の剣
小さなカギを みつけた

カギつきドアを 開くカギ
ここでしか 使えない
ボス部屋のカギを手に入れた

ダンジョンに潜むボスの部屋へ
入れるように なった！
ダンジョンマップをみつけた

アイテムモードに 切りかえて
マップ画面を 見てみよう
青い部屋は 行った場所
点滅するのは 現在地
Μ上下で フロアを選ぶ
コンパスを みつけた

ダンジョン内に かくされた
いろんな物の場所が わかった
フックショットを みつけた

のびてちぢんで、ひっかけろ！
Γを 押しながら
Μで ねらいをつけて
Γをはなすと 発射する
あっ、まことのメガネだ

そうそう、フシギな物が見えて
くる べんりなメガネだ！
たしか、ΓにセットしてΓで
使う 魔力を使って真実が見え
も一度押すと効果が消える
写し絵の箱を 手に入れた

Γで 使って Αで写す
とっておけるのは １枚だけど
何度でも 撮りなおせるみたい
時のオカリナを奪い返した

ゼルダ姫からあずかった
思い出の楽器
Γにセットして オカリナを
かまえ Αと４つのΓで
演奏できるやめたい時はΒ
ゼルダ姫との思い出が
今 よみがえる・・・
ボンバーズの団員手帳を
手に入れた

スケジュールが 書きこめる
スタートボタンでコレクト画面
を出し 団員手帳を選んで
Αを押して 確認してみよう！
黄金のスタルチュラの魂を
手に入れた！

これで！
オドルワの亡骸を
はぎとった
邪悪な仮面に封じ込められた
魂が 今 開放される！
ゴートの亡骸を
はぎとった
邪悪な仮面に封じ込められた
魂が 今 開放される！
グヨーグの亡骸を
はぎとった
邪悪な仮面に封じ込められた
魂が 今 開放される！
ツインモルドの亡骸を
はぎとった
邪悪な仮面に封じ込められた
魂が 今 開放される！
赤いクスリ入りビンをもらった

赤いクスリは、体力回復
ビンのリサイクルに ご協力を
Ｃアイテム画面で、
Ι・Θ・Κに セットして
セットしたボタンで 使おう
あきビンを 手に入れた

いろいろ入れて、Γで使う
赤いクスリを 手に入れた

Γで使えば、体力回復
ビンに入れて 持ち歩く
Γにセットして使おう
緑のクスリを 手に入れた

Γで使えば、魔力回復
ビンに入れて 持ち歩く
Γにセットして使おう
青いクスリを 手に入れた

Γで使えば、体力、魔力も回復
ビンに入れて 持ち歩く
Γにセットして使おう
妖精を ビンにつめた

力がつきて 倒れた時に
力をくれる たのもしい仲間
Γに セットして使えば
すぐに 助けてもらえる
デク姫を ビンに入れた

キュウクツそうだが、少しの間
ガマンしてもらおう
Γで使えば、外にでれます
ミルク入りビンを いただいた

グイッと飲めば 気分爽快！
Γで使えば ハート５コ回復！
２回飲んだら カラになる
あきビンは リサイクル
サカナを ビンに入れた

とれたて、ピチピチおいしそう
Γで使う
ムシを ビンに入れた

Γで 出すと 逃がせます
小さな穴に もぐりこみます
ポウを ビンにつめた

ナニかいいこと、あるかも・・
ビッグポウを ビンにつめた

ナニかいいこと、あるかも・・
泉の水を ビンに入れた

水をほしがっているモノに
Γで使ってみよう
温泉のお湯を ビンに入れた

さめないうちに
Γで使ってみよう
ゾーラのタマゴをビンにつめた

少し、元気がないようだ
早く ダレかに 見てもらおう
砂金入りビンが 賞品だった

かなり 極上品だ！
魔法のキノコを 手に入れた

かぐわしいカオリが
ハナの中に ひろがる
タツノオトシゴとコウカンした

しかも ビン入りで
早く 住んでいたトンガリ岩に
もどしてあげよう
シャトー・ロマーニ入りビンを
いただいた
飲むと 魔法の力が
なみなみ わいてくる
しかも、スタミナ持続力だ
よく、シタでころがしながら
味わおう
ハイラルどじょう入りビンだ

めったに釣れない
幻のサカナらしい・・・
しかも、ビン入りで！
ちょっと トクした
デクナッツの仮面を
記念にもらった
Γでかぶれば、デクナッツの姿
に乗り移る事ができる
はずせば元の姿に戻ります
スタートボタンを押しお面画面
で、Ι・Θ・Κに セットして
セットしたボタンで かぶろう
ゴロンの仮面を 手に入れた

ほこり高きゴロンの勇者の魂が
封じ込まれた仮面だ
Γでかぶれば、ゴロンの姿
に乗り移る事ができる
はずせば元の姿に戻ります
ゾーラの仮面を 手に入れた

伝説のギタリストの魂が
封じ込まれた仮面だ
Γでかぶれば、ゾーラの姿
に乗り移る事ができる
はずせば元の姿に戻ります
鬼神の仮面を もらった

オニが かぶる オニのお面？
Γでかぶってみよう
隊長のボウシを 手に入れた

数百の部下たちの亡霊が
忠誠を誓う 隊長のあかし
Γでかぶってみよう
巨人の仮面を 手に入れた

巨大な力を秘めた神秘的なお面
今、その力は感じられないが？
Γでかぶってみよう
夜更かしのお面を 手に入れた

眠りたくても 眠れない
お面らしい
Γでかぶってみよう
ウサギずきんをもらった

なが～い耳だ
野生の力が わいてくる？
キータンのお面を もらった！

カーフェイの 思い出の面だ
なんか よく わからないけど
もらっておこう
ガロのお面を もらった

イカーナに出没する 忍者の
さまよえる魂が宿ったお面
ロマーニのお面を手に入れた

Γで かぶるとバー「ラッテ」
の会員証に けっこうビッグだ
座長のお面 をもらった

鬼の目にも涙 のお面だ！
ポストハットをもらったのだ

ポストをのぞくことができる
名誉なボウシだ！
Γで かぶれば
意外と 似合うかも・・？
めおとの面を いただいた

二人の 愛がみなぎっている
大妖精のお面を 手に入れた

Γでかぶると 神殿に捕われた
妖精に反応し髪が動いて知らせ
見つけると お面に妖精が
近づいてくる フシギなお面だ
ギブドのお面を 手に入れた

パメラの父から
はがれ落ちたお面
ギブドたちが 見ても
間違うほどの リアルなお面だ
ゲーロのお面を もらった！

カエル合唱団のリーダー
ドン・ゲーロにそっくりなお面
カマロのお面を さずかった

遺言通り キミョウなダンスを
流行らそう！
まことのお面を いただいた

たしか、シーカー族に伝わる
ふしぎな お面で
ゴシップストーンや、
動物の心を見通せる
らしい・・・・
石コロのお面を 手に入れた！

Γで かぶると
石コロになれるぞ！
ブレ－面を もらった！

動物楽団の リーダーのお面
動物の子供に 使ってみよう
バクレツのお面を いただいた

Γでかぶって Βで爆発！
ハートが減るのがタマにキズ
ブーさんのお面を 手に入れた

ニオイをかぎわける力が
するどくなった お面だ
Γで かぶれば きゅう覚が
刺激される クンクン
カーフェイのお面と
人探しを押しつけられた

ゆくえ不明のカーフェイ・・・
かぶって聞き込みをしてみよう
シャトー・ロマーニを
ビンに入れてもらった
飲むと 魔法の力が
なみなみ わいてくる
しかも、スタミナ持続力だ
よく、シタでころがしながら
味わおう
ミルクをビンに
入れてもらった

飲むと長生き 健康ミルク
Γで使えば ハート５コ回復！
今なら１本で２回分
増量サービス 実施中！
砂金が、賞品だった

やはり 極上品！
ハイラルどじょうを手に入れた

めったに釣れない
幻のサカナらしい・・・
タツノオトシゴを 手に入れた

早く 住んでいたトンガリ岩に
もどしてあげよう
月の涙を 手に入れた

美しい輝きの中に あやしさを
ただよわせる 月の石
月の涙を わたして
土地の権利書をもらった
土地の権利書を わたして
沼の権利書をもらった
沼の権利書を わたして
山の権利書をもらった
山の権利書を わたして
海の権利書をもらった
盗まれた 大妖精の剣を
買い戻した
道を 歩く時は 飛んでくる
トリに 気をつけよう・・・
盗まれた コキリの剣を
買い戻した
道を 歩く時は 飛んでくる
トリに 気をつけよう・・・
盗まれた フェザーソードを
買い戻した
道を 歩く時は 飛んでくる
トリに 気をつけよう・・・
盗まれた 金剛の剣を
買い戻した
道を 歩く時は 飛んでくる
トリに 気をつけよう・・・
盗まれた 勇者の盾を
買い戻した
道を 歩く時は 飛んでくる
トリに 気をつけよう・・・
宿のカギを もらった
？？
よくわからないけど
予約して あったようだ・・・
母への速達を あずかった
速達だから 急いで配達
してあげよう
盗まれた お気に入りのビンを
買い戻した
道を 歩く時は 飛んでくる
トリに 気をつけよう・・・
カーフェイへの手紙を
あずかった
早く 届けてあげよう
お届け先は 三角ポストだ！
思い出のペンダントを
あずかった
オトナの事情は わからないが
とにかく アンジュに届けよう
クロックタウン マップを
もらった

これで、町のことがよくわかる
赤い矢印は 入ってきた場所
黄色い矢印は 現在地
ウッドフォール マップを
もらった

これで、沼のことがよくわかる
赤い矢印は 入ってきた場所
黄色い矢印は 現在地
スノーヘッド マップを
もらった

これで、山のことがよくわかる
赤い矢印は 入ってきた場所
黄色い矢印は 現在地
ロマニー牧場 マップを
もらった

牧場のことがよくわかる
赤い矢印は 入ってきた場所
黄色い矢印は 現在地
グレートベイ マップを
もらった

これで、海のことがよくわかる
赤い矢印は 入ってきた場所
黄色い矢印は 現在地
ロックビル マップを
もらった

これで、谷のことがよくわかる
赤い矢印は 入ってきた場所
黄色い矢印は 現在地
緑のルピーを 手に入れた

１ルピーだ！
ハートのかけらを 手に入れた

今、集めたかけらは ２コ
あと２コで 体力アップ！
ハートのかけらを 手に入れた

今、集めたかけらは ３コ
あと１コで 体力アップ！
ハートのかけらを 手に入れた

かけら４コで 器が 完成！
体力の限界が アップした！
魔力をさずかった

今の姿なら、Βを押せばシャボン弾
しばらく押してはなせば大シャボン
使えば、魔力は減っていくが
魔法のツボやクスリで
ホキュウ・回復
デクの実を 手に入れた

飛んでいる最中にΒで、
デクの実爆弾になるぞ！
ピカッと光って、目くらまし！
敵の動きを止められる
大回転斬り をおぼえた

Βで気合をためれば 回転ビーム
ただし、魔力が減るので注意する
気合を ためずに やりたい時は
Μを一回転させ Βを押す
クイック回転で 効果バツグン
防御力が強化した

敵から受ける ダメージが
今までの半分に なった
魔力が 強化された

これまでの ２倍の魔法が
使えるように なった！
ミルクをビンに
入れてもらった
Γで使えば ハート５コ回復
一応１本で２回分使えるみたい
だけど、すこし 水っぽい・・
神殿のボス部屋に行きますか？

はい
いいえ
はぐれ妖精を 全てつかまえた

同じ色の仲間のところに 早く
連れてってやろう
何やってるの！！
アンタ ビン
盗まれちゃったじゃない！！
何やってるの！！
アンタ 剣
盗まれちゃったじゃない！！
何やってるの！！
持ってた 盾（たて）
食べられちゃったじゃない！！
��呪いで 剣が ぬけない
この絵を 残しますか？

はい
いいえ
せっかく鍛えてもらったコキリの剣
が元に戻ってしまったまた、
かじ屋で鍛えなおしてもらおう
温泉のお湯がさめて、泉の水に
なってしまった・・・
出会いの証（あかし）を
残した石像が まだない
早く 探し出そう
黄金のスタルチュラの魂を
全て 手に入れた

これで 呪いは 解けた
フワッとした 土が もられている
ここで使っても ダメみたい・・・
スタートを押して 画面をだして
アイテムを選択
Γボタンで使ってみようタルミナ平原
クロックタウン（東）
クロックタウン（西）
クロックタウン（北）
クロックタウン（南）
洗濯場
イカーナの墓場
町の射的場
ハニーとダーリンの店
宝箱屋
ナベかま亭
町長の家
ミルクバー
バクダン屋
マニ屋
雑貨屋
剣道場
ポストハウス
宝くじ屋
墓の下
天文観測所
妖精の泉
沼地
ウッドフォール
デクナッツの城
沼の観光ガイド
魔法オババの薬屋
沼の射的場
デク王の間
不思議の森
沼のクモ館
ウッドフォールの神殿
デクナッツのほこら
妖精の泉
山里
ゴロンの里
ゴロンのほこら
スノーヘッド
ゴロンレース場
山里のカジ屋
離れ山のほこら
ゴロンの店
ゴロンの墓場
スノーヘッドの神殿
秘密のほこら
妖精の泉
ロマニー牧場
コッコ小屋
ドッグレース場
ゴーマントラック
母屋
牛小屋
グレートベイの海岸
トンガリ岩
ゾーラホール
滝上の渓流
海賊の砦
グレートベイ
海洋研究所
漁師の家
ゾーラの店
グレートベイの神殿
妖精の泉
海のクモ館
ロックビル
イカーナ渓谷
イカーナ古城
サコンのアジト
ロックビルの神殿
井戸の下
幽霊小屋
オルゴールハウス
妖精の泉
ミルクロード
もう～！呼んだら、すぐに
Ηを押す！
そうそう アンタ、まだ
デクナッツの体になれてないでしょ

いい、よく聞くのよ！
デクナッツなら、このデク花の上で
Αを押せばもぐるコトができるのよ！
そして、しばらくしてから、Αを
はなせば、大きくジャンプ
飛んでる時にΑで、おちる！
わかった？

いいえ
はい
ホントにわかったの・・・？
それと、もう１つ 地上にいる時に
Αを押せば 回転アタックが
できるのよ！ しっかりやんなさい！
ウッ！クサい！！

このニオイ・・・？！
ドクの沼 と同じニオイがするわ！
'�これ、何だと思う？
コゲたあとが、まだ新しいわ・・・
'�コレくらいの重さなら
軽いもんでしょ！ボ～としてないで
Αでつかんで、Μで腰をつかう！
この しょく台
まだ、あたたかいわ・・・・
気をつけて！
邪悪な気を たくさん感じる・・・
見て！
ここからなら、ちょうど下にあった
モノがよく見えるわ！
ねー聞こえる！！
この しょく台も、まだあたたかいわ
'�なに？ ツララ でしょ！
外で 見たヤツと 同じじゃない！
ちょっと、大きいわねえ・・・
こんな重いものフツーの体格じゃあ
ピクリとも 動かないわよ！
アンタが たんに上に乗るだけじゃ
こんな 大きなモノ 引っ込むわけ
ないでしょ！
ドーンと 上から 衝撃でも
あたえないと ムリね！
'�今のは いったい 何だったの？
あれ、ここは・・・・
'�
もどってる
アンタ、いったい ナニモノ？
さっきの曲といい
とりかえした 楽器といい・・・
楽器・・・？！
そう、楽器よ 楽器！
お面屋が アンタが盗られた
大切な物をとりかえしたら
元にもどしてくれるって！
アンタ、すっかり忘れてない？
あ～ビックリした
あの時の お面屋だったんだ・・・
いや、こっちの話よ
しかし、３日だなんて
一睡もしなくても ７２時間しか
ないじゃない
勝手なこと言うわね～！
さあ、ボサ～っとしてないで
大妖精さまに 会いに行くわよ！
だって、アンタ スタルキッドに
会いたいんでしょ？
大妖精さまは
スタルキッドの行動ぐらい
すべて お見通し なんだから！
ココだけの話、アイツ
大妖精さまには 頭が上がらないの
町の北門の近くにあるほこらに
行って！大妖精さまは
その中にいらっしゃるわ！
そんな 仮面だったんだ・・・・
スタルキッドのヤツ 仮面の力に
たよって あんなコトするなんて
とにかく アイツを
なんとかしなきゃ！
トレイルの言っていた
沼・山・海・谷っていうのは
きっと、ココから 四方にわかれる
場所のことを 言っているんだわ
だけど、そこにいる人って・・・
いったい、ダレのことかしら？
あのコったら、肝心なところが
いつも抜けてて
さっぱり、わからないわ
こうなったら、その場所に
行くしかないわね
まずは、目の前の門をぬけると
沼のある地方にでれるわ！
まずは そこから行くわよ！
あっ、 これこれ なつかしいなあ
初めて スタルキッドと会った時の
ラクガキよ・・・・
ここに初めて トレイルと来た時
アイツは 友だちとケンカして
一人ぼっちだったって言ってた・・
そりゃあ、たしかに
イタズラばかりして、みんなから
相手にされないけれど・・・・
だからといって、
あんな恐ろしいことするなんて・・
'�力を持った ばっかりに・・・
ああっ！ 大妖精さまが！！
ねえ、町の北門の近くにある
大妖精さまのほこらに行かないの？
スタルキッドのヤツ調子にのって！
許せないわ！
早く 町にいるはぐれた妖精を
探して 大妖精さまを 元の姿に
もどさなきゃ！
なにしてるの？ 町の北門の
近くにある大妖精さまのいるほこら
に 妖精を連れていかないの？
スタルキッドは 天文台の人が
知っているって 大妖精さまは
言っていたわ・・・
早く 町から天文台に行ける方法を
探すのよ
ヒミツのルートは
町の東にあるって・・・
どうしたの 行かないの？
まさか、アンタ 暗号を
忘れちゃったんじゃないでしょうね
なんで 天文台の人が
スタルキッドのことを
知っているのかしら・・・
スタルキッドのヤツ
あんな高いところで
何やってたんだろう・・？
それより、あの月から落ちてきた
モノが 気にならないの？
時計塔の入り口は 年に一度の
カーニバルがはじまる前夜の１２時
からじゃないと 開かないわよ・・
さっき、花火の音が聞こえたでしょ
時計塔の屋上へ行く入り口が
開いたみたいよ！
ちょっとー、アンター
Ζを押して 私に話しかけてよ
そうそう、やればできるじゃん
私が、こうやって 人や物に
飛んで行くから Ζを押しなさいよ！
そしたら こっちに注目できるから
遠くの人とも Ｚ注目を使えば
話せるし 注目する相手が
いなくても 前を向けるんだからね
それより、私が言いたいのは
そんなコトじゃなくって・・・
ちょっとこの木 近くに来て
チェック してみてよ
さっきから 思ってたんだけど
アンタのその姿・・
これに 似てない？
なんか 今にも 泣きそうな
インキな顔 してるわよね・・・

まあ、どうでもいいけど
'�トレイルの 言ってた
４人の人たちって
もしかしたら・・・
さっきの 仮面の中に
封じ込められていた者のことを
いうのかしら・・・？
それより、アンタ
・・・けっこう やるわね！
なんか なれてない？
その調子で 残りの３人も
がんばって 助けてあげなさいよ！
ねえ！
その・・・
アンタに 今までしたことと
馬のことは・・・謝るわ
・・・ゴメン！
ちゃんと 謝ったからね！
根にもたないでよ！
'�じゃあ、急いで サルの言ってた
姫を助けて 次は 山に行くわよ！
早く スタルキッドのヤツを
何とかしなくっちゃ！
'�山は 北門から出るのが近いわよ！
海は、西門から出るのが近いわよ！
谷は、東門から出るのが近いわよ
なんなの！ このデクナッツ！
バカみたいに 眠りこけてて
もーっ！ ジャマなヤツね！
これってデクナッツの印じゃない？
ここで お祈りでも
してたのかしら・・・？
うわああ カチカチね！

それにしても、
ずいぶんトシのくった ゴロンね
なに アレ？
吹雪の中に 何かいるわ・・？
アンタ、見えないの？
ねえ ねえ この雪ダマって
他より デカくない？
ホラホラ、どこ見てんの？
前ばっか見てないで ほら、コレ

気がつかなかったでしょ！
フ～ン！ ゴロン族って
ゴロンのララバイで 寝ちゃうんだ

・・・単純ね！
ねえ、この上にどうやって登るの？
登るモノなんて 見当たらないわよ
ここに 入った時から
あの弱いヤツ以外 何にも
なかったわよねえ・・・・？
これってもしかして・・・たんに、
積み上げているだけじゃない・・？
これで 全員そろったわ
後は、時計塔の上に 行って
呼ぶだけね！
さあ、早く行くわよ！
時間がなくなるわ
もう、こんな思いは コリゴリよ
もう、何やってるのよ！
天文台に行けるヒミツのルートの
ことは ジムに聞けばいいんでしょ
もう、なんで こんな悪ガキたちの
お遊びに 付き合わなくちゃ
ならないの！
アンタも 早く 捕まえなさいよ！
もう、何やってんのよ！
アンタ 悪ガキたちに 負けて
くやしくないの！
リベンジよ！
月の涙を 欲しがっていた
デクナッツがいたの 覚えてない？
アンタ、まさか 忘れたんじゃ・・
とにかく、スタルキッドのいる所は
わかっているんだから、
時計塔の近くで聞きこみをしましょ
なにか わかるかもしれないわ！
アンタ、今 デクナッツなんだから
デク花を使ってみたらどうかしら？
朝まで 後 しか
ないわよ！
ホラホラ、ボーッとしないで
もう 残り ３日も ないのよ！
ホラホラ、ボーッとしないで
もう 残り ２日も ないのよ！
ホラホラ、ボーッとしないで
もう 残り １日も ないのよ！
ホラホラ、ボーッとしないで
もう 残り 半日も ないのよ！
ねえ、ちょっと
ココってなんだか あやしくない？
これって・・・・
ゾーラのタマゴじゃない？
何とか 持っていけないかしら？
デッカイ サカナ！
きっと、小さいサカナなら
一口で食べちゃうわね・・・
ねえねえ、アレなんだと思う？
沖の方の
カモメが飛んでる下あたり・・・
アンタ、見えないの？
なんか目に見えないけど
殺気を感じるのよ・・・
アンタ かくれている何かを
呼び出せる 道具って
持ってなかった？
このミイラ ちょっと様子が変ね
きっとまだ、人間としての心が
いやされぬまま 残っているようね
早く 何とかしてあげなさいよ？
アンタ、まだわからないの？
ホラホラ、こういうところを
見落としがちなのよ
よく見なさい！
ここだけ、岩が
もろくなってるでしょ！
わあっ！ デッカイ 水車ねえ・・
フ～ン なるほどね・・・
さっきのデッカイ水車は
コレを動かすためのモノなのね・・
この柱だけ 色がちがうわ？
・・・これ カガミ？
なんか、フツーのとは違うわねえ
ダメよ 止まらない！
ムリだわ！
'�ねえ、アンタは まだ
ウッドフォールにある 沼の問題を
解決してないわよ！
ねえ、アンタは まだ
スノーヘッドにある 山の問題を
解決してないわよ！
'�ねえ、アンタは まだ
グレートベイにある 海の問題を
解決してないわよ！
'�ねえ、アンタは まだ
ロックビルにある 谷の問題を
解決してないわよ！
ほっといて あげなさいよ！
見てわからないの？
やぼな子ね！
グズグズしないの
ほらっ！上に行けるみたいよ
アッ アレ！！
アンタの馬じゃないの？！
'�潮の香りがするから もうすぐ海ね
だけど、こんな高い塀があるから
先には 行けないわよ・・・
せめてアンタが 馬でも
乗ってたら・・・・
あっ！

ゴメン！
'�もう、ジャマな柵（さく）ねえ！
アンタが 先に行きたいのなら
コレを 飛び越さないとダメよ
だけど、今のアンタじゃムリね
あきらめましょ
'�あ～ もうジャマねえ！
こんな雪ダマぐらい ドカーンと
ふっ飛ばして 先に進みましょうよ
本日までの最高記録
�フーセン割り 最高記録
� 
ドッグレース２０００
ママム・ヤン 主催
ロマニー牧場 提供
選んだイヌにルピーをかけ、１～５着
になれば、賞金がもらえます
（かけ金は、最低１０ルピーから）
１着・・・かけ金Ｘ３
２着・・・かけ金Ｘ２
３～５着・・・かけ金そのまま
１回のレースの賞金が１５０ルピー
以上の時は、もれなくプレゼントが
当たります
この先 山里
深い雪と 吹雪に注意！ 雪ダマは
ゴロンならカンタンに壊せます
この先 山里
残雪あり スリップ注意！
この先 山のカジ屋
どんな剣でも 切れ味バツグン
いい仕事します
この先
沼の観光ガイド
この先
オババのクスリ屋
この先
デクナッツの城
タコに注意！！
沼の射的場
この先 すぐ
フシギの森
凶暴なカメに注意
新鮮な泉の水をお持ち帰りください

沼の観光ガイド
滝の上 ウッドフォールの神殿
近道は デクナッツ城から
恐怖のクモ屋敷
この先 すぐ
しばらくの間 馬の調教は休みます
ゴーマン
しばらくの間 休みます
さがさないで ください
デクナッツのプレイスポット
この下 すぐ
海の男の ジャンプゲーム！
ご利用は 送迎ボート乗り場まで
この先 ゴロンの里
白いオオカミ
ホワイト ウルフォスに注意！
この先 スノーヘッド
すべりやすい 谷道と
暴走 雪ダマに注意！
この池 水難事故多し！
泳げないゴロンは 近くで遊ばない
この先 ゴロンの里
キケンなオオカミ
ウルフォスに注意！
この先 スノーヘッド
残雪あり スリップ注意！
この池 水難事故多し！
泳げないゴロンは 近くで遊ばない
この先 ゴロンレース場
冬の間は 閉鎖いたします
この先 ゴロンレース場
ただいま レース開催中
ゴロンのほこら
お問い合わせは この上の門番まで
この先 離れ山のほこら
落下事故に 注意！
ゴロン専用 大バクダンの店
初めての方には
試験を受けてもらいます 店主より
注意！
ゴロンジャンプのできない一般の方
立ち入りを禁止
この先 スノーヘッドの神殿
神殿守りのダイゴロンの行方を
ご存知の方は ゴロン長老まで
スノーヘッドの神殿
吹雪と強風に注意！
ムリに行くと 谷底に落ちます
漁師の家
めずらしいサカナ あります
この先 海賊の入り江
キケンにつき
観光客は 立ち入り禁止！
海洋研究所
おもに グレートベイの水質研究
生物の生態研究など
この先 トンガリ岩
キリと海ヘビに注意
ゾーラホールにて
深海のサウンド ゾーラバンド
ダル・ブルー リハーサル決定！
グレートベイの海岸
地中生物 リーバに注意！
近づくな キケン
キリ発生中につき 遊泳禁止！
滝の上
ビーバーの住む ケイ流あり
この先 ゾーラホール
深海のサウンドゾーラバンド
ダル・ブルー リハーサル決定！
この先 グレートベイの神殿
キリ発生中のため 遊泳禁止！
ゾーラゲーム実施中
むやみにツボを割った方は
罰金をいただきます
この先 海ヘビ出現地帯
キリ発生中 注意してください
キケン！ キリ発生中
谷の向こう イカーナの丘
タコに注意！
かれ井戸
亡霊出没につき 立ち入り禁止！
わき水の どうくつ
亡霊出没につき 立ち入り禁止！
幽霊小屋
さまよえる魂を用意して
アナタのお越しを 待っています
イカーナ城 正門
いかなる方法を もってしても
封印された門は 開かない
滝の裏 ヒミツのほこら あり
体力に自信のある者の
挑戦を待つ！ シシシッ
サコンの アジト
セキュリティーは 万全です
ウッドフォール近道
デクナッツのみ使用可
時計塔登り口のオープンは
カーニバルの前夜 １２時より
同時刻 打ち上げ花火あり！
カーニバル実行委員会
この先 城のウラ庭
この先 城の中庭
この先 デクナッツのほこら
この先 国王の間
矢印の先 ロマニー牧場
「シャトー・ロマーニ」の里へ
お立ち寄りください
この先 ミルクロード
さらに先 ロマニー牧場
フシギの森の終わり
この先 入り口にもどります
馬となかよくなる方法
馬の横に立って Αで乗れます
Μを前に倒せば 走りだします
走り始めたら Αで
ムチを入れれば 加速します
障害物を飛びこす時は
じゅうぶん加速して
まっすぐ 走りこんでください
ななめに 飛ぼうとすると
馬は いやがります
降りる時は 馬を止めてΑを押す
以上
次期当主 ロマニー
季刊 ボンバーズだより
特集 団員手帳のおさらい
これでキミもマスターだ！
悩める人を探し 話をしよう！
手帳には 悩める人の記録が
スケジュール表になって
かき込まれるぞ！
タテが人物 ヨコが時間
青いバーは悩みを聞ける時間帯
その時間にナニかが起こってる！
約束やお使いをすると
ビックリマークがつくぞ！
約束の内容をたしかめよう！！
失敗しても もう一度
団員手帳を開いて悩みをたしかめ
めげずに再チャレンジだ！
悩みを解決してお礼をもらったら
バーの上に かき込もう！
その人の悩みを すべて解決したら
しあわせ勲章シールが はられるぞ
すべての人を しあわせにしよう！
次号予定 刻のカーニバル日誌
ゴーマントラック
馬調教専門 初心者大歓迎
お気軽におこしください
ゴーマントラック裏門
ご用の方は 左手正門まで

ゴーマン兄弟
ミルクの里 ロマニー牧場
ボーヤ 腕に自信があるなら
遊んでいかねえか？
遊んでみるか？
ボーヤ まだ時間があるなら
遊んで いかねえか？
どーだ 遊ぶか？
なんだ、妖精つれて入ってくるから
また あの いたずらボウズが
来たと 思ったぜ
悪いけど、ここは
弓がねえと 遊べねえよ
なんだ、客かと 思ったぜ！
まあ、こんな日に
客が来るわけないか・・・
こんなところで
ウロウロしてねえで 家に帰んな
あんた、どっかで
見たことあるなあ・・・？
まあ、それより
ここは 弓がねえと 遊べねえよ
悪いね
あんた、いい体 してるね
力、ありあまってるだろ？
だけど
ここは 弓がねえと 遊べないんだ
悪いね
なんだ、町に まだいたの？
あんたは 町のウワサ
聞いてないのか？
オレは、信じちゃ いないけどな
１ゲーム ２０ルピー だけどな

やる
やらない

・・・あっ、そ！
ホントなら ここも
人で にぎわうんだけど・・・
今年は しょうがねえよな
なんだ、弓も 持ってねえのか？
じゃあ、ダメだな
なんだ、弓も 持ってねえのか？
ザンネンだな・・・
オイオイ、ルピーが 足りねえぜ
ボーヤ
ルピーが 足りないのか・・・
ザンネンだな
オーケー！ ボーヤ！
ルールはカンタンだ！
時間内に できるだけ多く、
アカいヤツを倒すんだ！
間違って、アオいヤツに当てたら
時間が減るから注意しな！
弓矢は、Βでかまえて撃ち放題！
今までの最高は
�オーケー！ ボーヤ！
アカいヤツを ねらうんだ！
間違って、アオいヤツに当てるなよ
今までの最高は
�・・
ザンネンだったなぁ
どうだ、やめられないだろ？
ルピーさえ払えば、何度でも
楽しませてやるよ！
か・・
ザンネンだったなぁ
どうだ、くやしいだろ・・・
また、やるか？
え～ホントかよ
パーフェクトが 出ちゃったよ
ほら、 受け取りな
パーフェクトかよ～！
ほら、 受け取りな
はー、恐れ入ったね
�今日で 最後かもしれないし
いいもの 見せてもらったよ・・・
はい、はい、アンちゃん！
ワイにルピー あずけへんか？
きょうび、手元においといても
貯まらん！ 貯まらん！
今なら キャンペーン中や
貯めた ルピーの数に おうじて
ステキな グッズがもらえるで
たとえば ２００ルピー 貯めてみ
今より もっと ルピーが入れれる
グッズが もらえるで！
・・・でどないする？

ルピーをあずける
ルピーをあずけない
よっしゃ！
で・・・
なんぼ、あずけてくれるん？
Μで数字を動かし Αで決定してや
そんなん言わんと、
信用して～なぁ～！
・・・まあ、
また気が変わったら
あずけに来てや！
ほんまにあずけるんか？

はい
いいえ
なんや、チョッピリやなぁ～
・・・まあ、ええやろ！
ほんま、おおきに！ おおきに！
ひや～
そんなにしてくれるんかいなぁ
アンちゃん、金持ちやなぁ～！
さよか！
アンちゃん、よう考えや！
０ルピー って・・・
じょうだんキツイわ～！
・・・・
アンちゃん、じょうだんキツイわ！
ルピー１つも持ってへんがな！
また今度、ガッポリ かせいで
あずけに来てや～！
そんなに、もってへんがな！
アンちゃん、ウソ言ったらあかんわ
よう考えてや！
これで、アンちゃんからあずかった
のは 全部で や！
なんや！もう ２００ルピー
貯まってるがな！
アンちゃん、粗品やけど
コレ受け取ってや！
なんや！もう １０００ルピー
貯まってるがな！
アンちゃん、粗品やけど
コレ受け取ってや！
なんや！もう ５０００ルピー
貯まってるがな！
アンちゃん、 コレ以上
あずかれへんわ！
これで、かんべんして～な！
・・・アンちゃん コレ以上
あずかれへんわ
かんべんして～なぁ
かんにんして～なぁ
コレ以上はもうあずかれへんわ！
しかし、アンちゃん 若いのに
しっかりしてまんなぁ・・・
ワイ、感心するわ！
また、ガッポリかせいで
あずけに来てや～
アンちゃん 名前は？
ふん、ふん
さんね
ほな あずけたコト 忘れんよう
アンちゃんの体に 特殊なインクで
スタンプ 押させてもらうわ
安心しいや 色もつかへんし、
体にも 害はないから
よし、これで ワイが見たら
一発で わかるようになった！
なんや、なんか ようかいなぁ？
なんや、こんな日に
なんか ようかいなぁ？
えらいな～
アンちゃんは まだ、
逃げへんのか・・・？
ピーをあずける
ルピーをおろす
べつに
悪いけど ちょっと よう
体 見せて
あ～ さん
たしか、あずけてもらってる アンちゃんや
・・・で！
あ～ さんやろ？
たしか、あずけてもらってる アンちゃんや
アンちゃん もし
町のウワサ信じて おろすなら
やめときや あんなん デマやで！
なんぼ、おろす？
Μで数字を動かし Αで決定してや
０ルピー って・・・
じょうだんキツイわ～！
さよか？
また、ガッポリかせいで
あずけに来てや～！
ほんまにおろすんか？

はい
いいえ
なんや？チョッピリやったら
もったいないでぇ～！
・・・まあ、ええけど
だいじに、使いや・・・
また、ぎょうさんおろすなぁ～
そんな使い方してると
アッちゅう間になくなるでぇ～！
なんや・・・アンちゃんのサイフ
では、こんなに 持たれへんで！
どないする？
・・・アンちゃんが預けた ルピー
では足りへんから そんだけ
おろせへんで よう考えや！
・・・で、どないするんや？
・・・そうそう、今の時間は
４ルピー手数料がいるでぇ！
アンちゃんから あずかったルピー
なくなってしもうたから 今までの
スタンプは 使えへんで
また、あずけて くれるんか？
前より たくさん 入るやろ
それに たくさん入れて
あずけに 来てや～！
いわゆる 利子（りし）や！
さよか！
アンちゃん よう考えや！
で、どないするんや？
さよか！
アンちゃん よう考えや！
で、どないするんや？
あずかったルピーは
や
ほっほっほっ ワラシよ
マロを ダマそうとしても
ムダじゃぞ
マロら キータンは
シッポのツヤの具合で
一族を 見わけるのじゃ
まあ よい・・・ワラシよ
１つ 問答（もんどう）と
いこうでは ないか
ほっほっほっ
タンレンが たりぬのう
ワラシよ 出直して まいれ！
ほっほっほっ！
よい！ よいぞ！
ホウビを とらす！
ワラシよ
また あおうぞ
ほっほっほっ！
問題でおじゃる ３択で答えよ！
牧場の娘 ロマニーが
練習で使っているフーセンは何コ？
１コ
３コ
使ってない
問題でおじゃる ３択で答えよ！
牧場の娘 ロマニーが
練習で使っている武器は？
パチンコ
弓矢
使わない
問題でおじゃる ３択で答えよ！
牧場の娘 ロマニーが
眠る 時間は？
７時
８時
寝ない
問題でおじゃる ３択で答えよ！
牧場の娘 ロマニーが
起きる 時間は？
６時
７時
起きない
問題でおじゃる ３択で答えよ！
牧場の娘 ロマニーが つけた
おまえの アダナは？
バットくん
バッタさん
バッタくん
問題でおじゃる ３択で答えよ！
牧場の娘 ロマニーが
教えてくれる 曲の名前は？
エポナの歌
いやしの歌
草原の歌
問題でおじゃる ３択で答えよ！
クロックタウンの中に
ウシの置物は 何コある？
８
９
１０
問題でおじゃる ３択で答えよ！
ロマニー牧場で 飼っている
ウシの数は 何頭？
２
３
４
問題でおじゃる ３択で答えよ！
ロマニー牧場の ウシ小屋で
飼ってる コッコは 何羽？
１
３
いない
問題でおじゃる ３択で答えよ！
牧場の当主クリミアの
ミルクの お届け先は？
マニ屋
ミルクバー
ナベかま亭
問題でおじゃる ３択で答えよ！
マップ屋の チンクルのトシは？
１５さい
２５さい
３５さい
問題でおじゃる ３択で答えよ！
チンクルの作った 魔法の呪文は？
チンクル チンクル・・・何？
バピプペポ
クルリンバ
クルリンパ
問題でおじゃる ３択で答えよ！
マップ屋 チンクルは
左きき？ 右きき？
左きき
右きき
両きき
問題でおじゃる ３択で答えよ！
マップ屋 チンクルの
パンツの色は 何色？
きいろ
はいてない
あか
問題でおじゃる ３択で答えよ！
クロックタウンで 今年も開かれる
祭りの 名前は？
月のカーニバル
刻のカーニバル
面のカーニバル
問題でおじゃる ３択で答えよ！
クロックタウンの 町長の名前は？
パパール
ガガール
ドトール
問題でおじゃる ３択で答えよ！
ミルクバーで売られている
ビンテージミルクの名前は？
ショート・ロマーニ
シャトー・ロマーニ
シャッポ・ロマーニ
問題でおじゃる ３択で答えよ！
クロックタウンにある
宿屋の名前は？
オかま亭
おおカネ亭
ナベかま亭
問題でおじゃる ３択で答えよ！
クロックタウンの宿屋の娘
アンジュのクセは？
すぐ あやまる
すぐ おこる
すぐ 泣く
問題でおじゃる ３択で答えよ！
クロックタウンの宿屋の娘
アンジュの苦手なのは？
そうじをする
手紙を書く
料理をつくる
問題でおじゃる ３択で答えよ！
アンジュの父の 名前は？
トーサン
トータス
カメキチ
問題でおじゃる ３択で答えよ！
ボンバーズの 団長の名前は？
ゴーマン
バイセン
ジム
問題でおじゃる ３択で答えよ！
カーニバルで使う
月見やぐらは 最終的に 何段？
２段
４段
６段
問題でおじゃる ３択で答えよ！
クロックタウンにある
ポストの数は？
４コ
５コ
６コ
問題でおじゃる ３択で答えよ！
バクダン屋の店主は
母親のことを なんて呼ぶ？
ババア
オフクロ
ママ
問題でおじゃる ３択で答えよ！
ゾーラバンド ダル・ブルーの
歌姫の名前は？
トト
ルル
ルト
問題でおじゃる ３択で答えよ！
ゾーラバンド ダル・ブルーの
メンバーの数は 何人？
４人
５人
６人
問題でおじゃる ３択で答えよ！
ミカウって 何族？
デクナッツ族
ゴロン族
ゾーラ族
問題でおじゃる ３択で答えよ！
ダルマーニって 何族？
デクナッツ族
ゴロン族
ゾーラ族
問題でおじゃる ３択で答えよ！
スタルキッドが使う 楽器は？
たて笛
よこ笛
オカリナ
これ、デクナッツのボク
待ちなさい！
この先の沼に 一人で帰るのかい？
町の外は ブッソウだから、
キミのような 子供を一人で、
外に出すわけには いかないなぁ
武器でも装備できるトシに
なるまでは、大人といっしょじゃ
なければ通せないよ
これ、デクナッツのボク
待ちなさい！
この先の沼に 一人で帰るのかい？
夜は ブッソウだから、
キミのような子供を一人で、
外に出すわけには いかないなぁ
武器でも装備できるトシに
なるまでは、大人といっしょじゃ
なければ通せないよ
これ、キミ 待ちなさい！
この先の沼に 何か ようかい？
町の外は ブッソウだから、
キミのような 子供を一人で、
外に出すわけには・・・・
・・・
剣？
失礼、子供あつかいして悪かったね
この先は
沼のあるウッドフォールだよ
気をつけて
これ、キミ 待ちなさい！
この先の沼に 何か ようかい？
夜は ブッソウだから、
キミのような子供を一人で、
外に出すわけには・・・・
・・・
剣？
失礼、子供あつかいして悪かったね
この先は
沼のあるウッドフォールだよ
気をつけて
この先は
沼のあるウッドフォールだよ
気をつけて
この先は
沼のあるウッドフォールだよ
夜はブッソウだから、
特に気をつけて
この先は
沼のあるウッドフォールです
お気をつけて
この先は
沼のあるウッドフォールです
夜はブッソウですから
特に お気をつけください
この先は
沼のあるウッドフォールです
お気をつけて
この先は
沼のあるウッドフォールです
夜はブッソウですから
特に お気をつけください
これ、キミ 待ちなさい！
この先の山に 何か ようかい？
町の外は ブッソウだから、
キミのような 子供を一人で、
外に出すわけには・・・・
・・・
剣？
失礼、子供あつかいして悪かったね
この先は山のあるスノーヘッドだよ
気をつけて
これ、キミ 待ちなさい！
この先の山に 何か ようかい？
夜は ブッソウだから、
キミのような子供を一人で、
外に出すわけには・・・・
・・・
剣？
失礼、子供あつかいして悪かったね
この先は山のあるスノーヘッドだよ
気をつけて
この先は山のあるスノーヘッドだよ
気をつけて
この先は山のあるスノーヘッドだよ
夜はブッソウだから
特に気をつけて
この先の スノーヘッドに
お帰りですか？
お気をつけて
この先の スノーヘッドに
お帰りですか？
夜はブッソウですから
特に お気をつけください
この先は山のあるスノーヘッドです
お気をつけて
この先は山のあるスノーヘッドです
夜はブッソウですから
特に お気をつけください
これ、キミ 待ちなさい！
この先の海に 何か ようかい？
町の外は ブッソウだから、
キミのような 子供を一人で、
外に出すわけには・・・・
・・・
剣？
失礼、子供あつかいして悪かったね
この先は海が見える
グレートベイだよ気をつけて
これ、キミ 待ちなさい！
この先の海に 何か ようかい？
夜は ブッソウだから、
キミのような子供を一人で、
外に出すわけには・・・・
・・・
剣？
失礼、子供あつかいして悪かったね
この先は海の見える
グレートベイだよ気をつけて
この先は海の見える
グレートベイだよ気をつけて
この先は海の見える
グレートベイだよ
夜はブッソウだから特に気をつけて
この先は海の見える
グレートベイです
お気をつけて
この先は海の見える
グレートベイです 夜はブッソウ
ですから特に お気をつけください
この先の グレートベイに
お帰りですか？
お気をつけて
この先の グレートベイに
お帰りですか？
夜はブッソウですから
特に お気をつけください
これ、キミ 待ちなさい！
この先の谷に 何か ようかい？
町の外は ブッソウだから、
キミのような 子供を一人で、
外に出すわけには・・・・
・・・
剣？
失礼、子供あつかいして悪かったね
この先は谷があるロックビルだよ
気をつけて
これ、キミ 待ちなさい！
この先の谷に 何か ようかい？
夜は ブッソウだから、
キミのような子供を一人で、
外に出すわけには・・・・
・・・
剣？
失礼、子供あつかいして悪かったね
この先は谷があるロックビルだよ
気をつけて
この先は谷があるロックビルだよ
気をつけて
この先は谷があるロックビルだよ
夜はブッソウだから、
特に気をつけて
この先は谷があるロックビルです
お気をつけて
この先は谷があるロックビルです
夜はブッソウですから
特に お気をつけください
この先は谷があるロックビルです
お気をつけて
この先は谷があるロックビルです
夜はブッソウですから
特に お気をつけください
デクナッツのボク 一人？
親は どうしたの？
きっと、町のどこかで
心配しているよ
早くさがして、町から 離れなさい
デクナッツのボク
待ちなさい！
町から 早く逃がしてあげたいけど
町のどこかで 親がキミを
探しているんじゃ ないのか？
このまま 帰しても
マイゴに なるだけだから
ココで 待っていた方が いい
ちょっと、待って！
カーニバルが
中止になったかどうか
知らないかい？
あっ、知らないなら
別にいいんだけど・・・
いまちょっと もめててね
この先は
沼のあるウッドフォールだよ
気をつけて
この先のウッドフォールに
行くのなら ちょうどいい
今のうちに町から離れたほうがいいよ
もし、この先のウッドフォールに
行かれるのなら タイミングがいい
とにかく 今のうちに
町から離れたほうがいいですよ！
ちょっと、待って！
まだ町に みんないたかい？
避難勧告は？
本当は 一刻も早く
町から 逃げたいんだけど
ここにいると
なかなか情報が入らなくて・・・
いかん、いかん、しっかりしろ！
隊長の命令がでるまで
しっかり、門を守るんだ・・・
ちょっと、聞きたいんだけど！
カーニバルが
中止になったかどうか 知らない？
失礼、呼びとめて 悪かったね
この先は山のあるスノーヘッドだよ
気をつけて・・・
この先のスノーヘッドに行くのなら
ちょうどいい
今のうちに町から離れたほうがいいよ
この先の スノーヘッドに
お帰りですか？
なら、早めに お帰りになられた
ほうがいいですよ
この先の山のスノーヘッドに
行かれるのなら ちょうどいい
今のうちに 町から離れてください
ちょっと、待って！
もし町に 親とかがいるのなら
早く探して ここから離れなさい！
ほとんどの人は 月がもうすぐ
落ちることを信じて町から離れたよ
残っているのは
ウワサを信じない人たちか、
何も知らない人たちぐらいさ
私も みんなに避難するように
言ってまわりたいが 持ち場を
離れるわけには いかないんだ
ほら、あの月・・・・
避難勧告が出る前に
町から 離れて
ちょっと、聞きたいんだけど！
カーニバルが
中止になったかどうか 知らない？
呼びとめて申し訳ない
ここにいると、なかなか情報が
はいらなくて・・・
悪いことは言わない
この先のグレートベイでもいいから
今のうちに 町から離れなさい
この先のグレートベイに
行かれるのなら ちょうどいい
今のうちに 町から離れてください
この先のグレートベイに
お帰りですか？
だったら ちょうどいい
早く お帰りになられたほうが
いいですよ
ちょっと、待って！
キミは 一人か？
町に親とかは 残っていないのか？
なら、いいんだが・・・
じゃあ、できるだけ遠くに
避難したほうがいい！
店には まだ残っている
人たちがいるんだ・・・
避難勧告さえでていれば
みんなを強制的に
避難させられるのに・・・
ほら、月がもうあんなに！
早く できるだけ遠くに
避難してください・・・！
ちょっと、聞きたいんだけど！
カーニバルが
中止になったかどうか 知らない？
急いでいるところを 失礼
キミに聞いても しかたないよね
ここから出たらロックビルに行ける
悪いことは言わない今のうちに
町から離れたほうがいいよ
この先はロックビルに行けます
今のうちに 町から離れてください
ちょっと、待って！
もし、月が落ちることを
信じているのなら 一刻も早く
町から 離れるんだ！
もう、町にいるのは
ウワサを信じない人か
あきらめた人だけだ・・・
何も知らないで 遊んでいる
子供たちを見ていると
心が痛むよ・・・・
ここからならロックビルに出れます
月が落ちることを少しでも
信じているなら
早く 町から避難してください！
これ、キミ 待ちなさい！
この先の沼に 何か ようかい？
キミのような子供を一人で、
外に出すわけには・・・・
・・・
剣は、あずけてある？
これ、キミ 待ちなさい！
この先の沼に 何か ようかい？
夜は ブッソウだから、
キミのような子供を一人で、
外に出すわけには・・・・
・・・
剣は、あずけてある？
これ、デクナッツのボク
待ちなさい！
この先の山に 何か ようかい？
町の外は ブッソウだから、
キミのような 子供を一人で、
外に出すわけには いかないなぁ
武器でも装備できるトシに
なるまでは、大人といっしょじゃ
なければ通せないよ
これ、デクナッツのボク
待ちなさい！
この先の山に 何か ようかい？
夜は ブッソウだから、
キミのような子供を一人で、
外に出すわけには いかないなぁ
武器でも装備できるトシに
なるまでは、大人といっしょじゃ
なければ通せないよ
これ、デクナッツのボク
待ちなさい！
この先の海に 何か ようかい？
町の外は ブッソウだから、
キミのような 子供を一人で、
外に出すわけには いかないなぁ
武器でも装備できるトシに
なるまでは、大人といっしょじゃ
なければ通せないよ
これ、デクナッツのボク
待ちなさい！
この先の海に 何か ようかい？
夜は ブッソウだから、
キミのような子供を一人で、
外に出すわけには いかないなぁ
武器でも装備できるトシに
なるまでは、大人といっしょじゃ
なければ通せないよ
これ、デクナッツのボク
待ちなさい！
この先の谷に 何か ようかい？
町の外は ブッソウだから、
キミのような 子供を一人で、
外に出すわけには いかないなぁ
武器でも装備できるトシに
なるまでは、大人といっしょじゃ
なければ通せないよ
これ、デクナッツのボク
待ちなさい！
この先の谷に 何か ようかい？
夜は ブッソウだから、
キミのような子供を一人で、
外に出すわけには いかないなぁ
武器でも装備できるトシに
なるまでは、大人といっしょじゃ
なければ通せないよ
これ、キミ 待ちなさい！
この先の山に 何か ようかい？
キミのような子供を一人で、
外に出すわけには・・・・
・・・
剣は、あずけてある？
これ、キミ 待ちなさい！
この先の山に 何か ようかい？
夜は ブッソウだから、
キミのような子供を一人で、
外に出すわけには・・・・
・・・
剣は、あずけてある？
これ、キミ 待ちなさい！
この先の海に 何か ようかい？
キミのような子供を一人で、
外に出すわけには・・・・
・・・
剣は、あずけてある？
これ、キミ 待ちなさい！
この先の海に 何か ようかい？
夜は ブッソウだから、
キミのような子供を一人で、
外に出すわけには・・・・
・・・
剣は、あずけてある？
これ、キミ 待ちなさい！
この先の谷に 何か ようかい？
キミのような子供を一人で、
外に出すわけには・・・・
・・・
剣は、あずけてある？
これ、キミ 待ちなさい！
この先の谷に 何か ようかい？
夜は ブッソウだから、
キミのような子供を一人で、
外に出すわけには・・・・
・・・
剣は、あずけてある？
これ、キミ 待ちなさい！
この先の沼に 何か ようかい？
子供を一人で、外に出すわけには
・・・
持っていた剣を、盗まれた？
そりゃ 大変だ！
最近 この町で 夜な夜な
盗品を売りさばく あやしい店が
あるって聞くけど・・・
そいつらの被害にでもあったのかな

そうか キミは剣を使えるのか？
これ、キミ 待ちなさい！
この先の沼に 何か ようかい？
夜は ブッソウだから、子供を
一人で、外に出すわけには・・・・
・・・
持っていた剣を、盗まれた？
やはり・・・
いや、最近 この町で
夜な夜な盗品を売りさばく
あやしい店が あるって聞くんだ
きっと、そいつらの被害にでも
あったんだな・・・

それより キミは剣を使えるのか？
これ、キミ 待ちなさい！
この先の山に 何か ようかい？
子供を一人で、外に出すわけには
・・・
持っていた剣を、盗まれた？
そりゃ 大変だ！
最近 この町で 夜な夜な
盗品を売りさばく あやしい店が
あるって聞くけど・・・
そいつらの被害にでもあったのかな

そうか キミは剣を使えるのか？
これ、キミ 待ちなさい！
この先の山に 何か ようかい？
夜は ブッソウだから、子供を
一人で、外に出すわけには・・・・
・・・
持っていた剣を、盗まれた？
やはり・・・
いや、最近 この町で
夜な夜な盗品を売りさばく
あやしい店が あるって聞くんだ
きっと、そいつらの被害に
あったんだな・・・

それより キミは剣を使えるのか？
これ、キミ 待ちなさい！
この先の海に 何か ようかい？
子供を一人で、外に出すわけには
・・・
持っていた剣を、盗まれた？
そりゃ 大変だ！
最近 この町で 夜な夜な
盗品を売りさばく あやしい店が
あるって聞くけど・・・
そいつらの被害にでもあったのかな

そうか キミは剣を使えるのか？
これ、キミ 待ちなさい！
この先の海に 何か ようかい？
夜は ブッソウだから、子供を
一人で、外に出すわけには・・・・
・・・
持っていた剣を、盗まれた？
やはり・・・
いや、最近 この町で
夜な夜な盗品を売りさばく
あやしい店が あるって聞くんだ
きっと、そいつらの被害に
あったんだな・・・

それより キミは剣を使えるのか？
これ、キミ 待ちなさい！
この先の谷に 何か ようかい？
子供を一人で、外に出すわけには
・・・
持っていた剣を、盗まれた？
そりゃ 大変だ！
最近 この町で 夜な夜な
盗品を売りさばく あやしい店が
あるって聞くけど・・・
そいつらの被害にでもあったのかな

そうか キミは剣を使えるのか？
これ、キミ 待ちなさい！
この先の谷に 何か ようかい？
夜は ブッソウだから、子供を
一人で、外に出すわけには・・・・
・・・
持っていた剣を、盗まれた？
やはり・・・
いや、最近 この町で
夜な夜な盗品を売りさばく
あやしい店が あるって聞くんだ
きっと、そいつらの被害に
あったんだな・・・

それより キミは剣を使えるのか？
若者よ 私の願いを聞いてください
仮面をつけたスタルキッドに
バラバラに されてしまいました
町で はぐれてる妖精を
１人 つかまえて
この妖精の泉に連れて来てください
私の願いを聞いてください
仮面をつけたスタルキッドに
バラバラにされてしまいました・・
どうか私を、クロックタウン北の
妖精の泉に もどしてください
チャット そして
姿を変えられた 親切な若者よ
バラバラになった体を
元にもどしてくれて ありがとう
私は 魔法の大妖精
私としたことが あのコだと思って
ユダンをしてしまいました
今の私には これくらいしか
できませんが お礼にアナタに
魔力を さずけましょう
さあ、受け取りなさい
町の外にある天文台に住んでる人が
スタルキッドのいるところを
知っているはずです
ただし、気をつけなさい
今の あのコの力を
甘くみては いけませんよ
親切な若者よ 元の姿にもどれたら
必ず来なさい その時、アナタの
力になるモノを さしあげましょう
チャット そして
姿を変えられた 親切な若者よ
バラバラになった体を
元にもどしてくれて ありがとう
私は 魔法の大妖精
私としたことが あのコだと思って
ユダンをしてしまいました
今の私には これくらいしか
できませんが お礼にアナタの
つかれを いやしてあげる
町の外にある天文台に住んでる人が
スタルキッドのいるところを
知っているはずです
ただし、気をつけなさい
今の あのコの力を
甘くみては いけませんよ
親切な若者よ 元の姿にもどれたら
必ず来なさい その時、アナタの
力になるモノを さしあげましょう
チャット そして 親切な若者よ
バラバラになった体を
元にもどしてくれて ありがとう
私は 魔法の大妖精
今の私には これくらいしか
できませんが お礼にアナタの
つかれを いやしてあげる
親切な若者よ・・・
この世界にある 四方の神殿に
私と同じように バラバラになった
はぐれ妖精たちがいます
どうか、妖精たちを見つけ
元の大妖精にもどしてあげて下さい
きっと、アナタの力になるでしょう
若者よ どうか 町で
はぐれてる妖精を１人 つかまえて
この妖精の泉に連れて来てください
若者よ 私の願いを聞いてください
ウッドフォールの神殿の中に
捕われたおんなじ色の妖精を助けて
ここに連れて来てください
どうか、ウッドフォールの神殿の
中に捕われた 妖精を助け出し
ここに連れて来てください
あと、
ウッドフォールの神殿の
中に捕まっているはずです
妖精を助けて 私を元の姿に
もどしてください
若者よ 私の願いを聞いてください
スノーヘッドの神殿の中に
捕われたおんなじ色の妖精を助け
ここに連れて来てください
どうか、スノーヘッドの神殿の
中に捕われた 妖精をを助け出し
ここに連れて来てください
あと、
スノーヘッドの神殿の
中に捕まっているはずです
妖精を助けて 私を元の姿に
もどしてください
若者よ 私の願いを聞いてください
グレートベイの神殿の中に
捕われたおんなじ色の妖精を助けて
ここに連れて来てください
どうか、グレートベイの神殿の
中に捕われた 妖精を助け出し
ここに連れて来てください
あと、
グレートベイの神殿の
中に捕まっているはずです
妖精を助けて 私を元の姿に
もどしてください
若者よ 私の願いを聞いてください
ロックビルの神殿の中に
捕われたおんなじ色の妖精を助けて
ここに連れて来てください
どうか、ロックビルの神殿の
中に捕われた 妖精をを助け出し
ここに連れて来てください
あと、
ロックビルの神殿の
中に捕まっているはずです
妖精を助けて 私を元の姿に
もどしてください
チャット そして 親切な若者よ
バラバラになった体を
元にもどしてくれて ありがとう
私は 魔法の大妖精
今の私には これくらいしか
できませんが お礼にアナタの
つかれを いやしてあげる
親切な若者よ・・・
この世界にある 四方の神殿に
私と同じように バラバラになった
はぐれ妖精たちがいます
どうか、妖精たちを見つけ
元の大妖精にもどしてあげて下さい
きっと、アナタの力になるでしょう
バラバラになった 妖精たちが
怖がらないように、アナタに
よいモノをさしあげましょう
ようこそ、 ・・
アナタのつかれを いやしてあげる
つかれた時は、
いつでもいらっしゃい
ようこそ、 ・・
アナタのつかれを いやしてあげる
元の姿にもどれたら いらっしゃい
その時、アナタの力になるモノを
さしあげましょう・・・
スタルキッドは、こどもの魔物
彼を探しているのなら
町にいるこどもたちに 聞きなさい
たくましき若者よ・・・
私は、力の大妖精
バラバラになった体を
元にもどしてくれて ありがとう
お礼にアナタに 剣の技を
さずけてあげる
私の いう通りにするのよ
Βを押して 気合をためてから・・
Βをはなす！
さあ、今度は 自分でやってみて！
Βを押して 気合をためてから
はなすのよ
そう、
今の カンカクを 忘れないで・・
たくましき若者よ・・・
私は、力の大妖精
バラバラになった体を
元にもどしてくれて ありがとう
お礼にアナタのつかれを
いやしてあげる
ようこそ、 ・・
アナタのつかれを いやしてあげる
つかれた時は、
いつでもいらっしゃい
勇敢な若者よ・・・
私は、勇気の大妖精
バラバラになった体を
元にもどしてくれて ありがとう
お礼に アナタに力をかしましょう
勇敢な若者よ・・・
私は、勇気の大妖精
バラバラになった体を
元にもどしてくれて ありがとう
お礼にアナタのつかれを
いやしてあげる
ようこそ、 ・・
アナタのつかれを いやしてあげる
つかれた時は、
いつでもいらっしゃい
かしこい若者よ・・・
私は、知恵の大妖精
バラバラになった体を
元にもどしてくれて ありがとう
お礼にアナタに 魔力の強化を
してあげる
かしこい若者よ・・・
私は、知恵の大妖精
バラバラになった体を
元にもどしてくれて ありがとう
お礼にアナタのつかれを
いやしてあげる
ようこそ、 ・・
アナタのつかれを いやしてあげる
つかれた時は、
いつでもいらっしゃい
優しき若者よ・・・
私は、心の大妖精
バラバラになった体を
元にもどしてくれて ありがとう
お礼にアナタに 大妖精の剣を
さずけましょう
優しき若者よ・・・
私は、心の大妖精
バラバラになった体を
元にもどしてくれて ありがとう
お礼にアナタのつかれを
いやしてあげる
ようこそ、 ・・
アナタのつかれを いやしてあげる
つかれた時は、
いつでもいらっしゃい
おや、見なれんヤツじゃな・・・
なんじゃ、ワシに用か？
ワシは、天文学者のシカシ
という者じゃ！
ワシは、子供のころから
月に魅せられて こうして 毎日
ここから月を 観察しておるのじゃ
月は、昔から神秘的なモノとされ
人々にあがめられたり、
恐れられたりしてきた
それだけ、月は我々の生活に
影響をあたえる魅力をもっている
ということじゃ
じゃが、ここ最近
月がおかしな感じなのじゃ
月がまるで 何かに吸い寄せられて
近づいてきているように
感じられるのじゃ
どうじゃ、望遠鏡をのぞいてみるか？

はい
いいえ
・・・そうか
どうした？また、のぞいてみるか？

はい
いいえ
それは 最近 ちょくちょく
月から降ってくる 流れ星が
地面に落ちたモノで
月の目のように見えるところから
降ってくるので
ワシは 月の涙と呼んでおる
町では、欲しがる者の多い
めずらしい石じゃ
なんじゃ、またワシに用か？
ワシには 月がまるで 何かに
吸い寄せられて 近づいてきている
ように 感じられるのじゃ

�Μ動かす Βやめる Αズーム
オマエさん 月の異変を
感じぬか？
どうじゃ・・・見えたか？
もう、月を止めることは
ムリかもしれん・・・・
ワシは この大地と 運命を
ともに するだけじゃ・・・
どうじゃった？
このまま、何事も なければ
よいがのう・・・・
どうじゃった・・・？
ワシが思うに
後ほどで
月は 落ちてきてしまう
ワシの思いすごしなら
よいのじゃが・・・・
どうじゃ・・・見えたか？
これは 冗談ではなく 確実に
月は 落ちてきておる！
このままでは 後ほどで
この大地を 飲みこんで
しまうであろう・・・
いったい
どうしたらいいんじゃ・・・
おや、おや 今日は変わった子供の
おでましじゃな・・・
ボンバーズの新しい仲間かの？
・・・フムッ
この前の 仲間よりは しつけが
よさそうじゃのう・・・
フォッ フォッ フォッ
この間の 悪ガキときたら
部屋の道具は こわすは、
月の涙は 盗むは・・・
ほとほと 手におえんヤツじゃった
今も ほれ！
時計塔のあたりで イタズラを
しておるだろう
望遠鏡を のぞいてみるか？

はい
いいえ
おや、どうしたのじゃ？
若いうちは もっといろんなことに
キョウミを 持たねば ダメじゃぞ
どうじゃ、悪ガキは見つけられたか？
望遠鏡は Αでズームできるから
時計塔のあたりで使ってみるのじゃ
どうじゃ、悪ガキは見つけられたか？
それにしても、大きな音がしたのう
どうやら、また 近くに月の涙でも
落ちたのかもしれんな・・・・
そこから表に出て 見てきてごらん
しかし、あの悪ガキは時計塔の上に
どうやって、上がったのじゃろう？
あそこには、 カーニバルの
前夜だけ開く扉 からでなければ
上がれないはずなんじゃが・・・
あの悪ガキは 時計塔の上で
いったい 何をしておるのかのう？
また、よくないイタズラを
たくらんで いなければ
いいんじゃが・・・
おや、町では見かけん子じゃな・・
ボンバーズの 新しい仲間かの？
若いころは 何にでもキョウミを
持つことが 大切じゃ！
ここの望遠鏡を使えば
町を見晴らすことが できるから
キョウミがあったら使ってみなさい
どうじゃ？ 何かおもしろいことが
発見できたか？
おや、どうしたのじゃ？
若いうちは もっといろんなことに
キョウミを 持たねば ダメじゃぞ
町のカーニバルが はじまる前に
もってきた商品が ほとんど
売れてしまったから
ワシ、店をしめて かーちゃんに
みやげでも買って 里に帰ろうと
思っているッピ！
なんでも この世界で一番輝く
月の涙とかいう石が
あるって聞いたッピ！
そいつを持ってたら、
ゆずって欲しいッピ！
そしたら、この場所を
デク花もつけてゆずるッピ！
月の涙 持ってたら
ゆずって欲しいッピ！
そしたら、この場所を
デク花もつけてゆずるッピ
絶対、この場所はお買い得だッピ！
持ってないッピ？
お前も 同じデクナッツなら
デク花があると どれだけ
便利か 知ってるッピ
早くしないと 他のデクナッツに
ゆずっちまうッピ！
早いもん 勝ちだッピ
あっ！
その石、ゆずってほしいッピ！
そのかわり、この場所と
デク花ゆずるッピ！
はい！
たすかったッピ！
これで、かーちゃんに
イイみやげができたッピ！
かーちゃんは、昔から 宝石とか
あやしく輝く石に
目がないッピ・・・ヒヒッ
ここの土地の権利書は
デクナッツたちの間で
ひっぱりだこなことぐらい
お前なら知ってるッピ
いらなくなったら ここなら
売れるッピ！
それじゃあ！
お客さん、お客さん
なんでも この世界で一番輝く
月の涙とかいう石があるって
聞いたッピ！
そいつを持ってないッピ？
持ってたら、デク花もつけるから
この場所とコウカンしてほしいッピ！
ここは、デクナッツたちには
人気の場所だって
どこかで聞いたことないッピか？
だから絶対、お買い得だッピ
お客さん、月の涙 持ってたら
ゆずってほしいッピ・・・
タダとはいわないッピ！
あっ！
その石、ゆずってほしいッピ！
そのかわり、この場所と
デク花ゆずるッピ！
はい！
月の涙 持ってたら
教えて欲しいッピ！
かーちゃんの みやげに するッピ
お客さん、たすかったッピ！
これで、かーちゃんに
イイみやげができたッピ！
かーちゃんは、昔から 宝石とか
あやしく輝く美しい石に
目がないッピ・・・ヒヒッ
ここの土地の権利書は 町の外の
デクナッツたちの間で
ひっぱりだこだッピ
デクナッツに売ったら
高く売れるッピ！
それじゃあ！
腰抜けヤロウの集まりが
めざわりなモン 貼りやがって
カーッ ぺッ！！
バイトくん、上ばかり
見てんじゃないぞ
ッショ！ 今夜もテツヤか・・・
完成すんのかな アレ
ウラッ！ オラ逃げねえぞ！
親方に ついていくんだ！
オメエら腰抜けとは違うんだよ
トメちゃん、下ばかり
見てもダメなの！
ッショ！やっぱりテツヤか・・・
間に合うのかな コレ
ウラッ！ ゼッタイ逃げねえぞ！
いいか ゼッタイだ！
ムトー親方の弟子だからな！
トメちゃん 悪い
オイラ もう逃げるわ
ッショ！やっぱり・・・
ムリな気がしてきたなあ コレ
来るなら 来やがれ
バケモノめ！
腰ぬけ ヤロウども！
一人も 残りゃしねえ
弟子が 聞いてあきれるぜ
ワシ 一人でも りっぱな
カーニバルにしてやるわい
落ちれるもんなら
落ちて みやがれ！
ちょっと、ちょっと
こまるッピ！
ここは、ワシの土地だッピ
留守の間に 勝手に
使わないで ほしいッピ！
ワンワン
どこいった あのデクナッツは？
顔見ると、イライラするんだよ・・
町のカーニバルが
あやしくなってきたから
ワシ、店をしめて かーちゃんに
みやげでも買って 里に帰ろうと
思っているッピ・・・
月の涙 持ってたら
ゆずって欲しいッピ！
そしたら、この場所を
デク花もつけてゆずるッピ
持ってないッピ？
お前も 同じデクナッツなら
デク花があると どれだけ
便利か 知ってるッピ
早くしないと 他のデクナッツに
ゆずっちまうッピ！
早いもん 勝ちだッピ
せっかくのカーニバル前夜に
塔の登り口にすら行けねえなんて
コンチキショウ！
ボウズ すまねえな！
ほか あたってくんな！
おう！デクのボウズ！
やぐらから あの塔の登り口に
橋がかかるのを待っているのかい？
すまねえな！
弟子がブルって 逃げやがってよ
やぐらは、まだこのアリサマよ
まったく！
塔のてっぺんまで登りたくても
登り口にすら行けやしねえぜ！
先代に申しワケねえ！！
あんな月くらいで
逃げ出しやがるとはよ
Μ左右で 品物が見れます

店主とはなす
買い物をやめる
これ以上は、持てません
他にも買いますか？

はい
いいえ
今は、買えません
・・・いらっしゃい
ボム袋がないと売れないんですよ
ルピーが 足りないよ・・・
まけて あげたいけれど
ウチも ギリギリなんですよ
ありがとうございました
もうすぐ、
もう ひとまわり大きい ボム袋が
入荷する 予定なんだけど・・・
それにしても、遅いなあ・・・
ひとまわり大きい ボム袋が
新しく 入荷したんですよ
'�ホントは、
もう ひとまわり大きい ボム袋が
入荷する 予定だったんだけれど
どうも、ここに運ぶ 途中で
事故に あったらしく
入荷未定なんですよ・・・
お客さんが あまり使えないモノ
ばかりだけど・・・
よかったら、どうぞ
また・・どうぞ
カーニバルの前日の夜から
花火を あげるから 見ていってよ
また、どうぞ
ずいぶん 人が 少なくなっている
ようだねえ・・・
ウチは ずっと やっているから
また、どうぞ
まだ、いたんだねえ・・・
よかったら、花火 見てってよ
もう、最後かも しれないし・・・
バクダン（１０コ） ３０ルピー
よく 売れてますよ
ボム袋が必要ですけどね ええ・・
バクダン（１０コ） ３０ルピー

かう
やめとく
ボムチュウ（１０コ）４０ルピー
ネズミ型で、デザインもオシャレ
自分で走る 高性能バクダンでして
ボムチュウ（１０コ）４０ルピー

かう
やめとく
ボム袋 ５０ルピー
さる、怪獣の胃袋で つくられた
バクダンを入れる 袋です・・
ボム袋 ５０ルピー

かう
やめとく
大きなボム袋 ９０ルピー
バクダンが３０コまで入ります
入荷した ばっかですよ・・・
大きなボム袋 ９０ルピー

かう
やめとく
同じのを 持っていても
しょうがないよ・・・
お客さんのほうが いいのを
もっているんだから・・・
もったいないし やめといたら
親切な方が お助け下さって
やっとウチでも 大きなボム袋を
商えるようになりました
これも、巨人さまの ごかご じゃ
'�ねえ、ママ・・・
真夜中に ボム仕入れに行くの
もう、やめてね・・・
おそって下さいって
言ってるようなもんだよ
それじゃなくても
郊外には 野盗が出るってウワサ
耳にしてるんだからさ・・・
'�大きなボム袋は パパの代からの
念願の商品だからねえ
ゴロン産のモノが 手に入らない
今が、チャンスなんだよ
わかるだろ ぼうや
・・・ママが 心配なんだよ ボク
'�大きなボム袋
ぜひ、おためしください
'�・・・ママが 心配なんだよ ボク
'�はあ、ザンネンだねえ・・・
やっと、ウチでも 大きなボム袋
商えると思ったのに・・・
'�ねえ、ママ・・・
真夜中に ボム仕入れに行くの
もう、やめてね・・・
おそって下さいって
言ってるようなもんだよ
特に町の北門は、ブッソウで
有名なところじゃないか
あの ヒョコヒョコ歩く男
そんなに悪いコト しそうには
見えなかったんだがねえ・・・
ヒトは みかけによらないねえ
次からは、ボクが 行くからね
お客さん、
バクダン 買いに来たゴロ？
・・・・ここだけの話
オラ、この店に おいていない
すごいバクダン 持ってるゴロ
あっ！ だけど、お客さんじゃ～
ウチの商品は 重たすぎて
あつかえないゴロ
わざわざ 呼びとめて
悪かったゴロ・・・
お客さん まさか こんな日に
バクダン 買いに来たゴロ？
・・・・ここだけの話
オラ、この店に おいていない
すごいバクダン 持ってるゴロ
あっ！ だけど、お客さんじゃ～
ウチの商品は 重たすぎて
あつかえないゴロ
わざわざ 呼びとめて
悪かったゴロ・・・
それより 早く ウチに帰った方が
いいと思うゴロ・・・
ホントは お客さんにも
ウチの バクダン
買って 欲しいんだけど・・・
お客さんじゃ～ 重たすぎて
あつかえないんだゴロ
すまんゴロ
ホントは お客さん
こんなところにいないで
早く 帰った方がいいと思うゴロ
それに ウチの商品は
お客さんじゃ～ 重たすぎて
あつかえないゴロ・・・
あっ、いいところに！
オメエ、ゴロンなら
大バクダンぐらい
あつかえるゴロ？
どうだ、大バクダン
５０ルピーで 買わねえゴロか？
どうするゴロ？

買う
いらない
気がむいたら また来るゴロ・・・
しばらく オラは ココにいるゴロ
今度、オメエが来た時は
オラ、もう ココに
いねえかも しれねえゴロ
あっ、もうすでに １コ
持ってるゴロ
大バクダンは
キケンなバクダンだから、
一度に持てるのは １コだけゴロ！
悪いけど・・
ルピーが 足りないゴロ
師匠の 作った 大バクダンは
スゴイ 破壊力だゴロ
なくなったら
また、買いに来るゴロ
師匠の 作った 大バクダンは
スゴイ 破壊力だゴロ
オラ、もう少しだけココにいるから
なくなったら
また、買いに来るゴロ
あっ、いいところに！
なあ、オメエ
大バクダンぐらい
あつかえるゴロ？
もう、最後かも しれねえし
どうだ、大バクダン
５０ルピーで 買わねえゴロか？
大バクダン 持ってねえなら
５０ルピーで 売ってやるゴロ
今だったら
大バクダン 持ってねえなら
５０ルピーで 売ってやるゴロ
あっ、いいところに！
オメエ、ゴロンなら
大バクダンぐらい
あつかえるんだろ？
アレ？ もしかして オメエ
まだ、大バクダン あつかうこと
認めてもらってないゴロか・・・？
なんだ、せっかく 売ってやろうと
思ったのに・・・
大バクダンは 破壊力が 大きくて
キケンだから オラの師匠が
認めたヤツ以外 あつかえねえゴロ
しょうがねえ、オラの師匠は
ゴロンの里のホラ穴に いるから
師匠に 正しい使い方をならって
認められたら また来るゴロ
あっ、ちょうど いいところに！
なあ、オメエ 大バクダンぐらい
あつかえるんだろ？
えー！ もしかして オメエ
まだ、 大バクダン あつかうこと
認めてもらってないゴロか・・・？
なんだ、せっかく 最後だから
売ってやろうと 思ったのに・・・
大バクダンは 破壊力が 大きくて
キケンだから オラの師匠が
認めたヤツ以外 あつかえねえゴロ
しょうがねえ、オラの師匠は
ゴロンの里のホラ穴に いるから
師匠に 正しい使い方をならって
認められたら また来るゴロ
だけど、今度 オメエが来た時は
オラ、もう ココに いねえかも
しれねえゴロ・・・
ゴロンの里の ホラ穴にいる
オラの師匠に
大バクダンの使い方をならって
認められたら また来るゴロ
その時は、大バクダン
売ってやるゴロ
早く ゴロンの里の ホラ穴に行き
オラの師匠から
大バクダンの使い方をならって
認められてくるゴロ
まだ、オラが ココにいたら
その時は 大バクダン
売ってやるゴロ
・・・いらっしゃい
ああ、いいお面だね
もうすぐ、カーニバルだからね・・
'�・・・いらっしゃい
おや、変わったお面だね
もうすぐ、カーニバルだからね・・
'�・・・いらっしゃい
めでたいお面だね
'�ビックリしたよ
ダレもいないかと思ったよ
・・・いらっしゃい
'�・・・いらっしゃい
あれ、そのお面・・・？
ここには 来なかったよ・・・
ほかの店にいって聞いてみたかい？
いらっしゃい、ナニ探してるの？
いや～ りっぱな モミアゲやねえ～
いらっしゃい、ナニかお探しで？
あっ、モミアゲのダンナ
ナニかお探しで？
'�いらっしゃい
いや～ りっぱなカラダやねえ～
かなり、きたえて ますやろ？
おっ、スポーツマン
いらっしゃい
'�いらっしゃい・・・・？
なんや、デクナッツの子供かいな
こんな所で、遊んでたらあかんで
なんか欲しいんだったら、
おかーちゃんでも 連れてき
こんな所で遊んでたらアカンで
子供は外で遊び・・・ホンマ
'�うちは、種類は少ないけど、そのぶん
品物にはこだわっているから
見てってよ・・・マジで
赤いクスリ（１パイ） ３０ルピー
体力が弱っているならコレやね
あきビンないと 売られへんけど
赤いクスリ（１パイ） ３０ルピー

かう
やめとく
勇者の盾（たて） ８０ルピー
これ、メチャメチャお買い得
いや、ホンマ マジで！
勇者の盾（たて） ８０ルピー

かう
やめとく
デクの実（１０コ） ３０ルピー
投げると目つぶしになるし、
たくさん使うなら コレやね
デクの実（１０コ） ３０ルピー

かう
やめとく
緑のクスリ（１パイ） ３０ルピー
魔力が無いなら コレが効くで
あきビンないと 売られへんけど
緑のクスリ（１パイ） ３０ルピー

かう
やめとく
デクの棒（１本） １０ルピー
長い枝で、武器としても使えるし、
うちの定番商品やね
デクの棒（１本） １０ルピー

かう
やめとく
妖精 ５０ルピー
力つきた時に 助けてくれるで！
あきビンないと 売られへんけど
妖精 ５０ルピー

かう
やめとく
矢（３０本） ３０ルピー
弓を持ってたら うてるで
これは、３０本入りや
矢（３０本） ３０ルピー

かう
やめとく
矢（５０本） ４０ルピー
弓を持ってたら うてるで
値段もチョットお得やね
矢（５０本） ４０ルピー

かう
やめとく
入れ物ないと、売られへんよ！
'�ルピー足らんがな ホンマに・・・
'�コレ以上、持たれへんよ！
'�ハイ、まいどあり！
弓、持ってへんやん
そら～ 売られへんわ！
・・・・いらっしゃい
'�・・・・いらっしゃい
なんか、シブイッスねえ
'�・・・・いらっしゃい
'�・・・いらっしゃい
あ、オレも バンドやってるんスよ
バンド
'�いらっしゃい
絶対、ライブ 見にいくッスよ
マジで マジで
いらっしゃい・・・・？
なんだ、デクナッツの子供か・・・
'�・・・・・・・・・
オレ、バイトだから
よく わかんないッスよ
赤いクスリ（１パイ） ３０ルピー
なんか、よく効くらしいッスよ
赤いクスリ（１パイ） ３０ルピー

かう
やめとく
勇者の盾（たて） ８０ルピー
だったっけなあ・・・
勇者の盾（たて） ８０ルピー

かう
やめとく
デクの実（１０コ） ３０ルピー
投げると目つぶしにもなる
らしいッスねえ・・・
デクの実（１０コ） ３０ルピー

かう
やめとく
緑のクスリ（１パイ） ３０ルピー
なんか、魔力が減った時に
効くみたいッスよ・・・・
緑のクスリ（１パイ） ３０ルピー

かう
やめとく
デクの棒（１本） １０ルピー
使い方は 店長が知ってるんッス
けど・・・ 今 いないから
デクの棒（１本） １０ルピー

かう
やめとく
妖精 ５０ルピー
なんか、助けてくれるらしいッスよ
あっ、買うなら あきビンいるけど
妖精 ５０ルピー

かう
やめとく
矢（３０本） ３０ルピー
３０本入りで・・・弓を持ってたら
買えるッスよ
矢（３０本） ３０ルピー

かう
やめとく
矢（５０本） ４０ルピー
値段もチョットだけ・・・
得らしいッスよ
矢（５０本） ４０ルピー

かう
やめとく
これ、入れ物ないと売るなって
言われてるんッスよ
'�ルピー足らないッスよ！
コレ以上、持てないッスよ
'�商品 そんままで
いいッスよねえ・・・
弓、持ってないのに売ると
店長に 後で しかられるんッスよ
あっ、オレが
カラスから盗んだ ルピーだぞ！
盗るなああああああ！
・・・なんだよ、ちびスケ
オレは今 吹き矢の練習で
いそがしいんだ！
フーセンも われねえくせして
このジムさまのジャマすんな！
シッ、シッ
いま、わったのオマエか？
デクナッツのクセに
なかなかやるなぁ～！
オマエなら、町の外の天文台にある
ボンバーズのアジトに行ける
ヒミツの暗号を・・・
特別に、教えてやってもいいぜ！
だけど、タダじゃ 教えられないな
それなりのテストを
受けてもらうからな！
かくごは いいか・・・・？

はい
いいえ
よーし、ヤローども 集まれ！
オレたち ５人を 明日の朝までに
全員 つかまえられたら
暗号を 教えてやる！
じゅんびは いいか？
もう少し・・ホネのあるヤツだと
思ったのに・・・・
たいしたことねーな！
やるな！
兄ちゃん、名前 なんて言うんだ？

か・・・
よし、スタルキッドのヤツが
オキテをやぶって
最近、勝手な事ばかりしてるから
かわりに、このを
今日から ボンバーズの一員にする
オマエら、モンクは ないな！
ウイ～ッス！
もう少し・・ホネのあるヤツだと
思ったのに・・・・
たいしたことねーな！
もう１度 するか？

はい
いいえ
なんだ・・・ やっぱり
ヒミツの暗号
教えてほしいのか？
これは、ボンバーズの あかしの
団員手帳だ
よく、読んどけよ！
１、こまっている人を見つけたら
名前と にがお絵を 書きこむ
ただし、定員は ２０名
２、困っている人の悩みを聞いてやる
約束したら 約束シールをはる
時間を守る事は 最低のマナー
３、困っている人を 幸せにすれば
ボクも しあわせ
しあわせシールをはろう
４、一度はったシールは はがせない
約束シールを参考に 全ての人
を幸せにするまで、がんばろう
以上、わすれるな！
それじゃあ、オレたちの
ヒミツの暗号を教える
いいか？
暗号は
だぜ！
しっかり、メモしな！
なんだよ、兄ちゃん！
オレは今 吹き矢の練習で
忙しいんだ！
ジャマすんな！
なんだよ、デカイずうたいで
オトナが 子供の遊び
ジャマすんな！
なんだよ、見下ろすなよ
オトナが 子供の遊び
ジャマすんな！
あっ、つかまった～ あと４人
あっ、つかまった～ あと３人
あっ、つかまった～ あと２人
あっ、つかまった～ あと１人
暗号は 仲間でなければ
教えてもらえないでしゅ！
仲間に入りたかったら
タウン北にいる ジムしゃんに
いうでしゅ！
ここを通りたかったら、
暗号を 言うでしゅ！
ここは、ちっちゃい子だけの
ヒミツの場所でしゅ！
にいちゃん のような 大きな子は
ほかで 遊んで くだしゃい！
えっと・・・ここは
ちっちゃい子だけの
ヒミツの場所でしゅ・・・
オトナは 近づかないでくだしゃい
暗号は？
Μで数字を動かし Αで決定
えっと・・・あたりでしゅ
暗号を知ってるって ことは
仲間でしゅね？
よし、通ってよ～し！
ブー ちがうでしゅ！
暗号を知らないヤツは
通したら ダメって
ジムしゃんに 言われているでしゅ
あっ、ちくしょう
とうとうつかまった～
あそこで、ああ来るとは
思わなかったよ・・・
なんだよ～
今 ゲーム中なんだよ
ジャマするなよ～！
おい、兄ちゃん
テストに 合格してないのに
なんで、暗号を知ってるんだ？
おい！兄ちゃん
オマエ どうして、オレたちの
暗号を知ってるんだ？
ボンバーズじゃなきゃ
あの 暗号は 絶対に
わからないんだ！
いったい、どうして・・・・
兄ちゃんは！

なかなか、やるな～！
オレたちしか知らない 暗号を
調べあげるなんて たいしたもんだ
気に入ったぜ！
兄ちゃん、名前 なんて言うんだ？

か！
よし、団員だった スタルキッドが
オキテをやぶって
勝手な事ばかりしてやがるから
かわりに、このを
今日から ボンバーズの一員に
してやる
チャット！ スタルキッドのヤツに
「もう、オマエはお払い箱だ！」
って、言っておけよな！
最近、アイツ ナマイキなんだよ！
よう、の兄ちゃん
団員手帳、書き込んでる？
��１、こまっている人を見つけたら
名前と にがお絵を 書きこむ
ただし、定員は ２０名
２、困っている人の悩みを聞いてやる
約束したら 約束シールをはる
時間を守る事は 最低のマナー
３、困っている人を 幸せにすれば
ボクも しあわせ
しあわせシールをはろう
４、一度はったシールは はがれない
約束シールを参考に 全ての人
を幸せにするまで、がんばろう
正義の秘密結社
ボンバーズは 永遠に！
オレの フーセン わったな！
にいちゃん、オレより 大きいのに
子供相手に ムキになるなよ
オレの フーセン わったな！
オトナが子供相手に
ムキになるなよ
オレの フーセン わったな！
オトナが子供相手に
ムキになるなよ
天文台の ジイちゃんのところには
オモシロイものが
いっぱい あるでしゅ！
正義の秘密結社
ボンバーズよ 永遠に！でしゅ
兄ちゃん トシいくつ？
この町の人じゃないよね？
なんで、そんなカッコウしてるの？
困ったことない？ ない？
あったら、ボクたち ボンバーズに
相談して！ 相談して！
あっ、ゴロンだ！
山に住んでるの？
どうなの？ どうなの？
なんで、チャットも
いっしょにいるの？
どうして？ どうして？
困ったことない？ ない？
あったら、ボクたち ボンバーズに
相談して！ 相談して！
あっ、ゾーラだ！
海に住んでるの？
どうなの？ どうなの？
なんで、チャットも
いっしょにいるの？
どうして？ どうして？
困ったことない？ ない？
あったら、ボクたち ボンバーズに
相談して！ 相談して！
ねえ、ボンバーズのこと知りたい？

はい
いいえ
なんで、知りたくないの？
どうして？ どうして？
へへっ、ダレにも言っちゃダメだよ
ボンバーズは、みんな団員手帳を
持ってるんだ！
団員手帳の使い方は、
ボンバーズは 正義の秘密結社
このことは、ダレにも バレては
いけない・・・
なんだ、オマエ？
デクナッツのくせに へんな
ボウシ かぶりやがって
オマエ 町に 遊びに来たのか？
でも、オマエなんか ダレも
相手にしてくれないだろ？
オトナは カーニバルのじゅんびで
大忙し！
子供の相手をしてくれるのは
町の外の天文台にいる
天文学者のジイちゃんぐらいさ
オトナは カーニバルを やめるか
続けるか 決めるのに 大忙し！
子供の相手をしてくれるのは
町の外の天文台にいる
天文学者のジイちゃんぐらいさ
天文台には オレたちボンバーズの
アジトがあって
町からは、 ヒミツのルートを
通って行くんだ
あっ、今のは
タウン北にいる ジムには
ナイショだぜ！
天文台に行ける ヒミツのルート？
オマエ、なんでそんなこと
知ってるんだ？
あそこは、ジムと
オレたちだけが 知っている
ヒミツのアジトなのに・・・
ヒミツのルートの話を
オレから、聞いたって言うなよ
なっ！ なっ！
よう、兄ちゃん！
困っている人 見つかったか？
見つけたら 団員手帳に書きこめよ
団員手帳の使い方 おぼえてる？

はい
いいえ
よし、正義の秘密結社
ボンバーズは 永遠に！
暗号を しっかりおぼえているか？
お前が 人間だったら
ボンバーズに 入れてやるのにな
ザンネン ザンネン
デクナッツのクセに
やるじゃねーか！
しかし、おしいなあ～
オマエが 人間だったら
ボンバーズ オリジナル
団員手帳を渡して 仲間に
入れてやる ところなんだけど・・
オマエら、どう思う？
ダメ ダメ～！
そうだよなあ・・・
一度 人間じゃないヤツを入れて
こいつら ひどい目にあってるから
カンベンな！
だけど、約束どおり 暗号だけは
教えてやる！
１回しか教えないから
よく見とけよ！
いいか？
暗号は
だぜ！
忘れんなよ！
オレたちの ヒミツのアジトの
ルートは タウンの東にあるぜ！
いま、わったの 兄ちゃんか？
スゲーな～！
兄ちゃんなら 特別に
オレたち ボンバーズに
入れてやっても いいよ！
だけど、ボンバーズに入るなら
それなりのテストを
受けてもらうよ！
かくごは いい・・・？

はい
いいえ
オレたち ５人を 明日の朝までに
全員 つかまえられたら
暗号を 教えてやるよ！
じゅんびは いいかい？
なんだよ 兄ちゃん
そんな カッコウしてるけど
たいしたことねーな！
なんだ かんだいって
ボンバーズに 入りたいんだろ？
暗号 おぼえているか？
だぜ！
忘れないように ヒミツのアジトに
行ってみな！アジトに入るルートは
タウンの東にあるぜ
 pあら、かわいいお客さんね！
ねえ、遊んでいく？
 qいらっしゃ～い
ボク、お面は集まってる？
どお、遊んでいかな～い
 rどお、たくましいカレ！
遊んでいかな～い
 sねえ～、ステキなお兄さん！
遊んでいかな～い
１０ルピーでいいわよ

やる
やらない
２０ルピーでいいわよ

やる
やらない
３０ルピーでいいわよ

やる
やらない
５ルピーでいいわよ

やる
やらない
あらそう、ザンネンね～！
また いらっしゃい
あらそう、ザンネンねえ～！
また、いらっしゃい
あらそう・・・
あらそう、ザンネンねえ～！
ホント、タイプだったのに・・・
 y時間内に宝箱のところまで行って
開けることができたら
ステキなモノを アナタにあげるわ
中身は、見てのお楽しみ！
じゅんびはイイ？
よろこんでもらえた？
う～ん、ごめんなさい
ルピーが足りないわ・・・
ねえ、もう１回しない？
はい、時間切れ～！
オマエ かわった力 もってるだろ？
だって、ずっと見てた！
この沼地 最近 ドクが広がって
住めなくなってきた
滝の上の神殿 あやしい
オイラの兄弟 神殿に行った
だけど、神殿 入り口わからない
神殿、デクナッツのモノ
兄弟、デクナッツたちにつかまって
城の中
助けて！
兄弟 元気にしていたか？
オマエ オリの中に 入り口
あるの見た？
オイラ、あそこに行ける
ヒミツのルート 知ってる
ヒミツのルート
城のウラ庭の入り口から 入れる
でも入り口 高いところにあって
ふつうじゃ 入れない
だから
この城の中庭の地下に住んでいる
マメ屋のマメ 持っていけ
ん～
なにが言いたいか わかった？

いいえ
はい
ん～ だから・・・
あったまイイなぁ～ オマエ
マメは城のウラ庭の地面の
やわらかいところに 植える
あとは オマエしだい
はやく兄弟 助けて
あっ、きた きた！
ねえねえ、
ちゃんと、もらってきた？
この上、オイラが発見した
ヒミツのルート
きっと、オリの中に いける
えっと・・・
ついてきて！
えっと・・・
ついてきて！
えっと・・・
ついてきて！
様このたびは
姫様のこと 本当にありがとう
ございました
お礼と言っては なんですが
あなた様の お役にたつ品を
用意させていただきましたので
ワタクシのあとについて
いらしてください
ここから 先は 足元が暗く
大変 アブのうございますので
どうか、ワタクシの後について
決してはぐれないよう
お願いいたします
さすが 様！
では、約束の品でございます
どうぞ、お納めください
どうぞ、こちらへ・・・
実は あなた様を見ていると
昔 家を飛び出した 息子を
思い出しまして・・・・
なにやら息子と競争しているような
そんな 気持ちになり
年がいもなく 力を入れて
しまいました・・・
失礼を お許し ください
お帰りは そちらの光の中からで
ございます
様
また お会いできる日を 楽しみに
しております・・・お気をつけて
・・・・・・・・
お気に 召しませんか・・・？
おやっ？
そのお面は・・・・？
それは、私の息子が使っていた
お面とよく似ている・・・
息子は そのお面で 森のキノコを
よく取ってきてくれたものでした
ああ、あの頃がなつかしい・・・
いったい、今はどこで
なにをしているのか・・・
便りの一つも よこさんで・・・

失礼しました
つい、息子のことを思い出して
センチな気分になってしまいました
そんなことより
・・・国王様！
お願いですから
お気をお静めください！
最愛の姫様が 行方不明になられて
国王様は、冷静な判断力を
失われております・・・
ワタクシは、あのサルが言っている
ように、姫様は何かのトラブルに
まきこまれたのではないかと・・・
しかし、国王様があの状態では
姫様を探しに 兵を出すことも
できません
いったい、どうしたら・・・
悲しいことですが・・・
もう、国王様を止めるモノは
どこにもおりません・・・
城の周りは、すっかり ドク沼 に
なってしまったし、このままでいくと
デク国は滅んでしまうでしょう
おお、神よ 我らをお救いください
おお、神よ 我らをお救いください
あやうく、罪のないサルに
おしおき してしまう
ところだったッピ
なにはともあれ、姫が戻ってきて
よかったッピ！
ドクの沼が キレイになったッピ？
ってことは、前にいけなかった所も
いけるようになったッピ！
オマエ、いろんなモノになれるッピ？
フシギなヤツだッピ！
ここは、デクナッツ王国のお城だッピ
用のないヤツは通さないッピ！
・・・でも、今は特別に国王の怒りを
かったバカなサルを さらし者に
しているから 見ていってもいいッピ
ここをまっすぐ行くと国王の間だッピ
それ以外のところには 絶対に
入るんじゃないッピ！
また、オマエ
バカザルでも見に来たッピ？
オマエも、けっこう スキねぇ～！
ここをまっすぐ行くと国王の間だッピ
それ以外のところには 絶対に
入るんじゃないッピ！
あれほど、国王の間以外のところに
入るなっていったッピ！
・・・特別に、見せてやるから
ちゃんと 言うことを聞くッピ！
ここをまっすぐ行くと国王の間だッピ
それ以外のところには 絶対に
入るんじゃないッピ！
ここは、デクナッツ王国のお城だッピ
よそモノが来るところじゃないッピ
おしお～き～！ おしお～き～！
オレは見たッピ！
あのサルと姫様が夜中に神殿に
入っていくところを！
・・・でも、出てきたのは
サルだけだったッピ！
うわさじゃ、サルが姫様を食って
しまったらしい・・・
恐ろしいことだッピ！
あのサルは、沼に沈んだ神殿に
入れるのは 代々、王家のモノだけ
だと知ってて、利用したんだッピ！
小さかった姫様が、最近やっと
デクラッパを吹けるようになって
国王様は大喜びしていた
ところだったのに・・・・
あっ、くせ者だッピ！
'�ホッホッホ・・・いらっしゃい
あたしのクスリは よう効くでのぉ～
'��6・・・・・もしかして、
ボートクルーズのお客さんかい？
あいにく、コウメさんなら
ウラの森に キノコをとりに
行っているよ・・・
そういやあ、ちょっと帰ってくるのが
遅すぎるねぇ！
あんた、ついでに見に行って
くれないかい？
そうそう、森は迷いやすいから
その辺にいるサルにでも聞きな！
'�はやく、ウラの森を
見てきておくれよ！
�9なんだって！
コウメさんがスタルキッドに！！
そんな バカな・・・
'�なんで、スタルキッド ごときに？
う～ん まあ、それがホントなら
このクスリを届けてやっておくれよ
・・・悪いね
はやく、クスリをとどけて
やっておくれ！
'�おや、あんた
コウメさんにクスリを
わたしてくれたかい？
・・・もしかして、あんた 自分で
飲んじゃったんじゃないだろうねぇ！
・・・・・・
このあたりで あたしに よく似た
コウメっていう バーさんに
会わなかったかい？
キノコを取りに いったまんま
もどってこないんだよ・・・
コウメさんから話は聞いたよ！
そうそう、ボートクルーズ
には、もう乗ったのかい？
Μで品物を見ておくれ

オババと話す
買い物をやめる
赤いクスリ（１パイ） ２０ルピー
体力がナイ時は、一発じゃ！
赤いクスリ（１パイ） ２０ルピー

かう
やめとく
緑のクスリ（１パイ） １０ルピー
魔力が無くなったら、
コレがよー効く
緑のクスリ（１パイ） １０ルピー

かう
やめとく
青いクスリ（１パイ） ６０ルピー
できたばかりの 総合薬じゃ
胃にス～と解けて 早く効くぞ
青いクスリ（１パイ） ６０ルピー

かう
やめとく
かぐわしい香りのキノコがあれば
のう・・・・・・・・
'�入れ物がないと、売れないよ！
'�バカにしてるのかい！
ルピーが足りないよ！
おだいじに・・・・ホッホッホ
他にも買うかい？

はい
いいえ
ちょっと用事で ウラの森に
行ってます店主 コタケ
ホッホッホ・・・
あんた、あたしに何か用かい？
とりあえず、あたしは
クスリ屋にもどっているから、
よろしくたのんだよ
�N・・・・・もしかして、
ボートクルーズのお客さんかい？
あいにく、コウメさん
行方不明なんだよ・・・
あんたも、いっしょに
さがしておくれよ・・・
コウメさんやー！
どこいったんだーい
'�ありゃ、こまったね～
ウチは、人間様にしかクスリは
売ってないんだよ
人間以外に 効くかどうか
わからないし・・・・
悪いけど、帰っとくれ
いたたたたっ
たすけてくれ～！
キノコ探しに 気をとられてたら
いきなり ポカッとやられて
このザマさ
いまいましい スタルキッドめ
顔をかくせば このオババが
わからないと 思ったのかい！
あいたた、 あんなに力が
あったなんて・・・おかげで
腰が動かなくなっちまったよ！
あんた、なんか元気がでるモノ
持ってないかい？
なんだい、いっちょまえな
カッコウして
あんたみたいのを 見かけだおし
って 言うんだよ！
いたたたたっ
この あわれなオババの姿を見て
何とかしようとは思わないのかい？
おおっ！
みなぎるパワー！！
コウメ、ふっかーつ！！
助かったよ、あんた！
わたしは、沼の観光ガイドで
ボートクルーズを
やっているんだけど
あんたが乗りたいなら
いつでもおいで サービスするよ
おお、さっきはありがとよ！
あんたなら 今回 特別に
ボートクルーズに
タダで乗せてあげるよ
ボートクルーズに乗るんなら
ココでキップ買っておくれ
・・・えっと
大人１人 ５０ルピー
小人１人１０ルピー
団体割引は、１５名以上ね
乗るのかい？

はい
いいえ
あんた１人？ じゃあ、え～と
大人は５０ルピーだよ・・・
子供は、１０ルピーだよ！
じゃあ、気がむいたら
またおいで・・・・
はい、気をつけてね・・・
はい、おつかれさん
気がむいたら
また、おいで・・・
コウメオババのボートクルーズ
ただいま準備中
お問い合わせは
沼の奥の魔法オババのクスリ屋まで
そうそう、今 キャンペーン中
だから、こいつも つけてやるよ！
あっ、その色 その香り・・・
それは、まさしくコタケバーさんの
あっ、しまった！
ヘンなヤツを呼び止めちまったよ
とりあえず・・・死んだふりしとこ
・・・・・・・・・・・・
ボートクルーズ乗り場は
ココからだけど・・・・・あいにく
人間様以外は乗せられないんだよ
おお、さっきはありがとよ！
あんたなら 今回 特別に
ボートクルーズに
タダで乗せてあげるよ
と 思ったけど・・・
ドクの沼が キレイに
なったようだし、どうだい もっと
オモシロイ遊びをしないかい？
な～に、ホウキに乗って飛んでいく
わたしに 何発 矢を当てれるか
っていうゲームさ
どうだい、オモシロそうだろ？
やってみるかい？

はい
いいえ
なんだよ！
トシより相手にゲームなんて
できないっていうのかい？
いいよ、いいよ
そんなら とっとと お帰り！
ヒーヒッヒッ
そうこなくっちゃ いけないね～
ことわっとくけど
矢でねらうのは わたしじゃなくて
わたしの持ってるマトだからね！
もし、わたしに当てたりしたら
しょうちしないからね！
それじゃあ、いくよ！
ヒーヒッヒッヒ
やっぱり、遊びたいんだろ？
オババには お見通しさ！
・・・えーっと
おやっ、また あんた かい？
例の遊びをするなら
１０ルピー いただくよ
どうする？

やる
やらない
そうしておきな・・・
あんまり遊んでばかりいると
リッパな大人になれないよ
なんだい、ルピーが たりないよ
あんまり、わたしを
なめないでおくれ！
あんたの 前の記録は
�� さ
今回 コレより上なら賞品をやるよ
それじゃあ、いくよ！
いたいけな オババに
１０発も 矢を当てるなんて
親の顔が見てみたいよ！
かい
あんた なかなかやるじゃないか
じゃあ、約束だ
コレをやるよ 受け取りな
ほら！
この記録をぬくのは
ちょっと、ムリかもしれないね～
それでも 挑戦してみたかったら
またおいで
なんだよ、だらしがないねえ
じゃないか・・・
もう少し、練習してから来たら
どうだい？
なんだよ だらしがないねえ～
かい
少なくとも ��より
多く当てなきゃ
賞品は あげられないよ
だよ
見かけによらず スゴイじゃないか
じゃあ、約束だ
コレをやるよ 受け取りな
ほら！
オモシロイだろ？
また したかったら
いつでもおいで・・・ヒヒッ
あんた、どこねらってんだい！
あーもう
ヤメヤメ！
青いクスリ（１パイ） ６０ルピー
実は、材料が手に入らなくて
今、品切れなんだよ 悪いね
なんだ、青グスリがほしいのかい？
あんたには、キノコを
もらっているからね
サービスで タダであげるよ
クンクン かすかなキノコの香り
あんた もしかしてキノコ
持ってるかい・・・？
う～ん この香り
あんた よく コレをみつけたね
なかなか 手に入らなくて
困っていたんだよ！
これを使って 今から
こしらえるモノが あるから
後でまたおいで
何に使うかは 企業秘密なんだよ
悪いけど、後でまたおいで
むかしはね どこに生えているか
この ジマンのハナで
かぎわけられたんだけれど
最近めっきり ハナが
ニブく なっちまってね・・・
ハ～ トシは とりたくないね～
う～ん
これも いい香りのするキノコだ
高く買うから 売っておくれ
ほれっ！
また たのむよ
キノコだったら、買ってあげるよ
でも 次からは お代をいただくよ
コウメさんには、ナイショだからね
ボートから いい写し絵 撮れたら
そこの オヤジに 持っていきな
それじゃあ、始めるよ！
'�なんだい、ビンの中身が
いっぱいじゃないか！
あきビンがなければ クスリは
あげられないよ！
何を モタモタしてんだい！
あたしは グズは キライだよ！
おお、あんた いいお面
かぶっているじゃないか
それさえあれば 森の中に
生えてる あの、かぐわしい香りの
キノコが探し出せるよ
たくさん 見つけて
持ってきておくれよ！
みなのもの！
なべの用意を急ぐのじゃ！！
このへんでは見かけない顔じゃ
旅のモノか？
本来なら、オマエのようなモノが
国王の間に入ることは
許されんのじゃが 今日は特別じゃ！
これから、我がデク国の姫を
誘拐したバカザルを
おしおき するところじゃ！
王室のモノにふざけたことをした
ヤツがどうなるか・・・
目にモノ見せてやる！
バカザルはオリの中にいるから
よく顔を見ていくがよい！
どうじゃ ・・・熱いじゃろ？
苦しんで、苦しんで
苦しみぬくのじゃ！！
かわいい姫をなきものにされた
ワシの怒りを思い知るがよいわ！！
苦しめ！苦しみぬくのじゃー！
この バカザルがぁー！
おお！ 姫、姫ではないか！！
無事だったのか 心配したぞ
ワシの早合点は 悪いクセじゃ
今度という今度は、
思い知らされたよ
旅の者よ、何もできないが
ゆっくりしていってくれ
聞いたか みなのもの！
デクナッツの王族しか知らぬ
このメロディー
やはり、あのバカザルが
我が神殿に入りたいがために
姫をたぶらかした証拠じゃ！
みなのもの！
サルの おしおきを始めるぞ！
オイラを捕まえたって姫は
もどってこないってー
何度 言ったらわかるんだよ～！
ボヤボヤしてたら、姫は
バケモノのえじきになっちゃうよ～！�~
オイラの話 信じてくれよ・・・
オッ、オマエ・・・
どこから入ってきたんだ？
シーッ！
あいつらにバレたら捕まっちまうぞ！
なに？オイラの兄弟にたのまれた？
クーッ すまねえ・・・
とりあえず、このロープを切ってくれ
話は それからだ！
ナニしてんだ、
はやく このロープを切ってくれよ！
あれっ？ さっきのヤツ・・・
どこいっちゃったの？？
やっぱり・・・・ダメか！
それならオマエ、遠くまでよく
ひびく楽器持ってないか？
持ってたら、オイラに見せてくれ！
持っていたら、見せてくれ！
どうしても必要なんだ
遠くまでよくひびく楽器が！
ダメだ、そんな小さな楽器じゃあ
遠くまでひびかないよ・・・・
ほかに ない？
そりゃ、確かにひびくけど・・・
ソレじゃないんだ！
ソレじゃないんだ
もっと遠くにひびくヤツ！
あれっ？ さっきのヤツ・・・
どこいっちゃったの？？
オオッ！ それそれ
姫とおんなじ デクラッパ！
それなら、きっとうまくいく！！
ところで・・・あんたダレ？
ところで・・・あんたダレ？
ところで・・・あんたダレ？
・・・まあ、このさいどうでもいいや
とにかく、オイラの
たのみを聞いてくれ！
オイラとデクナッツの姫さんは
ドクの流れ出してる滝を
なんとかしようと
滝の上にある
ウッドフォールの神殿に
行ったんだ
でも、神殿はバケモノのすみかに
なっていて、とちゅうで姫さんは
バケモノに捕まっちまった・・・
デクの王さんは、オイラが姫さんを
誘拐したと思い込んでるから
オイラの話を聞こうとしない！
このままじゃ、姫さんがアブナイんだ
急いで、神殿に行って助けなきゃ！
オイラの熱いキモチ、伝わった？

いいえ
はい
こーなったら、オイラのキモチが
伝わるまで、何度でも言ってやる！
そうか、ということは・・・
オイラのかわりに姫さんを助けに
行ってくれるんだね！
それじゃあ、今から姫さんに
教えてもらった神殿に入るメロディー
を教えるよ！
ヤツラに気づかれるとまずいから
小さな音でやるよ
ウッドフォールの神殿に行くには
デクナッツたちが使っている近道を
使うといいよ
とにかく 急いでくれ！
早くしないとオイラ デクの王さん
に、おしおき されちゃうよ～！
わかっているよ 姫さん
そんなことより 神殿はもとどおり
になったのかい？
そうか、オマエ
っていうのか・・
オイラとの約束 守ってくれて
ありがとな！ おんにきるぜ

いろいろ、すまなかったなぁ・・・
これでまた、デクナッツ達とオイラ達
は 仲良くやっていけそうだよ
・・・でもな、密林は平和になった
けど、また何か不吉な予感が
するんだ・・・
何だろうな、この感じ・・・・？
あちっ あちち
や、やめてくれよ～！！
オイラに こんなこと したって
姫はもどって来ないって～
何度言ったらわかるんだよー！！
・・・・・・・・
なんで、オイラの言うこと
信じてくれないんだ？
もういいよ わかった！
お前らには
もう何も言うことないよ
さっさと おしおきでもなんでも
してくれよ！
デクナッツに 話すことなんて
もうないよ！
スキにしてくれ！
あっ、助けてくれ～
バ・・バケモノじゃないんだ・・・
クモの呪いで・・・
こんな姿に・・・
おねがいだ・・・・この中にいる
黄金の・・・呪いのクモ・・・
全部・・・たおして・・・はやく！
それと、たおした時に 出る
クモの魂を 取ることも・・・
・・・忘れないで・・・・
呪いが 解けたら・・・
いいこと・・・教えて あげる・・
はやく・・・苦しい・・・
この中にいる・・・黄金の・・・
呪いのクモを・・・全部、たおして
元の姿に・・・戻して・・・
元に・・・戻ったら・・・
いいこと・・・教えてあげる・・・
おねがい・・・助けて・・・
あ～ 助かった
死ぬかと 思った・・・
いや、実は 以前に あるヤツから
お金持ちになれるからと言われて
このお面を ココでもらったんだ
使い方は この中の どこかに
書いてあるって いわれて
調べにきたら このありさまさ
こんな 思いをするぐらいなら
こんなモノは いらないから
キミにやるよ！
あんな、思いをするのは
もうコリゴリだ・・・・
気が落ち着いたら・・・帰るよ
あ～ 助かった
死ぬかと 思った・・・
いや、実は 以前に あるヤツから
お金持ちになれるからと言われて
このお面を ココでもらったんだ
使い方は この中の どこかに
書いてあるって いわれて
調べにきたら このありさまさ
こんな 思いをするぐらいなら
こんなモノは いらないから
どこかに 捨てにいくよ
気が落ち着いたら 捨てにいこ・・
ウ～ ワン
バカな ご主人さまだ・・・
欲に 目がくらんだばっかりに・・
ウ～ ワン
こんな バカな主人には
ほとほと、あいそがつきた・・・
ほんとなら、レース犬の
このオレが、こんなところで
なにやってんだか・・・
あ～あ、牧場が なつかしいなあ
/おやっ？ ポリポリ・・・
ひっさしぶり～の
おきゃくさんだぁ～な～
0魔法のマメいるか～？
水をやったら、すぐにハッパが
はえるんだぁ～な～ これが
んー ためしに、１コあげるから
やわらかい土んところで 使ってみて
気に入ったら買いに来るんだぁ～な～
この上のデクナッツの城の外に
やわらかい土の場所があるから
使ってみると いいんだぁ～な
3んー 魔法のマメ、気に入って
買いに来てくれただぁ～か～？
１コ １０ルピー なんだぁ～な～

買う
買わない
んー また 気がむいたら
買いにくるんだぁ～な～
んー
ルピーがたりないんだぁ～な～
いつ植えてもいいけれど・・・
水をかけないと、ハッパは
はえてこないんだぁ～な～ これが
んー
コレ以上 持てないんだぁ～な～
あなたは・・・・誰なの？
様ですか・・？
はじめまして、私はデク国の姫です
あなたは・・・もしかしたら
あの おサルさんに たのまれて
私を 助けに来てくれたのですか？
そうでしょ！
だって、あなたの体
から、あの おサルさんのニオイが
かすかに しますもの！
そうですか、あの おサルさん・・・
無事だったのですね
よかった
私の帰りが遅いので、
心配性のお父様が あのおサルさん
を誘拐犯と間違え
まさか、おしおき でもしてるん
じゃないかと心配してたのですよ
フフフ

・・・・・・

・・・まさか
マジ？
ほんとうに、お父様がそんなことを！
お父様ったら また 早合点して！
と・・とにかく、時間がありません
様、急いで私を
ナニかに入れて デクナッツのお城
まで運んでもらえないでしょうか？
h 様 ですよね？
フシギな力を持っている お方
なのですね
・・・それは そうと
私は、キュウクツでもかまいません
私を中に入れて運べるようなモノを
持っていませんか？
持っていたら
私の前で 使ってみてください！
なっ、なんてコトひょ！
ひゃま！
早く お父ひゃまの前で
私をビンから出ひてくだひゃい
うーん！
お父様のバカ！！
ナニをしているんです！
はやく、おサルさんを おろして
あげなさい！
おサルさん 本当に ごめんなさい
父は私のことを心配するあまり
こんなことを・・・・
ええ、ここに いらっしゃる
様のおかげで
本当にありがとうございました
お礼といっては 何ですが ジイが
アナタのために ちょっとしたモノを
用意しました 受け取ってください
場所はデクナッツ城から出て右に
行かれた ほこらの中です
ジイは 様が
よほど気に入ったのでしょう
デクナッツ城から出て右に行かれた
ほこらの中で
待っているそうですよ
アナタのしてくれたことは
一生忘れません
でも、もうあのキュウクツな
ビンの中は ゴメンですけどね！
しゃあしゃま
時間がありましぇん！わたひを
いひょいで デクナッツ城まで
・・・ったく！
あのドラ息子、またどこかで
さぼってやがるな！
いいトシこいて、妖精ゴッコも
ないもんだ・・・！
アッ！
いらっしゃい！
おっと、今 ウチでやってる
写し絵コンテストは
人間様が対象なんだ 悪いね～
今日は めずらしい お客さん
ばかりだ
じゃあ、さっそく
お客さんの撮った 写し絵を
見せてもらおうかな？
お客さん、もしかして 写し絵
持ってきたんだったら
ザンネンだけど・・・
コンテストは終わっちゃったよ
あっ、でも ボートクルーズは
新しいアトラクションが
始まるみたいだから
そこの 窓口で
くわしく聞いてみてくれよ
おっ！白いの よく撮ったねえ～
こいつは すばしっこいから
けっこう 難しいんだよ！
そしたら、景品を選んでくれ

２０ルピー
ボートクルーズ もう１回
また いい写し絵 持ってきてね
お客さんも 好きだねえ～
それじゃあ、行くよ
はい、おつかれさん
また、いい写し絵 持ってきてね
おっ！
ダイオクタが 写ってるねえ・・・
前にも たしか 撮った人が
いたけど・・コイツの近くにいくと
吸い込まれちまうから
写し絵にするには
苦労するらしいねえ～
う～ん ちょっと
ありきたりかな？
まあ、上できだけどね・・・
そしたら、景品を選んでくれ

５ルピー
ボートクルーズ もう１回
お客さん チャレンジャーだね
それじゃあ、行くよ
はい、おつかれさん
いい 写し絵は 撮れたかい？
これに こりずに
また、持ってきなよ
お客さん
これは この沼で撮った
写し絵じゃ ないでしょ
コンテストは この沼で撮った
写し絵じゃないと
受付けられないよ
よく 撮れてるけどね・・・
あれっ？ お客さん
写し絵コンテストは
はじめてだったっけ・・・？
え～ 沼の観光ガイドでは
ただいま 写し絵コンテストを
開催しております
子供から お年より まで
参加は 自由
この沼で撮ったナイスな写し絵には
賞金か、ボートクルーズの
無料サービスを プレゼント！
どうだい、お客さんも
参加してみたら？
でも、こいつに参加するには
まずは、ボートクルーズに
乗らなきゃ ダメだぜ
ボートクルーズの受付けは
そこの 窓口だ
きょうみ あったら乗ってみなよ
あれっ？ お客さん
まだ、写し絵の箱
もらってないのかい？
ボートクルーズに乗れば
もれなく もらえるから
そこの窓口で 聞いてみなよ
写し絵コンテストは 今だけだよ
'�本日は、ボートクルーズにようこそ
写し絵の箱は
Γに セットして使えます沼の景色を こころゆくまで
お楽しみください
デクナッツの城前 でございますドクの沼が広がっていますので
足元に ご注意ください
おりますか？

はい
いいえ
乗船しますか？

はい
いいえ
お客さ～ん こまるな～
な～んにも 写ってないじゃないか
これじゃあ、受付けられないよ
うわあ！ オレの息子だ
まだ こんなこと
やってやがる！
いや、おはずかしい
こいつ、オレの息子なんですけど
年がいもなく バカなことばっかり
やってまして・・・
やっぱり、甘やかして
育てすぎたのか・・・だけど
心のやさしい子なんですがねえ
とにかく わざわざ ありがとう
コレは 心ばかりのお礼！
アンタからも息子に 言ってやって
くれないか・・・・
その服で 外に出るのは
やめてくれって・・・
お、お、
王様だー！
お客さん スゴイじゃないか
デクナッツのお城は
デクナッツ以外は 入れないのに
よく 撮れたねえ・・・
こいつは 超レア物だから
スゴイの あげる！
また、いいのが撮れるの
期待してるよ！
おみゃーさん、どや！遊べせんか？
遊べせん？
１ゲーム、２０ルピーでええわ

やる
やらない
ルールは どえりゃあカンタン！
台の上からマトを狙って、
ぜ～んぶ当てりゃあ～
ええだけだで！
Βでちゃんと、かまえ～せんと
当たれせんで！
じゅんびは ええきゃ？
何度も いうけど
Βでちゃんと、かまえ～せんと
当たれせんで！
じゅんびは ええきゃ？
なぁに～！せえへんの？

・・・まあ、また来てちょ！
なぁに～！せえへんの？
あさっては、町のカーニバルで
定休日だで
明日までしか 遊ばれせんよ
・・・まあ、また来てちょ！
おみゃーさんしか 見かけせんけど
外で なにか あったんきゃ？
なぁに～？おみゃ～さん、
弓 持ってへんがね！
たわけたコト言っとってかんわ！
ルピーが 足りせんがね！
まあちょっと、がんばらなかんわ！
もう１回 せえへん？
どえりゃあ～ウマイな！
パーフェクト だがね！
コレ、受け取ってちょ！
どでえりゃあ～ オシ～イ！
まあ いっぺん、
やらせて あげるわ！
さっきから よう地震が あるねえ
店 空けるわけにも いかせんし
心配だがね・・・
・・・まあ、友だちにも
宣伝 しといてちょ！
ここは、弓を使えないと
遊ばれせんよ！
ここは、弓を使えないと
遊ばれせんよ！
おっかしいなあ～
客が １人しか 来おせん
ここは、弓を使えないと
遊ばれせんよ！
しかし、ぜんぜん 人が
来おせん・・・・
いったい、どうなっとるの？
おやっ、めずらしいゴロ
いらっしゃい
しかし、ヒマだ ゴロ・・・
なんか、買ってゴロ
あれっ？
・・・いらっしゃい
この寒さじゃ ダレも来ないゴロ
ゆっくり 見ていくゴロ
あっ、いらっしゃい
今、スプリング バーゲン中ゴロ
このきかいを 見のがすと
ソンするゴロ
あれ？ ダルマーニ？
・・・いらっしゃい
しかし、眠いゴロ・・・
まあ、ゆっくり していくゴロ
Μ左右で 品物が見れるゴロ

店主とはなす
買い物をやめる
この寒い中を そんなカッコウで
よく ここまで 来れたゴロ
この寒さで 商品が 仕入れできず
こまっているゴロ・・・
'�遊びに来たんなら 悪いけど
ここには、あまりいないゴロ
みんな、レースに行ったゴロ
オメエは、レースしに
行かなかったゴロ？
バクダン（１０コ） ４０ルピー
ウチの 定番商品ゴロ
もう、少ししか ないゴロ
バクダン（１０コ） ４０ルピー

かう
やめとく
矢（１０本） ４０ルピー
弓を使えば よく飛ぶゴロ
弓を持ってないと、売れねえゴロ
矢（１０本） ４０ルピー

かう
やめとく
赤いクスリ（１パイ） ８０ルピー
ちょっと、値段は高いけど
疲れたときには よく効くゴロ
赤いクスリ（１パイ） ８０ルピー

かう
やめとく
バクダン（１０コ） １０ルピー
よく 売れてるゴロ
今なら お買い得ゴロ
バクダン（１０コ） １０ルピー

かう
やめとく
矢（１０本） ２０ルピー
弓を使えば よく飛ぶゴロ
今なら 半額ゴロ
矢（１０本） ２０ルピー

かう
やめとく
赤いクスリ（１パイ） ５０ルピー
体力が 弱っている時は
よ～く効くゴロ
赤いクスリ（１パイ） ５０ルピー

かう
やめとく
これは、弓持ってないと
売れねえゴロ
あっ、これ買うなら
バクダンを入れるモノがないと
売れないゴロ
これ以上は、持てないゴロ
これを入れる あきビン
がないと 売れないゴロ
ルピーが 足りないゴロ
まいどありゴロ
おだいじにゴロ
ホーホッホッホ
また会ったな 妖精のコよ！
ワシの石像は 役に立っておるか？
どうやら お前はワシの見込みどおり
この地の運命を変える力を
持っておるようじゃ
じゃが この先は もっときびしい
試練が お前を待っておる
まわりのゴロンたちを 見るがいい
この山はもうじき雪と氷におおわれ
生きる者の住めぬ場所になる運命じゃ
よほどの勇気と決意が無ければ
この先に進んでも、とちゅうで
倒れてしまうのがオチじゃて
まあ、その勇気と決意が お前に
あるというのなら、別じゃがのぉ
どうじゃ、ソレでも進むか？

はい
いいえ
ホーホー
なかなか 見どころのあるコじゃ！
よし、お前なら この山の運命を
変えるだけの力を
持っておるかもしれん！
今から、ワシがあのホコラまで
飛んでいくから その後を
ついてくるのじゃ
見た目にとらわれず、感じるままに
進めば、道はひらけて来るものじゃ
よいか？
ワシの後について来い！
悪いことは言わん
それなら、早く 人里に帰るがよい
しりぞくのも、また 勇気じゃて
なんじゃ お前・・・
この先は、よほどの勇気と決意が
なければとちゅうで 倒れてしまうぞ
なかなかうまくいかないようじゃな？
ホーホーはじめのうちは
ダレでもうまくいかないものじゃ
じゃが けして、あせってはいかん
あせりは、不安をよび 心をみだす
どうじゃ、もう１度やってみるか？

はい
いいえ
そうか・・・
それなら、早く 人里に帰るがよい
しりぞくのも、また 勇気じゃて
よし、ワシがあのホコラまで
飛んでいくから その後を
ついてくるのじゃ
見た目にとらわれず、感じるままに
進めば、道はひらけて来るものじゃ
ホーホー
確かに お前の勇気と決意は見届けた
これから先も 見た目にだまされる
ことなく 自分の感じたことを
大切にすることじゃ
さあ、ホコラに入るがいい・・・
中には お前の冒険の
手助けとなるモノが眠っておる
帰りはソレを使ってみることじゃ
では、またいつかお前と会える日を
楽しみにしておるぞ・・・！
ホーホッホッホ
これは めずらしい
お前は 妖精のコじゃな？
こんなドクにおかされた 沼地に
何の用じゃ？
用がないのなら 悪いことは言わん
早く 人里に もどった方がよいぞ
お前がいる この沼地は
守護神を失って
いずれ消え去る運命じゃ
まあ、それは沼地に
かぎったことでは ないが・・・
それでもなお この先に進む勇気と
決意が お前にあるのなら
ひとつ よいことを 教えてやろう
ここに 来るまでに
お前は、ワシによく似た石像を
見ておらんか？
アレは、この世界の
運命を変えるであろう者が
あらわれた時
役立ててもらおうと
ワシが 各地に置いたものじゃ
お前が その石像に
出会いの証（あかし）を
残していれば
ワシの足元に 刻まれた歌が
きっと、役に立つじゃろう・・・
よく、おぼえておくのじゃ
お前が 歌を奏でた時から
時、場所を越え
ワシらは、永遠に 友達じゃ！
石版に 音符が刻まれている
聖なる剣を持つ者は
我と 出会えし 証（あかし）
を残せ
聖なる剣を持つ者よ
時 場所を越え
我らは 永遠に 友となった
石版に 音符が刻まれている
ウゴォ～ォ！
ウゴォ ウゴ ウゴッ？
うるせぇ－！！
人がせっかく いいユメ見て・・・
'�あっいらっしゃ～い
仕事はおそいが 切れ味バツグン
山のカジ屋にようこそ
オレは 主人のズボラだ
よろしくな
'�ウゴォ～ォ！ウゴ ウゴ
オマエは だまっとけ！
そっちの バカでかいのは
オレの助手で ガボラ
力だけの デクノボウ野郎 さ
'�ところで・・・お客さん
剣をきたえに 来たのかい？
ザンネンだけど 今 ウチは
開店休業中なんだよ
ここんとこの 異常な寒さのせいで
見てくれ！
炉（ろ）が凍りついちまった
このまま 春が来なきゃ
ウチの商売も あがったりさ・・・
'�この凍りついた炉（ろ）を
なんとかできればなぁ～
'�ウゴォ～ォ！ウゴ ウゴ
えっ、ナニナニ？
あっつ～い お湯なら
この炉（ろ）の氷を とかすことも
できるんじゃないかって・・・？
'�わかったふうなこと いうな
このデクノボウ！
'�いやなに、こいつ オレんちの
裏山に 昔 温泉があったって
ウワサ話をしんじているんだ
まあ、オレはそんな ヨタ話は
しんじちゃいないけどな
'�ウゴォ～ォ！
ウゴォ ウゴ ウゴッ？
'�オマエは うるさいって！
'�お客さん わかってくれよ
炉（ろ）の氷がとけなきゃ
仕事はできないんだ
春になって、氷がとけたら
また来てくれよ
'�ウゴォ～ォ！！
ウゴォ！ウゴ ウゴッ！
くうぉら～あ！ ガボラ！！
おっ？
おおっ！
なんてこと してくれたんだ！

これじゃあ、炉（ろ）が・・・
'�つけられるじゃねえか
へへへへ
ありがとさん
'�ウゴォ～ォ！
ウゴォ ウゴ ウゴッ？
'�おっと、お客さんか？
'�悪いな お客さん
ウチは 剣や刃物しか
やってないんだよ・・・
悪いな お客さん
ウチは 剣や刃物しか
やってないんだよ・・・
悪いね・・・
剣をきたえる のは 明日の朝まで
かかるんで 今日の受付は終ったよ
・・・なぜって？
そりゃ～ 明日は町のお祭りだから
仕事なんて してられないだろ？
'�ガボラ、お客さんに
はやく お茶を おだしして
そんなら お客さんの剣
ちょっくら、見せてもらうよ！
フン、フン
'�よし、剣をきたえるのは
１回１００ルピー
できあがりは明日の朝
それまで剣は
あずからせてもらうよ
それから、きたえた剣は
１００回使うと 刃こぼれして
元の切れ味に戻っちまうけどね・・
１００ルピーで剣をきたえるかい？

きたえる
やめとく
'�そうかい、それじゃ しかたねぇ
また、よってくれ
ガボラ、お茶はいらないよ！！
'�ここだけの話 お客さんだけに
教えるけど・・・
砂金を持ってくれば 何回使っても
刃こぼれしない 最強の剣
にしてやるよ 最強だよ 最強・・
やっぱり 剣をきたえるかい？

きたえる
やめとく
ん？１００ルピー持ってない・・？
'�ガボラ

お客さんのお帰りだよ
'�せっかく 炉（ろ）の氷をとかして
もらって なんだけど・・・
'�まいどあり
それじゃあ、これから仕事に
かからせてもらうからよっ！
明日の朝に また来てくれ
'�ウゴォ ウゴ ウゴ！
'�お客さんの剣は 明日の朝まで
大切にあずからしてもらうから
心配しないでくれ！
お客さ～ん 悪いジョウダンだよ
アンタの剣は もうフェザーソード
に なっているじゃないか
もしかして・・・もっと剣を
強くしたいのか？
それには 砂金が必要だな
アンタ、持ってる？
'�おっ、砂金じゃないか！
それも 極上品だ！！
これだったら、剣をつくっても
おつりがくる・・・・
よし！
お客さん 特別にタダでしてやるよ
でも、みんなには ナイショだぜ
ん？それは 砂金じゃないぜ
・・・そうだよな、砂金は そんな
カンタンには手に入らないよな
ウゴォ ウゴ ウゴ！
'�ナニナニ？
ゴロンたちが毎年 春になったら
ひらく 族長決めのレースの賞品が
砂金だって？
アンタ それに でてみたら？
'�お客さんの剣をもっと強くするには
ゴロンのレースの賞品の砂金が
必要なんだ
砂金さえあれば、ここだけの話
最強の剣になるんだよ 最強の・・
お客さん！ ひやかしかい？
アンタの剣は もう最強だぜ
それ以上の剣にするには、
いくら 砂金をつまれてもムリだな
'�それより・・・・
砂金 持っているなら
４０ルピーで買ってやるよ
どうする？
'�ん？
ああ・・・今は
剣のレベルアップの作業中だ
忙しいから ジャマしないでくれ
'�しつこいな
作業に集中 できないじゃないか！
朝になるまで 待っててくれよ
お客さん 待たせたな
できてるぜ ほらよ
'�くどいようだけど・・・
１００回使うと 刃こぼれして
元の剣の切れ味に なるからな
それから、みんなにはナイショで
お客さんだけに教えるけれど・・・
今の剣の切れ味がなくならない
うちに 砂金を持ってきたら
最強の剣にしてやるよ
わかった？ 砂金だぜ
'�ウゴォ～！
ウゴォ ウゴ ウゴ！
'�もう、それ以上 強い剣は
ウチではできないよ
ま、何回使っても 刃こぼれ
しないから 思うぞんぶん
使ってみてくれ
それと、砂金は たっぷり使って
ほんのちょっとしか残らなかった
から こっちで 処分しといたよ
'�ウゴォ～！
ウゴォ ウゴ ウゴ！
まいどあり～！
お客さん トクしたな
また いい砂金が手に入ったら
売ってくれよなクック
なんだよ・・・・
安すぎるっていうのか？
そんなことないよ 相場だよ 相場
ホカじゃ こんなに高く買って
くれないよ
やっぱり、砂金
４０ルピーで 売るかい
オラは、ゴロン名物の大バクダンを
売っている ゴロンだゴロ
大バクダン ほしいゴロ？
だけど、大バクダンは爆発力が
大きくて キケンだから
オマエが あつかえるかどうか
試してからじゃないと
持たせられないゴロ
挑戦してみるゴロ？

はい
いいえ
この先にある ゴロンレース場の
入り口をふさいでいる大きな岩を
今から わたす大バクダンで
壊すことができたら
認めてあげるゴロ
大バクダンは、
音がはやくなったら
爆発する合図だから
途中で爆発しないうちに
ゴロンレース場の入り口をふさぐ
大きな岩を壊してもどってくるゴロ
レース場の場所は カンバンに
書いてあるから 探してみるゴロ
気がむいたら また来るゴロ
どうやら、成功したようだゴロ！
その腕なら 安心して大バクダンを
まかせられるゴロ
あぶない仕事をたのんで悪かったゴロ
おわびに、コレを
受け取ってほしいゴロ
大バクダンはキケンだから、
１度に持てるのは １コだけだゴロ
矢を当てたりすると すぐに爆発
するから 気をつけるゴロ
失敗したゴロ？
それじゃあ、大バクダンを
あつかうことは 認められないゴロ
もう１度 チャレンジしてみるゴロ？

はい
いいえ
気がむいたら また来るゴロ
大バクダンは、１コしか持てないゴロ
使ったら、また来るゴロ
大バクダン １００ルピーで買う？

買う
やめとく
気がむいたら また来るゴロ
オラは、ゴロン名物の大バクダンを
売っている ゴロンだゴロ
でも、大バクダンは ゴロン族以外
には売っちゃいけないキマリだゴロ
すまんゴロ
大バクダンは ゴロン族以外
には売っちゃいけないキマリだゴロ
すまんゴロ
オラ、いったい今まで
何してたんだゴロ・・・？
どうして、こんなところに
すわっているんだゴロ？？
ダルマーニー！
オラ、いったい何してたゴロ？
なかなか 春に ならないんで
スノーヘッドの様子を見に来た
ところまでは 覚えているんだけど
どうして こんなところに
すわっているんだゴロ？？
でも、春が来て よかったゴロ・・
長老にも よろしく伝えてくれゴロ
・・・・・・・・・・
もしかして、おめぇ
オラの姿が見えるゴロ？
ホントに見えるのなら オラの後
ついてくるゴロ！
大翼のダンナが、
オラの姿が見えるヤツが
そのうち来るって言っていたが・・
ほんとうに、その通りになったゴロ
オラの名は ダルマーニ３世
ほこり高き ゴロンの勇者の
血をひく者だゴロ
まあ、自分で言うのもなんだが
生きている時は 百戦レンマの
つわもの だったゴロ！
そう、
生きている時は・・・・

そうだゴロ・・・
オラ、もう死んでるゴロ
ゴロンの里に 悪さをしている魔物
を退治しようと スノーヘッドに一人
で乗り込んだまでは よかったんだが
スノーヘッドからふきだす吹雪で
谷に落とされ このザマだゴロ・・
・・・・くやしいゴロ！
このまま、ゴロンの里が氷づけに
なっていくのを、ただ見てるなんて
・・・死んでも死にきれないゴロ
・・・そういや、大翼のダンナが
言ってたけど おめぇ、
魔法使えるんだってなぁ
たのむ、オラを魔法で
生き返らせてくれ！
いや、できないのなら
生き返らなくてもイイ
オラの思いが いやされるのなら
どんな方法だっていいゴロ！！
オラの思いが いやされるのなら
たとえ生き返らなくても いいゴロ！
今の おめぇ ならできるはずだ
たのむ！ なにか方法はないゴロ？
・・・イイ曲だゴロ
オラのキモチが 曲の中に
とけていくゴロ～
オラのキモチを おめぇに
あずけるゴロ
オラが生きていた時のコトは 墓に
きざんであるから 読んでみるゴロ
ゴロンの里のコト・・・
たのんだゴロ・・・
見たこともない文字で書かれている
ゴロンの勇者 ダルマーニ３世
ここに眠る
我が偉大なる勇者が残した心得を
ここに伝えよう
勇者の心得を読む？
者の動きの心得
勇者の戦いの心得
読まない
選ばれし、ゴロンの勇者よ
軽々とモノを持ち上げる その力は
誰よりも強く 心は誰よりもやさしい
ゴロンの勇者たちは ΑとΜで
まるまって 地面をかけめぐる
その時、魔法力を持つ勇者のみが
体がハガネのようになり 敵を打ち
砕き移動することができるであろう
ゴロンの勇者にとって 水は災いを
呼ぶモノなり深い水の中では
身動きが取れなくなるので注意すべし
ゴロンの勇者がΒでくりだす
強力なパンチは
ナニモノも恐れない
また、Βを
くりかえし押すことにより
連続パンチも可能になる
そして、Αでまるまっている時に
Βでジャンプして着地すると大地に
大きな衝撃を与え敵を倒すであろう
何とか してほしいゴロ・・・
ウウ・・・
頭のオクに ビンビン ひびくゴロ
・・・・ダルマーニ？
生きていた ゴロ？
長老は オメエが死んだって
言ってたけど・・・
あれは ウソだったゴロか？
まあ、そんなことは
どうでもいいゴロ
それより、オメエ あの泣き声に
聞きおぼえがあるゴロ・・・
長老の ムスコが泣きやまねえゴロ
ふーっ
やっと、泣きやんでくれたゴロ
でも、長老のムスコが
泣きだすのも ムリないゴロ・・・
こう寒くちゃ
オラも泣きたくなるゴロ
それにしても、寒いゴロ・・・
さすが、ダルマーニだ ゴロ
昔から オメエは 長老のムスコを
あやすのが うまかったゴロ・・・
さてと、
今度は 部屋の かがり火を
なんとかしなくちゃ いけねえゴロ
部屋の かがり火を
なんとかしてえけど・・・
こう寒くちゃ～
火も おこせねえし
どうしたら いいゴロ・・・？
おおっ！
シャンデリアが！！
こういう 仕組みになっていたゴロ
オラ ぜんぜん 知らなかったゴロ
なんだか、ちょっとだけ
あたたかく なった気がするゴロ
ウウ・・・・
頭のオクに ビンビンひびくゴロ！
おおっ、ダルマーニ！
生きていたゴロ・・・・
そりゃ、よかった！
なんて 言っている
場合じゃないゴロ
この 泣き声を 早く
何とかしないと 大変ゴロ！
見てくれ！
さっきまで ついていた
かがり火が 消えちまったゴロ
おそろしい 泣き声ゴロ・・・
このまま 泣きやまないと
火がつかない ゴロ
ふーっ
助かったゴロ
火まで消してしまう
パワーが あるなんて・・・
さすが、長老のムスコだ ゴロ
とにかく かがり火が、元に戻って
よかったゴロ
これで少しは あたたかくなるゴロ
ふーっ 助かったゴロ
かがり火が、元に戻ったゴロ
オメエ こんな うるさい中を
よく、平気な顔して いられるゴロ
・・・空腹に
ビンビン ひびくゴロ
うわっ！ オメエは
死んだはずの ダルマーニ！！
あんまり、泣き声がうるさくて
オラ、目までやられちまったゴロ？
このままじゃ、オラ
本当に おかしくなっちまうゴロ
ヤレヤレだゴロ
長老のムスコは ハラへって
泣いていたゴロ？
しょうがないゴロ
山が こんなに寒くなっちまって
オラたちの 食べ物も
なかなか 手に入らないゴロ・・・
このままじゃ みんな
ハラへって 死んじまうゴロ
でも、オラ
非常用の食い物 かくしてあるから
へーき だけどな・・・
寒くなる前に 食い物 かくしてて
よかったゴロ
みんなには ナイショ ゴロ
わぁー！ 泣き声はおさまったけど
オラの目は おかしくなった
まんまゴロ
死んだはずの ダルマーニが
め、目の前にいるゴロ
・・・そうだゴロ
こ、この上の シャンデリアの中に
かくした 食い物 やるから
成仏してくれ ゴロ
ヒイ～ッ！
こ、この上の シャンデリアの中に
かくした 食い物 やるから
成仏してくれ ゴロ
さ、さむいゴロ・・・
この寒さの中で 門番するのは
つらいゴロ
ゴロンのほこらに入りたいゴロ？

はい
いいえ
じゃあ、ゴロンプレスで
入り口を開けるけど・・・
中が寒くならないように
すぐに閉めるから 急いで入るゴロ
じゅんびはいいゴロ？
いいのかゴロ～？
中のほうが ちょっとは
あったかいゴロ
は～ オラも中に入りたいゴロ
もう、扉は開いているゴロ
すぐに閉まるから 急ぐゴロ！
オメエはダルマーニ！ ゴロ？
生きてたゴロ？
また 開けてほしいゴロ？

はい
いいえ
うぉ お～い！！
ここゴロ！ ここゴロ！
た、高いところから
と、とつぜんで悪いけど・・・
オラ、ハラへって
ここ、動けなくなっちまったゴロ
う～ 寒いゴロ・・・
あ～、ハラへって 死にそうだゴロ
死ぬ前に もう１度 食べたかった
かたくて 歯ごたえがあって・・・
あの味が 忘れられないゴロ・・・
ありがて～けど・・・
オラ、こんなモン
食えねえゴロ・・・
こ、これは！！
夢にまで見た ドドンゴどうくつ産
特上 ロース岩！
オラ、これが 大好物なんだゴロ
いただきまーす！
'�うおぉぉぉっ！！
元気出てきたゴロ～
'�今、下にいくから
待っててくれゴロ！
おっ！
ダレかと思ったら
ダルマーニじゃねえか！
生きていたのか・・？
・・・なるほどな
どうりで、オラの好物を
知っているはずだゴロ
おっと、忘れるところだったゴロ
これは オラのキモチだ
受け取ってくれゴロ
おかげさんで
このとおり 元気が出たゴロ
これは オラのキモチだ
受け取ってくれゴロ
ソレかぶって カエル合唱団の
指揮をしても きっとダレも
わからないほど よくできてるゴロ
早く 春がやってきて
カエルたちの にぎやかな
合唱が 聞きたいゴロ
それにしても さ、寒いゴロ
オラ、もう ゴロンの里に帰るゴロ
ホントは オラのかぶっているお面
をやろうと 思ったけど・・・
ルピーは いくらあっても
こまらないゴロ
それにしても さ、寒いゴロ
オラ、もう ゴロンの里に帰るゴロ
お待ちしておりました
ドン・ゲーロさま
おや、こころなしか 少し
スマートになられたようで・・・・
長い冬が終って この山にも
やっと 春がやってきました
さっそく、合唱を はじめましょう
ザンネンながら まだメンバー
全員が 集まっていないようです
冬が 長すぎたせいでしょうか？
まだ 山が春になったことに
気づかないのでしょう・・・
まったく、ドン・ゲーロさまが
おこしになっているというのに・・
他のメンバーは
いったい、どこでナニをしている
のでしょうか・・？
すばらしい指揮でした
メンバーのみんなも コレもんで
も～う、ノリノリ でした
これは、すばらしい指揮への
私たちの キモチです
また やりましょう
これは これは ドン・ゲーロさま
また 合唱いたしましょうか？

はい
いいえ
あっ、ドン・ゲーロさま
おひさしぶりです
どうして、こんなところまで？
もしかして・・・
山に春が？
その無口なお顔・・そうでしたか！
あんまり、冬が長かったんで
うっかりしていました
わかりました
すぐに 山にむかいます
もしかして・・・
私を探しに わざわざ？
ああ、ナニもおっしゃらなくとも
その お顔を見れば わかります！
・・・・そうでしたか？
でも、山はまだ冬だと
聞いていますが・・・
春になったら 必ず
山に 帰りますので・・・
また お会いしましょう！
おろっ？
オメエは ドン・ゲーロ！！
ひさしぶりだゴロ！
オメエに言われた通り
春になったらカエルの合唱を
始めようと来てみたんだゴロが
山に春が来ないもんで
みんな 集まってくれないゴロ！
おまけに ハラがへって
動けなくなるし 困っていたゴロ！
オメエからもらったルピーは
この通り返すから
オラもう 里に帰らせてもらうゴロ
約束 守れなくて
すまんゴロ！
ん？ ワシ 何してたゴロ？
はっ！
もう、こんな時間ゴロ！
いそがにゃならんゴロ！
ｯん？
この辺では見かけないヤツじゃゴロ
長老のワシに 何か用ゴロ？
じゃが、今 ワシはお前さんの
相手をしていられるほど
ヒマではないゴロ！
なに？
何をそんなに急ぐのかって？
ｱスノーヘッドの異変による
山里一帯の異常寒冷気象
ｲそれにともなう物質の不足と
ゴロンの里の過疎化
そしてナニよりも
寒さにこごえ 泣き続ける
我が息子のふびんな姿
ワシは長老として
この里のピンチを
何とかしなければならんのじゃ
じゃが、これはワシたちの問題だ！
ヨソ者の力なんか 借りねぇゴッ、
ゴホッ、ゴホッ、ゴホッ
ヒー
これは、ワシたちの問題だ！
ヨソ者の力なんか 借りねぇゴ
ゴホッ、ゴホッ、ゴホッ
ん？？？
ｸおっ、お前はダルマーニ！！
ｹおっ、お前は 死んだはずゴロ？
・・・ワシは幻覚を見ているゴロ
これも、スノーヘッドの魔力の
しわざなのかゴロ・・・
ふっ・・・
なめられたもんだゴロ！
じゃがな・・・ムダなことゴロ
ワシはそんなコトでは ひるまんゴロ
わかったら、とっとと消えうせるゴロ
いつまでも つきまとうなゴロ
ムダなことゴロ
・・・・なに？
ムスコがワシを恋しがって
泣いておるじゃと！
どうして そのコトを？
ムスコがワシを・・・
クーッ ゆるせ 我が子よ！
父には やらなければならない
ことがあるゴロ
・・・ダルマーニよ
お前が 亡霊でも幻覚でも
もう、どうでもいいゴロ
泣いているムスコを
あわれと思うなら
今から ワシがタイコで奏でる曲で
ムスコを安らかに
眠らせてほしいゴロ
お前が、小さかったころに
よく聞かせた
あのメロディーだゴロ
忘れたわけではないゴロ
寒くて、うまく たたけなかった
だけだゴロ・・・・
・・・・とにかく
あとは たのんだゴロ
あれ？
・・・・もう１度いくぞ
ムスコのことは たのんだゴロ！
思い出すじゃろ？ この曲を
えっと・・・
��あっ、そうそう こうじゃった！
ダメじゃ！
出だし しか 思い出せん！！
おお、春になった ゴロンの里へ
よく来たゴロ・・・
ちょうどよかった・・・
春を祝う ゴロンレースを
やっておるから見ていってくれゴロ
おおっ！ ダルマーニ！
待ちかねたゴロ
一度は死んだと 思っていた
お前が スノーヘッドの吹雪を
封じ込めてくれたと
里では その話題で
持ちきりだったゴロ
お前のおかげで ゴロンの里にも
春が やって来たゴロ
みんなも 喜んでおるぞ！
ゴロンいちの勇者
それは・・・
ダルマーニ！
死んでも 死なない 不死身の男
それは・・・
オラたちの 希望の星
それは・・・
ダルマーニは、ゴロンいち！
ゴロンいち！
ダルマーニは 世界一！！
世界一！！
ムスコも 元気になって さっそく
春を祝う ゴロンレースを
見にいったゴロ
ワシは 今回のことで
長年守り続けてきた 族長の座を
ある若い者に ゆずる決心をした
冷静な判断力と 勇気ある決断力
みなを まとめていける
族長に ふさわしいゴロン！
それはな ダルマーニ
他でもない お前のことじゃ
・・・どうゴロ？
お前なら みなも 族長として
喜んで 受け入れてくれるゴロ
なに、答えは 急がんでいい
ゴロンレースにでも出て
ゆっくり、考えるゴロ・・・
いい返事を 待っているゴロ
族長の話はゴロンレースにでも
出て ゆっくり考えてから
返事をしてくれゴロ
ムスコが お前の来るのを
首を長くして 待ってるはずだゴロ
はやく、ゴロンの里を出た
ふた子島のどうくつ の向こうに
行ってやってくれゴロ
ゴロンの里に やっと春が来たゴロ
お祝いの ゴロンレース
見ていってくれゴロ
ダルマーニ！
長老さまが お待ちかねゴロ！
ダルマーニ！
オメエも ゴロンレース出るゴロ？
オラも すぐに行くから
賞品 残しといてくれゴロ
ゴロンの里に やっと春が来たゴロ
ポカポカ あったかくなって
いい感じゴロ
ダルマーニ！
長老さまが お待ちかねゴロ！
ダルマーニ！
オメエ ホントに生きてたんだゴロ
オラ、すっかり ダマされたゴロ
ゴロンの里に やっと春が来たゴロ
ゴロン名物の バクダン
安くなってるから 買っていくゴロ
ダルマーニ！
長老さまが お待ちかねゴロ！
ダルマーニ！
オメエ やったなゴロ！
一度死んだと 見せかけて
敵を ユダンさせるなんて
オメエらしい ゴロ
ゴロン名物の バクダン
もう、持ってるゴロ？
この里には もっと破壊力のある
大バクダンを 売っている
ゴロンが いるゴロ
キョウミが あったら
ゴロンの里の どうくつを
たずねてみるゴロ
ダルマーニ！
長老さまが お待ちかねゴロ！
ダルマーニ！
オメエ やっぱり生きてたんだな
オラ、すっかりダマされて
墓まで 作っちまったゴロ
まぬけゴロ
ゴロンの里に やっと春が来たゴロ
これで、氷の下に なってた
ロース岩が 掘り起こせるゴロ
アンタには 関係ねえ話だったゴロ
すまんゴロ
ダルマーニ！
長老さまが お待ちかねゴロ！
ダルマーニ！
オメエ・・・生きてたんだな
オメエは いつも
「ロース岩１０００トン食うまでは
絶対 死ねねぇゴロ！」って
言ってたもんな
アンタ お月さんのこと
くわしいゴロか？
いや、オラ 最近 お月さんが
でっかくなって きてるみてぇな
気がして しょうがねぇんだけど
アンタ どう思うゴロ・・・
ダルマーニ！
長老さまが お待ちかねゴロ！
ダルマーニ、オメエは
たしかに スゲーけど・・・
オラ まだ なんか・・・
フキツな予感が するゴロ
オメエも 実は 感じてるゴロ
春ゴロ 春ゴロ～！
もう、じっと してられないゴロ～
ダルマーニ！ 準備はいいゴロ？
オラ、もうエンジン 全開ゴロ！
春ゴロ 春ゴロ～！
自然に 体が動き出すゴロ～
ダルマーニ！！
今年は オラが優勝をいただくゴロ
やっと、春になったゴロ
オラ、この時を 待っていたゴロ
オラ、今年が デビュー戦ゴロ・・
お、おてやわらかに たのむゴロ
あったかくなって・・・
気分は ウキウキ ゴロ！
今年のオラは
ちょっと、ちがうゴロ・・・
オラの走りを見てってくれゴロ！
ダルマーニ！！
やっぱり、オメエ・・・出るゴロ？
オラは、また ビリ・・・ゴロ
ここは、ゴロンの勇者が眠る墓場ゴロ
オラ、勇者さまの墓をつくりに
ここに来たんだけど・・・・
帰り道が雪でふさがっちまって
ゴロンの里にもどれなくなったゴロ
おまけに、この寒さで
オラのキョウダイは 凍っちまった
このままじゃ、オラも じきに
凍っちまうゴロうううう
は～ こんなことなら
勇者さまの墓を掘る時に見つけた
温泉のお湯をとっておくんだったゴロ
温泉は もう墓石で埋めちまったし
あんな大きな墓石 オラ 一人で
動かせねえゴロ
「こうかい先にたたず」とは
このことだゴロ・・・・は～
は～ 勇者さまの墓の下の
温泉のお湯があったら、キョウダイ
の氷を とかしてあげられるのに
オ、オメエ・・・いや、オメエ様は
ダルマーニ様じゃないゴロ？
じゃあ・・・オラがつくった墓は
いったい ダレの・・・？
もしかして、墓の下があったか
かったから 生きかえったゴロか？
ダルマーニ様の墓の下は
前は 温泉がわいてたゴロ
あの温泉のお湯があれば、
凍っちまったキョウダイを
とかせるかもしれないゴロ
ん？
オラ、今まで何してたゴロ？
おお、キョウダイ だいじょうぶゴロ
凍っちまった オメエを
ダルマーニ様が助けてくれたゴロ！
ダルマーニ様？
オメエ 何ねぼけているゴロ
ちょっと、コイツの話を聞いたか？
ダルマーニ様はとっくに死んで
墓の中なのによう・・・
ヒー ダルマーニ様！！
オラも、びっくり したゴロ
でも どうやら ダルマーニ様は
死んでいなかったみたいゴロ
ホ、ホント ゴロ・・・？
これで、ゴロンの里にも
希望の光が 見えてきたゴロ
ダルマーニ様！
スノーヘッドから吹く 吹雪を
何とかしてほしいゴロ！
おお、キョウダイ だいじょうぶゴロ
凍っちまった オメエを
この人が助けてくれたゴロ！
凍っていた・・？ オラが・・・？
・・・そうか、ダレかは知らねーが
すまねえゴロ
それより、ダルマーニ様が
生きていたんだゴロ！
なんですと？
オラも びっくりしたゴロ
でも、どうやら ダルマーニ様は
死んでいなかったみたいゴロ
ホントかゴロ？
それがホントなら ゴロンの里
にも 希望の光が見えてきたゴロ
そうだゴロ！ダルマーニ様だったら
きっと スノーヘッドから吹く
吹雪を なんとかしてくれるゴロ
ダルマーニ様！
スノーヘッドから吹く 吹雪を
早く なんとかしてくれゴロ
ダルマーニ様！
長老サマには もう会ったゴロ？
もしまだなら 早く会いに行くゴロ
きっと、大喜びするゴロ
ダルマーニ様って知ってるゴロ？
あの人は、ゴロン族一の勇者 ゴロ
オラたちの 希望ゴロ
ダルマーニ様に会ったことあるゴロ？
あの人のパンチとヒップドロップに
勝てるヤツは いないゴロ
ううっ、ざぶいゴロ～
寒さで ダルマーニ様の幻覚が
見えるゴロ・・・もうダメだゴロ
ううっ ざぶいゴロ～
寒さで ダルマーニ様のユーレイ
が見えるゴロ・・・また凍るううう
キョウダイを助けてくれて
ありがとうゴロ
でも、この寒さを何とかしなきゃ
また 氷ゴロンだ ゴロ
ううっ、ざぶいゴロ～
オラたちは いつになったら
ゴロンの里に帰れるんだゴロ
よかったゴロ
やっと、ムスコが泣きやんでくれた
ゴロ これでオラたちも眠れるゴロ
まいったゴロ・・・
長老が スノーヘッドに出かけた
きり もどって来ないんで ムスコ
がさみしがって 泣きやまないゴロ
外は 寒くなるいっぽうだし
部屋の中にいる オラたちも
凍っちまいそうだゴロ
そのモミアゲ・・・オメエは、
死んだはずのダルマーニじゃねえか
生きていたゴロ・・・？
オメエが いなくなったんで
長老は こまっていたゴロ
オラも こまっているけど・・・
長老がスノーヘッドに出かけたきり
もどって来ないんで ムスコが
さびしがって泣きやまないゴロ
でかけた長老を探し出して
早く 帰ってくるように言わないと
このままじゃ・・・眠れないゴロ
それに 外は寒くなるいっぽうだし
部屋の中にいるオラたちも
いつか 凍っちまうゴロ
長老はあのトシだ まだ そんなに
遠くにはいけないはずだゴロ
それより、もしかしたら
凍っているかも・・・
よかったゴロ
やっと、ムスコが泣きやんでくれた
ゴロ これでオラたちも眠れるゴロ
ここは オラたちゴロン族の
長老の部屋だゴロ
長老にナニか ようゴロ？
あいにく 長老は るすだゴロ
長老がいないので
ムスコが泣きやまないゴロ
何とかしてほしいゴロ・・・
そのモミアゲ・・・オメエは、
死んだはずのダルマーニじゃねえか
生きていたゴロ・・・？
今まで なにしてたゴロ？
オメエが いなくなったんで
長老が 一人でスノーヘッドに・・
とにかく 早くムスコに会って
やってくれゴロ
長老のムスコは 中にいるゴロ
・・・この泣き声 かわいそうだが
何とかならないゴロ？
この店は この寒さで 品物が
入りにくくて ちょっと高いから
やめたほうがいいゴロ
�uウエッ・・・ヒク、グエッ・・
と、とうちゃ～ん とうちゃ～ん
ヒク・・さむいよ とうちゃ～ん
・・・ヒクッ、ヒクッあっ、
ダルマの兄ちゃん、とうちゃんは？
とうちゃんは どこコロ・・・？
ウエッ・・・ヒク、グエッ・・
と、とうちゃ～ん とうちゃ～ん
ヒク・・さむいよ とうちゃ～ん
その曲は・・いつも とうちゃんが
寝る前に たたいてくれた曲だコロ
オラ、つづき 歌うコロ
ふぁ～あ
とうちゃんが、そばに・・・
いる

みた・・・
い・・・
グ～！
あっ、ダルマの兄ちゃん！
ポカポカ あたたかくなって
オラ 元気百倍コロ
もう、とうちゃんが
そばにいなくても、ワガママいって
泣かないコロ
それより、兄ちゃん
春が 来たんだ もうすぐ、
ゴロンレースが始まるコロ
だけど・・・
この岩が ジャマして
レース・・・見に行けないコロ・・
せっかく 春が来たのにな・・・
楽しみに してたのにな・・・
しょうがないよな・・・
やだ！ やだ！ やだ！
見たい 見たい レース見だ～い！
わって わって わって
レースに 行きたい 行きたい
いぎだ～い！！
遊びに 来たコロ？
それなら この先の 山で開かれる
ゴロンレースを見ていくといいコロ
さっすが、ダルマの兄ちゃん！
すっご～いコロ！
ねえねえ 急がないと
レースが始まっちゃうコロ～
はやく はやく～！
ゴロンの 山に春が来た～記念！
ゴロンレースは
もうすぐ始まるコロ・・・
すっごく おもしろいレースだから
見ていくと いいコロ
このゴロンレースを見たら
きっと、兄ちゃんも ゴロンに
生まれてくればよかったと思うコロ
あっ、ダルマの兄ちゃん！
待ってたコロ
ほら、みんな早くレースに出たくて
うずうず しているコロ
兄ちゃんも 出るコロ！
ねえねえ、出るよね？

うん
やめとく
・・・・昔の兄ちゃんは
三度の岩より、レースが
スキだったコロ
オラの知っている 兄ちゃんは
そんなことは 言わなかったコロ
イヤだー！！
兄ちゃんの走りが
見たい 見たい 見だーい！
・・・ほんとは
レース やりたいんだコロ
オラには わかるコロ
そうこなくっちゃ！
ダルマの兄ちゃんの走りを
見せてやるコロ！
魔法力がへったら
コースにある ミドリのツボで
ホキュウするコロ
すごいや 兄ちゃん！
やっぱり ダルマの兄ちゃんは
ゴロンいちの走り屋 だコロ
オラ、ぜったい 兄ちゃんが
一番になると思ってたコロ！
これは とうちゃんから・・・
レースの賞品コロ！
オラも はやく
兄ちゃんみたいに なりたいコロ
・・・冬が長すぎて
カラダがなまっちまっただけだコロ
ほんとの兄ちゃんは
こんなもんじゃないコロ・・・
昔を思い出して もう１度
レースに出るコロ
あっ、だけど 賞品をいれる
あきビン がないと
レースに出られないコロ・・・
みなさんに お知らせします
スタートがはやい 選手がいたので
やりなおしする ゴロ
'�ダルマの兄ちゃん聞こえるコロ～？
・・・ザンネンだけど
もう、勝てそうも ないコロ～
それでも 続けるコロ～？

もちろん
やめる
ねえ、兄ちゃん 出なよ
兄ちゃんの走り
みんなに 見せてやるコロ
やったコロ～！
兄ちゃん ありがとうコロ！
そんなら、オラ 先に行って
待ってるから
必ず 見ていってくれコロ！
おそいの～
ゾーラたちは ナニしとるんじゃ
ん？なんじゃ コゾウ
お前も ゾーラのタマゴが
かえるのを 見に来たのか？
ワシも楽しみにしておるんじゃが
かんじんのタマゴが
まだ届かんのじゃ・・・・
ゾーラのタマゴは 生まれてから
かえるのに １日～３日かかる
それまでに この水槽に入れなければ
たぶん・・・死んでしまうじゃろう
なぜなら、さいきんの異常気象で
このあたりの海の水の温度が上がり
温度の変化に弱いゾーラのタマゴを
かえすことができるのは
今では、ワシが 昔 とっておいた
この水槽の水だけじゃからのう
それにしても、おそいの～
ゾーラホールで
ナニかあったのかの～？
おそい！
ゾーラたちは ナニしとるんじゃ
急がんとタマゴは 死んでしまうぞ
こまったのうゾーラのタマゴは
いっしょに生まれたタマゴがすべて
そろってなければ かえらないんじゃ
ゾーラはナニをしておるんじゃ
な～んじゃ オマエは？
おっそろしく 海が似合わん
ヤツじゃのう？
このあたりの 海は あまりにも
あったか すぎて
海水浴には むいてないんじゃ
ようがなければ 早く帰ることじゃ
海は あまりにも あったか すぎて
海水浴には むいてないんじゃ
ようがなければ 早く帰ることじゃ
それにしても・・・・
見れば見るほど 海が似合わんヤツ
じゃのう～
な～んじゃ オマエは？
人の話を聞くときは
口ぐらい閉じんか
このあたりの 海は あまりにも
あったか すぎて
海水浴には むいてないんじゃ
ようがなければ 早く帰ることじゃ
海は あまりにも あったか すぎて
海水浴には むいてないんじゃ
ようがなければ 早く帰ることじゃ
ポカ～ン と口を開けて
人の話を聞いて・・・
ホントにわかっとるんか？
残りのタマゴはどうした？
タマゴは全部そろっていなければ
かえらないんじゃ
急いで 残りのタマゴを水槽に
入れるんじゃ
おお、やっと来たか 待ちかねたぞ
タマゴはどうした？
全部で７つあると聞いているが・・・
早く、その水槽に入れるのじゃ
急がなければ もうすぐタマゴは
死んでしまうぞ
早く その水槽に入れるのじゃ！
よし、全部のタマゴがそろった
・・・始まるぞ
早く 水槽の前に来てみるんじゃ！
コ、コレは！
なんてことじゃ・・コレはいったい
・・・そうか！
オマエには わからんのか？
この ゾーラの子のならび方の
意味することが・・・・
オマエ、ナニか楽器持ってないか？
・・・・・
だめじゃ ピクリともせん
楽器がちがうのか のう？
それ、その楽器じゃ！
う～むっ
この曲を教えるために
この子たちが生まれたんだとすると
このタマゴを産んだゾーラに
早く この曲を聞かせてみるのじゃ
いそげ
ゾーラの子はワシが ちゃんと
面倒をみるから オマエは早く
タマゴを産んだゾーラに会いに行け
・・・しかし フシギなことも
あるもんじゃ
ゾーラの子が 歌を教えるなんて
まだまだ ゾーラは謎が多いのう
どうじゃった？
あの曲は いったい
何の曲だったのじゃ？
オマエ 何か知っておるんじゃろ？
ナニがあったかわからんが
海がおだやかさを
とりもだしたようじゃ・・・
これも、あの曲と
ナニか関係あるのか？
オマエ 何か知っておるんじゃろ？
海の水の温度が
もとどおりになったから
海水浴にでも来たのか？
そんな ずうたいで泳いで
おぼれても 知らんぞ！
海の水の温度が
もとどおりになったから
海水浴にでも来たのか？
そんな 体で泳いだら
シオシオになってしまうぞ！
急がなければ
もうすぐタマゴは かえってしまう
ゾーラは ナニをしておるのじゃ
・・・うぐっ

ダレか・・・・
・・・ぐふっ

オレを・・・・
・・・げふっ

岸まで・・・

運んで くれないか・・・
ううっ、オレは ゾーラ族のミカウ

・・・ゾーラバンドの ギタリスト
オレは、もうダメだと思う・・・
オレの最後の
メッセージを・・・
聴いてくれないか・・・？

聴く
聴かない

ワン
トゥー
スリー！
ｏｈ ベイべェー 聞いておくれ
もうすぐ ごきげんな カーニバル
みんな オレたち まっている
だけど、ボーカルのあの娘（こ）は
ヘンなタマゴを産んで
声をなくしちまったのさ～
ｏｈ ｏｈ 近ごろグレートベイで
何かが 何かが 起きている～

（そうなの？）
ｏｈ ベイべェー 聞いておくれ
そして あの娘（こ）の タマゴは
みんな 海賊ゲルドに 盗まれた
すぐに オレは～
海賊ゲルドを 追いかけたが
のされちまって このザマさ
ｏｈ ｏｈ このままくたばるのは
死んでも 死んでも 死にきれね～

（そりゃ、そうだ！）
ダレか、あの娘（こ）のタマゴを
つれもどしておくれ～
ダレか オレの魂をいやしておくれ
ジャ～ン

ありがとう！
ぐふっ・・・
め、目が かすんできた・・
もうすぐ、オレは
海のアワになって 消える運命さ
ｏｈ イェー 熱いサウンドが
オレのハートにビン、ビンくるぜ
オレの 唄を 墓にきざんでくれ

あの娘（こ）のコト
たのんだぜ・・・
ゾーラ族の伝説のギタリスト
ミカウここに眠る
カレの唄を ここに しるさん
ミカウの歌詞を唄ってみる？
、われら ゾーラ族
２、地上で戦え ゾーラ
唄わない
たなびくヒレは ゾーラのあかし
ΑとΜでギューン ギュン 泳ぐ
すばやく 泳いで Εを押せば
シールド発生！ テキをけちらせ
（セリフ）けど、魔法力があればね
Βで 沈むこともできるんだ！
オー オー われらゾーラ族
怒りのパンチだ！ Βボタン～
連続攻撃だ！
（くりかえし押し）
必殺技は Βを 押しつ～づけ～
今だ はなせ！ とどめの
ダブル カッター
ルルの日記
今日で 声が出なくなってから
もう ２日がたちました
ミカウに知られるのが イヤで
エバンに 相談したら
タマゴは 海洋研究所に
持って行き、調べてもらうよう
すすめられました
明日 さっそく 行ってみようと
思います
今日は、あまりに恐ろしい出来事が
あったため なにから 書いて
いいのか まとまりません
夜中に 物音に気づいて
目をさますと 目の前に
見知らぬ人たちが たっていました
私は とっさに抵抗しましたが
大事なタマゴをうばわれ そこから
先は 気を失ってしまったようです
今日、１番 知られたくない
ミカウに 全てを 知られて
しまいました
最初は はずかしくて 悲しくて
どうしようもなかったけど
その時 ミカウが いった言葉に
私の心は 救われた
思いがしました
だけど、ミカウ お願いだから
ムチャなことはしないで
・・・・・・・・
あの、悲しげな顔は
アンタに ナニかを つたえたい
・・・そんな表情ね！
ミカウ、コレは いったい？
それに、私の声・・・
私 どうしちゃったの？
アナタは・・・・？
ミカウ、ミカウはどこ？
ふわぁ～ あ～っ
よく眠ったぞ～い！
ついこの間 目覚めたと
思っておったが、月日がたつのは
早いものじゃ
のう、ルルよ・・・
うん？
おどろくことはない ぞい
ワシは 眠っていても
この海で起きた事は
全て お見通しなのじゃ・・・
・・・ふむ
どうやら ルルは混乱している
ようじゃな
まあ、ムリもないが・・・
さてさて、残念じゃが
あまり、ゆっくり話をしている
時間は ないんじゃ
さあ、ゾーラの ほこり高き
戦士の子よ・・・
沖のグレートベイが お前の力を
必要としておる
早く、ワシの背中に 乗るのじゃ
ナニを モタモタしておるのじゃ
早くしないと ゾーラの海を
救うことは できんぞ
！
ふぇふぇふぇっ
ワシには 全て お見通しだと
言ったじゃろ？
なかなか てこずっている
ようじゃな・・・
ゾーラの体には、まだ なれて
おらぬか・・・？
じゃが あきらめるのは 早いぞい
ふたたび、出発する準備ができたら
ワシの背中に 乗るのじゃ
よいか、 ！
どうした？
陸に もどるか？
ふぇっふぇっ
しりぞくことを 恥じてはいかん
それも また 戦術の一つじゃ
さ、早く ワシの背中に乗るのじゃ
よくやった よ
コレで ゾーラの戦士の魂も
安心して 眠りにつけるじゃろ・・
ワシも古（いにしえ）のおきてに
したがい ふたたび
長い眠りに つかねばならん
じゃが、このあたりに ただよう
邪気は 完全には
消えたわけではなさそうじゃ
もう少し ここで ルルの歌声を
楽しんでから お別れすると
しようかのう・・・
それくらい 神様も
おゆるしに なるじゃろう
ふぇふぇふぇっ
はじめまして 私 ルル
町のコンサート
必ず来てくださいね
やっぱり 歌が歌えるって
すばらしい ことね・・・
ミカウ！
無事に もどってきてくれたのね！
よかった・・・
私の歌声で 離れ島が
大きなカメになった時は
ビックリしたけれど・・・
アナタの ひいてくれた曲
昔 母が 私によく歌ってくれた曲
だったの・・・
あのタマゴは
それを 思い出させるために
生まれてきたのね
小さい頃の ことだったから
忘れちゃってた・・・
ミカウには ずいぶん
大変な思いを させちゃったね
だけど、私 もう大丈夫よ！
さあ、町のコンサートは
もうすぐよ！
リハーサル はじめましょ！
ワン・トゥー・スリー
・・・また、神殿に行きたいのか？
やり残したことがあると言うのなら
いつものように
早く、ワシの背中に 乗るのじゃ
た、たのむ・・・
オレの魂を・・・
いやして、く、れ・・・
さん
フシギな力をもっている
アナタに お願いがあります
どうか、ワタシのあとに
ついてきて ください
この トンガリ岩の タテ穴には
それはもう、恐ろしい 海ヘビが
たくさんいて・・・
ワタシのトモダチが
つかまっているのです
さん どうか、
海ヘビたちを すべてたおして
ワタシのトモダチを助けてください
おねがいします
恐ろしい 海ヘビをすべてたおして
トモダチを助けてあげてください
ワタシのあとを
間違えないように
ついてきてください
トンガリ岩の外に 出ようとすると
キリにまかれ
知らないうちに 元の場所に
もどっていたりするので
気をつけてください
ありがとう
さん
心ばかりの 感謝のしるしです
たすけて・・・・
早く、トンガリ岩の海に
かえして・・・
そのサカナに キョウミあるのか？
めずらしい サカナだろ～？
そいつは、タツノオトシゴって
言うんだ
目の前の海の トンガリ岩の
あたりで ウロウロしているところ
を、とっつかまえたんだけどな
めずらしいから
もうじきはじまる 町のカーニバル
で売ろうと 思ってよ
ほしいんなら ゆずってやっても
いいぜ
まあ、条件しだいだけどな・・・
オマエ、女海賊の写し絵を
持ってないか？
その タツノオトシゴが
欲しいなら女海賊の写し絵を
持ってきな
おおっ ソレは海賊に盗られた
オレのフックショット！
・・って オマエがソレを持ってる
ってことは、海賊の砦に
行ってきたってことだよな
そんなら 持ってるんだろ？
かくすなよ！
なんだ、やっぱり持ってないか・・
いや、オレも女海賊の写し絵を
持っているには持っているんだが
いまいちピンボケでさ・・・・
かんじんのお顔がねえ～
よく見えないわけよ！
おおっ それそれ！
その写し絵を 待ってたんだよ
なんだよ オマエ
よくわかってるじゃないか！
それ、オレにくれるよな？
かわりに コレやるから！
ありがとう
早く ワタシを トンガリ岩の
近くまで つれてって・・・
写し絵はさ、カラーよりセピアの
ほうが情緒（じょうちょ）があって
いいよな～
オマエからもらった写し絵
オレの宝にするよ
よう、ゾーラじゃねえか
最近 景気はどうだ？
はは～ん・・・もしかして
サカナ とれねえから
オレのところでも来たのか？
ダメ、ダ～メ
オレさまも 最近さっぱり
オケラなんだよ
こっちが わけてもらいたい
ぐらいだよ！
悪いけど オマエにわけてやる
サカナは ないよ
オレさまは この海で
３０年間 サカナをとっているんだ
サカナをとることだったら
ゾーラにも 負けねえ
・・・・といいたいところ
なんだけどな
最近は 海の水が
えらく あったかくなりやがって
イキのいい サカナがとれなく
なっちまったし・・・
おまけに へんなキリがでて
船を出すと いつのまにか
岸にもどされちまうんだ
漁師かぎょう も
大ピンチよ！
早く 海が元どおりに
なってくれないと・・・
ゾーラ族も オレさまも
日干しに なっちまうぜ！
へへッ いい女だろ？
でもな・・・
そいつは、泣く子も だまる
おっそろし～ 女海賊なんだ
昔 オレは沖で サカナをとるのに
フックショットっていう道具を
使っていたんだが・・・
こいつらに おそわれて
持って行かれちまった
なんでも・・・
伝説の宝だとかで・・・
オレも たまたま
海に落ちていたのを くすねただけ
だし、おしくは なかったけどな
今ごろは この海岸の
はしっこにある海賊の砦に
宝として眠っているかもな・・・
海賊の砦には 見張りがきびしくて
忍びこもうったって
カンタンには いかないらしいぜ
どうしても ベッピンの海賊に
会いたいっていうなら
町の向こうの谷に 行ってみな！
なんでも 人に気づかれずに
動きまわれるお面があるって
話を聞いたことがあるぜ
そういや 沖のほうで
ぐったりして 浮いている
ゾーラが いたけれど・・・
あら、もうダメだな・・・
おっと、すまねえな！
夕方と朝一は 休憩タイムなんだ
また来てくれよ
海の水が 元どおりになったから
観光客相手に チョットした
商売を はじめたんだ
２０ルピー 払ったら
とっても ビッグな賞品が当たる
ジャンプゲームに ご招待だ！
やる気が あるんなら
その島の 真ん中へ 行ってくれ
おっ、やる気だね！
それじゃあ ルールを説明するから
よく 聞いてくれよ
今から まわりの ４つの島にある
しょく台に 順番に火をつけるから
火のついた島に ジャンプしてくれ
かがり火が 消える前に
ジャンプできたら １ポイントだ！
時間以内に ２０ポイント以上なら
ビッグな賞品 プレゼント！
でも、１回 ２０ルピーいただくぜ
どうだ、やってみるか？

はい
いいえ
おっ、そりゃ ザンネン！
おっもしれ～のになあ～
あ～ ザンネン！
あらら・・・
ルピーが 足りねえぜ！
また、今度な
よっしゃ！
そんなら はじめるぜ
おっと、そこは場外だ
ルール違反だぜ！
あれっ？ 言ってなかったっけ？
あらら・・・
落ちちまったら しょうがねえや！
また、挑戦してくれよな
はい、おしま～い！
どうだい？
いがいと ムズカシイだろ！
世の中 カンタンそうなものほど
ムズカシイものなのさ
まあ、また挑戦してくれよな！
あちゃ～！
ちょっと、カンタンすぎたなあ・・
しょうがねえ、賞品を受け取りな！
デッカイ船を買うんで
かせごうと 思ったのに・・・
これじゃあ、こっちが
はさん しちまいそうだぜ！
助けてくれて ありがとう
あの・・ずうずうしい お願いなのは
わかっているんです・・・けど
勇敢なアナタに お願いがあります
漁師に捕まった
ワタシのトモダチを 助けだし
ココに連れて来てください
お願いします
アナタだけが 頼りなんです
えっ わからない？
あっ、それと
もし海賊の砦に行くんなら
写し絵の箱を忘れないようにな
・・・いや 別にどうしてもって
いうわけじゃねえけどな・・・
へへへッ
おっと、ザンネン
タツノオトシゴを入れる
あきビンが ないようだぜ！
う～ん
たしかに海賊が写ってるけど・・・
そんなハンパな絵じゃ
オレは満足できねえな
もっと、海賊がちゃんと
写っているのを持ってきな
また、オマエか・・・？
そんな 緑の服着たって
ダマされないからな！
オマエ、あきビン 欲しいんだろ？
こりないヤツだ！
クックック
いいよ あげても
ただし・・・
川の中にある ウキワを
２分以内に 全部くぐり抜けたらな
'�どう、やってみる？

はい
いいえ
お帰りは あちら！
クックック
あきビンが 欲しいのなら
川の中にある ウキワを
２分以内に 全部くぐり抜けたら
あげても いいよ
ウキワは 全部で ２０コ
光っているウキワから
順番にくぐれよ！
案内するから ついてきな
はぐれるなよ！
はい、時間切れ～
もう、１回 する？

はい
いいえ
お帰りは あちら！
オマエ ずるしたな？
ウキワ まだ残っているのに！
'�もう、１回 する？

はい
いいえ
お帰りは あちら！
あっ、パーフェクト
まずい・・・
よんだか、弟？
よんだよ、兄さん！
実は・・・・
なに？
あきビンを・・・・
うん
あきビンを・・・・
・・・・・
心配するな 弟！
あきビンだって
オレたちにとっては お宝だ
弟に 勝ったぐらいで
わたすわけには いかないな
わたすわけには いかないな
オレと もう１度 勝負して
勝ったら わたしてやる
どうだ やるか？

はい
いいえ
やらないってさ 弟！
あんがい ノリが悪いよね 兄さん
ルールは いっしょだけど
ウキワは ２５コ あるからな
はぐれるなよ！
オマエ ずるしたな？
ウキワ まだ残っているのに！
まだ、残っているのに！
'�もう、１回 する？

はい
いいえ
クックック
やらないってさ 弟！
クックック
そのようだね 兄さん！
やられたな 弟
そのようだね 兄さん
しょうがないよ 弟
・・・・・・
だらしがないよ 兄さん
おみそれしました
また来たよ 弟
また来たね 兄さん
でも、もうあきビンはないのに・・
なあ、弟
ないのにね 兄さん
それでも、勝負するって言うんなら
やってもいいけど
どうする？

やる
やらない
お帰りは あちら！
最初は 弟からだ
今度は １分５０秒 以内だけどな
はぐれるなよ！
またやられたな 弟
またやられたよ 兄さん
・・・・なさけないぞ 弟
次は オレと勝負だ！
どうする？

やる
やらない
あんがい、ノリが悪いよな 弟
あんがいね 兄さん
時間は 弟と同じ
１分５０秒
ウキワは ２５コ
はぐれるなよ！
手強い 相手だったよ！ 弟
クチだけだね・・・兄さん
アレ あげたら
もう来ないでくれるかな？ 弟
もう、やめたいねえ・・・兄さん
もう、カンベンしてください
最初は 弟からだ
今度は １分４０秒 以内
はぐれるなよ！
時間は 弟と同じ
１分４０秒
ウキワは ２５コ
はぐれるなよ！
それで、かんべんしてください
あれ・・・月が？
また、でかくなってる
ま、まずいなあ・・・
中で何やら さわがしい音がすると
思って 来てみれば・・・・
こんなところが・・・
もしかして、地下シェルター？
ここは、キミが見つけたのか？
たのむ！ ココをゆずってくれ！
タダとは いわない
これで、なんとか・・・
キミが ちょうど持っていない物で
よかった・・・・
どうせ、もうじき
必要 なくなるものだ・・・
それは オレの全財産だ
それぐらいで ココを
ゆずってもらえるなら 安いもんだ
どうせ、ルピーなんて
もうじき、必要なくなる・・・
中で何やら さわがしい音がすると
思って 来てみれば・・・・
こんなところが あったなんて・・
きっと、ココなら 大丈夫だ
早めに 見つかってよかった
こんなところに地下室が
あったなんて・・・・
しかし、おしいなあ～
キミが きのうまでに
なんとかしてくれていたら・・・
キミに もっとルピーが入るサイフ
を あげれたのに・・・・
それが オレの全財産だ
それで 安全が 買えるなら
安いもんだ
それが オレの全財産だ
それで 安全が 買えるなら
安いもんだ
こんな ところがあったなんて・・
もしかしたら、助かるかも
何とか見つかって、よかった
中で何やら さわがしい音が
するからまさかと思って
来てみたが・・・
最後に こんなところが
見つかるなんて・・・・
しかし、おしいなあ～
キミが ２日前に
なんとかしてくれていたら・・・
キミに もっとルピーが入るサイフ
を あげれたのに・・・・
もう、それだけしか
持ち合わせが ないんだ
かんべんしてくれ・・・
もう、それだけしか
持ち合わせが ないんだ
かんべんしてくれ・・・
もう、時間がないな
早く、かくれなくては・・・
あと ２日ちょっとで・・・
ああ、刻の女神よ
どうか、私を お助けください・・
あと １日ちょっとで・・・
ああ、刻の女神よ
どうか、私を お助けください・・
あと ちょっとで・・・
ああ、刻の女神よ
どうか、私を お助けください・・
うん？
あっ、コレは 隊長どの！
おひさしぶりです
隊長の命令に したがい
我が情報部隊はこの場所のヒミツを
探りだしたでありますデス！
ワタクシが入手した情報によりますと
１番は 撃て！
ということらしいデス
ワタクシが入手した情報によりますと
２番は 撃て！
ということらしいデス
ワタクシが入手した情報によりますと
３番は 撃て！
ということらしいデス
ワタクシが入手した情報によりますと
４番は 撃て！
ということらしいデス
ワタクシが入手した情報によりますと
５番は 撃て！
ということらしいデス
ワタクシが入手した情報によりますと
６番は 撃て！
ということらしいデス
これで 任務は 完了でしょうか？

はい
いいえ
クーッ！ ありがとうございます

情報が隊長どののお役に立つことを
祈っておりますデス
それでは、隊長どのの
命令にしたがい ワタクシ、
任務を終了させていただきますデス
イエッ サー！
そ、そうですか
し、失礼いたしました！
調査 続行いたしますデス！
おい、そこのヤツ！
止まれ！！
待ちかねたよ！
それで、残りのタマゴは
見つかったのかい？
・・・いえ、

それが
まだ・・・
何やってんだい！
海賊様が、盗んだお宝
なくしちまったなんて
人に聞かれたら 大笑いされるよ！
ですが、アベール様
アタイらが
海ヘビのヤツラに 襲われた海は
へんなキリが発生していて・・・・
おだまり！
だから、ゾーラだって
手が出せないんだろ！
タマゴがなくなって ゾーラたち
だって、今ごろはチマナコになって
探しているはずなんだ
急がないと ゾーラたちに
先をこされるよ！
タマゴは今 ここに ４つある
残りの ３つのタマゴを
海ヘビのヤロウに食われる前に
早く 探し出すんだよ！！
・・・わかりました・・
お待ち！！
ゾーラのタマゴはね
あの沖に浮かぶ 竜神雲の
ゆいいつの 手がかりなんだよ
あの へんな仮面をかぶったヤツの
言うことが ホントなら
竜神雲の中の神殿に 眠っている
お宝を 手に入れれば
アタイらは、一生 遊んで
暮らせるんだよ
だから、気合入れて 探しな！
わかりました！！
待ちな！
'�海賊のアジトに 盗みに入るなんて
いい度胸だ！
たっぷり、かわいがってやるよ！
'�クッ
このままで すむと思うなよ！
フン、 口ほどにもない
出直してきな！
そこまでだ！
'�ザンネンだねえ
ここから 先には 通さないよ！
クッ やるじゃないか・・・
だけど、これですむと 思うなよ
フン
アタイらを、ナメんじゃないよ！！
アタイは そんなお面じゃあ
ダマされないよ！
そんな お面で ごまかされると
思っていたのかい？
待ちな！
みんな！！
ネズミが一匹 はいりこんでるよ！
待ちな！
みんな！ 変な お面をかぶった
ネズミが一匹 はいりこんでるよ！
なんだ オマエ？
ここは ゾーラバンドの
天才ベーシスト ジャパス様の
部屋だぜぃ
サインが欲しいなら
マネージャーを通してくれよな・・
もうすぐ コンサートだしよ
わけのわからない
メンバーのことは ほっといて
オレたちで セッションしようぜ
ミカウ！！
オマエ どこ行ってたんだ？
もうすぐコンサートだっていうのに
オマエは いなくなるし
リーダーの エバンは曲作りで
部屋に こもりっぱなし・・・
おまけに ルルのやつは
毎日 裏の海に つっ立ってて
話しかけても 返事もしてくれねぇ
そりゃー ルルが オレにキョウミ
がないコトぐらい
オマエらを見てたら わかるけど
それにしたって 様子がおかしい
オマエ 何かオレに かくし事でも
あるんじゃないのか・・・？
まあ、あんまり
センサクはしねえけど・・・
そろそろ、本気でリハーサルを
始めないと コンサートに
間に合わなくなっちまうぜぃ
他のメンバーたちは どうしてた？
そろそろ、リハーサルを始めないと
コンサートに間に合わないって
ホントに わかってんのか？
なあ、エバンの曲ができるのを
待ってないで オレたちで
曲を作らねえか・・・？
その気があるなら
セッションしようぜぃ
エバンに オレたちの曲
聞かせたか？
あいつ なんて・・・？
・・・オマエ もしかして
曲 忘れたんじゃねえのか？

はい
いいえ
そうか、そんなら早く エバンに
オレたちの曲 聞かせてきてくれよ
しょうがねえな～ そんなら
もう１回 セッションするぜぃ
準備はいいか？
おっ？
セッションするか？
オレの作ったフレーズの後を
そのギターで 弾いてみてくれ
��いくぜぃ
イイ感じだぜぃ
きた きた きた
いくぜ～
いい感じの曲ができたぜぃ！
これだったら エバンのヤツも
きっと 気にいるはずだ
・・・でも
アイツ、プライド高いから
オレたちが 作ったって言ったら
イイ顔 しねえだろうなぁ・・・
オマエ なんかイイ方法
思いつかないか・・・？
オレたちが作った曲だって
エバンに言わない方法・・・
なにか ねえかなぁ～？
そんなメロディーじゃ
しっくりこないな・・・
どうした？
いつものオマエらしくないなぁ
ノリが悪いぜぃ！
やめとくか？

うん
いいや
スランプなんだろ？
気にすんなって・・・・
まるで シロートみたいに
音符を確認しながら弾いたような
音だったからなぁ・・・・
また、ノリのいい時に
エバンが おどろくような曲を
オレたちで つくってやろうぜ！
スランプの時は
部屋にもどって
寝ちまうのにかぎるぜぃ
おいおい
人の部屋に勝手に入ってきて
いったい 何しようってんだい？
もしかして その楽器で
オレと セッションでも
したいのかい？
悪いけど 他をあたってくれ
ミカウ？
どこ行ってたんだよ～？
ボク 心配しちゃったよ～
なんかさ～ もうすぐ
町のコンサートだっていうのに
メンバーのフンイキ 最悪でさ～
とくに ルルがさ～
ず～っと 口きいてくれないんだよ
いつもは、元気いっぱいなのにね～
これって、やっぱり
海が変になっているのと
関係あるのかなぁ～？
・・・・実はさぁ～
ボク ルルの秘密
ちょっとだけ、知ってるんだけど
聞きたい～？

聞きたい
別に
海がおかしくなってきてるのは
沖のグレートベイの神殿に 何かが
起こっているって言う ウワサだよ
そんでもって、そんな時は 必ず
神殿を守ってきたゾーラの末えいに
何かよくないことがおこるんだって
ボクが 言いたいこと わかる？
最近、ルルの様子がおかしいのは
もしかして、ルルって・・・
そっか、そうだよね～
ミカウと ルルに秘密なんて
ないもんね～
あっ！
ボクが 変なこと言っているなんて
ルルに 言わないでくれよ～
あのね～ 怒らないで
聞いてほしいんだけど・・・
ミカウの練習場所に 上がるハシゴ
ちょっと、登ろうとしたら
壊れちゃったんだ～
ボク、ダイエットするからさ～
ゆるして！ねっ、ねっ！
ルル どうしてる～？
ミカウとは 口きいてくれるの？
ねえねえ ルルの秘密のこと
なんだけどさ～
あっ、ダレ？
かってに入ってきちゃ 困るよ～
ボクはいいけど・・・
ルームメイトの ミカウが怒るよ～
ボクらのファンなら
ルールは守ってよ～
困るんだよ～
かってに ボクらの部屋で
うろうろ しないでよ～！
アンタ、ゾーラの字 読めるの？
ミカウ
マイ ダイヤリー
今日 ジャパスとセッションした
アイツは 言葉は悪いけど
やっぱり いいフレーズを作る
ボクの演奏はこうだった
今日は、ジャパスのセッションを
ルルに聞いてもらった
すごく 気に入ってもらえたみたい
ルルって やっぱり いい子だ
今日も ジャパスとセッション
ボクらが勝手に曲を作っているので
エバンは 不機嫌だった
ボクの演奏はこうだった
朝から エバンに ルルのことで
呼び出された
すごく あわてていたけれど
いったい 何があったんだろう？
ＰＳ 今週のラッキーカラーは
グリーンだそうだ
ミカウ！ どうだった？
タマゴは 取り戻せたのか？
やったな ミカウ！
じゃあ、さっそく
そのタマゴを 海洋研究所の博士
まで 届けてくれ
博士には もう話はしてあるし
後は 博士に まかせるんだ
おお、神よ！ ルルの歌声を
もとどおり よみがえらせたまえ！
博士には もう話はしてあるし
タマゴを 届けたら
後のことは まかせるしかない
どうだった？
海洋研究所の博士は
タマゴの謎が わかったのか？
そうか・・・
やっぱり ダメか
裏の海にいる
ルルには もう会ったのか？
海賊たちに タマゴを盗まれてから
ルルは ああして 沖をながめて
ため息ばかり ついているのさ・・
・・・・ミカウ！
ルルの歌声を 取り戻すには
あの タマゴが必要なんだ
平和な海で暮らすことに
なれてしまった
今のゾーラ族の中で
荒くれ者の海賊たちと
対等に わたりあえるのは
ゾーラ族の勇者の血を受け継ぐ
オマエ だけなんだ
ルルのことは
まだ、バンドのみんなには
内緒にしてある
刻のカーニバルのコンサートは
みんな 楽しみにしてる
ことだからな・・・・
ルルが 歌えないから
中止だなんて 言えないだろ？
それはそうと ミカウ
タマゴを入れて持ち帰るのに使う
あきビンは手に入れられたのか？
１コのビンに入れられるタマゴは
１つだけだからあきビンは
多いにこしたことはない
ゾーラホールのある海岸の
滝の上のビーバーが
あきビンを持っている話はしたよな
もし、まだなら 海賊の砦に行く
前に行ってみるといい
たのんだぞ ミカウ
刻のカーニバルのコンサートまで
もう、時間がない
はやく海賊から タマゴを全部
取り戻すんだ
ゾーラホールのある海岸の
滝の上のビーバーが
あきビンを持っている話はしたよな
もし、まだなら 海賊の砦に行く
前に行ってみるといい
こまるんだよ
かってに 人の部屋で
うろうろ しないでくれ！
ハァ・・・
ルルの 歌声が戻らなければ
どうしようもないな・・・・
あっ、
ど、どこから入ってきたんだ？
こまるよ～
ここは 関係者以外
立ち入り禁止だよ
サインなら 町のカーニバルで
してあげるから
コンサートの後まで 待っててくれ
オマエたち またオレにナイショで
曲を作っていたのか？
曲を作るのは
リーダーのオレの仕事じゃないか！
オレの曲じゃ 不満なのか！
その曲は 聞いたよ
また いい曲ができたら
聞かせてくれ
おやっ？
その曲は・・・・
んんん
いける いける いける！
ふ～っ

いい曲ができた！
キミ いい感性してるね
この曲は 次のライブで
使わせてもらうよ！
お礼に これを受け取ってくれ！
まさか、盗作だなんて
思っていないよね・・・
サインなら リハーサル後に
してあげる
何してたんだよ～
おそいよ ミカウ！
ルルのね ルルの声が
戻ったんだよ！
早く ルルに 会ってあげなよ～
これで 準備完了だね
町のコンサートが 楽しみだな～
またせたな！
もうすぐ アツイ サウンドを
聞かせてやるぜ！
おそいぜ ミカウ！
練習さぼって どこ行ってたんだ！
さっきから ルルがお待ちかねだぜ
なにしてんだ！
はやく ルルのところに
いってやりな！
なあ、ミカウ・・・
エバンの作った曲って
オレたちがセッションしてた曲と
そっくりだよな・・・？
やあ、いい曲が できたから
楽しみに しててくれ
ミカウ よくやってくれた
ルルの声が
もどったよ
さあ、ルルが オマエに
話したいことが あるようだ

早く いってこい
さあ、はやく！
リハーサル もう、始めるよ
コンサート前に
新曲が 間に合ってよかったよ
でも、ミカウ
練習なしで よく演奏できたな
ったく オマエは 天才だよ・・・
お、めずらしい
ゾーラの海岸なんかに・・・
そうか、ゾーラバンドの
ダル・ブルー 目当てだろ？
さっきも、聞かれたんだけど
ダル・ブルーのメンバーは、
この先のゾーラホールにいるけど
ゾーラホールは 入り口が
海の中だから、もぐりに 自信が
ないと ムリだと思うよ・・・
ダル・ブルーのメンバーだったら
この先のゾーラホールにいるけど
海にもぐれないと
中には入れないよ
よう、ミカウ じゃないか？
滝の上のビーバーから あきビンを
もらうことはできたかい？
あいつら すばしっこいから
けっこう ムズカシイだろ？
でも、ミカウ
オマエ なんであきビンなんか
必要なんだい？
後ろの ツボを
１回で 全部割ることは
キミに できるかい？
われわれ、ゾーラ族の中には
それが できる者がいるんだ
もし、できたなら
イイモノをあげるよ
ものは ためしだ
よく 考えて やってごらんよ
よう、ミカウ
いつもやってた アレ
ひさしぶりに やってくかい？
ギター ばっかり 弾いていないで
たまには 体 動かしなよ
クロックタウンの方は もうすぐ
カーニバルで 景気が良くて
いいなあ・・・
こっちの方はそれどころじゃ
ないんだ
海でサカナが とれなくなったから
町の方に 買いにいってるんだ
昔は ルピーなんて ボクらに
必要なかったのに
ゾーラホールの中に お店がある
から ホントなら イロイロ買って
いってほしいんだけどなあ・・
ホントは ツボ代なんて
ケチくさいコト 言いたくは
ないんだけどさ
海でサカナを とれなくなったから
みんな 町まで買いに
行っているんだよ
川のサカナの味って ちょっと
なじめないんだけど・・・
生きるためには しかたないよね
オマエたちの バンドが町でライブ
して かせいでくれたら
もう、ツボ代よこせ なんて
いわないですむよね
さすが、ミカウ！
顔が ニヤけてるぜ
じゃあ、１００ルピー やるよ
だけど・・・
ツボ代の１０ルピーは
引かせてもらうよ
９０ルピー もらった！
また、チャレンジ してくれよ
へ～
ゾーラ族 以外でも
できる 人がいたんだ・・・
どうした？ミカウ
ギター ばっかり 弾いてて
腕がなまっちゃったんじゃないか？
昔のオマエだったら
こんなツボ カンタンに全部割って
みせたじゃないか
まるで、なれてないヤツみたいに
動きが ぎこちないゾ
悪いけど、壊したツボ代として
１０ルピー もらっとくよ
あっ、困るな～
勝手に ツボを割らないでくれよ
ツボだって タダじゃないんだから
なんだよ、１０ルピーも
持ってないの？
しょうがないなあ・・・
まけとくよ
全部 一気に壊せたら
いいものあげるよ
また、チャレンジしてくれよな
ここは、ゾーラバンド
ダル・ブルーのギタリスト ミカウ
と ドラマーのディジョの部屋だ
一般の人の面会は
受け付けられないよ
ダメ、ダメ ミカウとディジョに
会いたかったら
マネージャーを 通してくれよ
よう、ミカウ
しばらく 見かけなかったけど
どこ 行ってたんだい？
そういえば、リーダーのエバンが
お前を探していたよ
さっきから 何度も
エバンが お前を探していたけど
もう、会ったかい？
ここは ゾーラバンドの
ダル・ブルーのメンバー
ベーシストの ジャパスの部屋だよ
悪いけど 彼はコンサートの練習で
忙しいから 会わせられないよ
バンドのメンバー以外は
たとえ、知り合いでも
入れる ことはできないんだ
ミカウ・・・
ジャパスに用かい？
また、ヤツとセッションするんだろ
いつもの クールな演奏
楽しみにしてるよ！
ジャパスとのセッション
クールな演奏を 期待してるぜ
ここは ゾーラバンド
ダル・ブルーのリーダー
キーボードの エバンの部屋だ
彼は 神経質なヤツだから
コンサート前は
関係者以外 入れないよ
関係者以外は 会いたくても
コンサートが終わるまではムリだね
あっ、ミカウ！
今まで 何してたんだい？
リーダーのエバンが
お前のこと ずっと待ってたんだよ
早く 入って 入って
あんまり リーダーに
心配かけるなよ
う、うるさいな～ 今 忙しいんだ
話しかけるな！
うるさいな～ 今 いそがし・・・
あっ、ミ ミカウ
し、しまった！
いや、ボ、ボクは
ル、ルルの様子がへんだから・・・
し、心配で・・・
べつに、の、のぞいていた
わ、わけじゃないんだ・・・
ボ、ボクは そ、そんな
ヘンな シュミは ないよ
し、しっけいだな・・・
あっ、き、急用を 思い出した
そうだ、そうだった
ボク もう行かなきゃ！
もしかして ダル・ブルーの
リハーサルを 見に？
ちがうの？
キミ、ダル・ブルーは 知ってる？

もちろん
知らない
だよね～ ダル・ブルーは 今じゃ
メジャーグループの仲間入り
だもんな
彼らの リハーサルが
もうすぐ始まるから
見に来たんだと思ったよ
でも、明日は もう町のコンサート
だって言うのに なかなか
リハーサルが 始まらないんだ
何してんのかなあ～？
えっ、知らないの？
今度 町でコンサートを開く
あの 有名な ダル・ブルーだよ
キーボードの魔術師エバンと
骨太のベースのジャパス それに
ドラムのディジョのクールなビート
でも、なんといっても
ミカウの 泣きのギターと
七色ボイスのルルの歌が最高なんだ
あ、ミ、ミカウさん ですよねえ？
コンサートの 練習
がんばってください！
リハーサル 楽しみにしています
リハーサル
しないんですか？
あっ、もしかして
リハーサル なしの
ぶっつけ 本番？
か～！
さすが、天才 ギタリスト
シブイっすね～！
あっ、ステージの照明がついた
いよいよ リハーサルが始まるな
ああ、ルル～
早く ステージに顔を
だしてちょうだい！
ダル・ブルーのコンサート
待ちきれなくて 見に来たのか？
オレは、リハーサルがあるって
聞いてから ここで ずっと
待ってんだ！
ステージに 照明もついてないから
まだまだ リハーサルは始まらない
みたいだな
もう、いつになったら 始まるんだ
早く オレのルルに会わせてくれよ
あ～っ ミカウだ！
なあ、なあ、ルルって
今 何してるの？
うらやましい ヤツだ
いつも ルルと同じ空気
吸ってるんだろ？
それに オレの知らない
ルルのプライベートな顔も
知ってるんだろ？
いいな～ 会わせろとは いわない
写し絵でいいから ルルの
プライベートな顔を 見せてくれよ
もしかして
ルルの なんか持ってきてくれた？
ルルのことなら 何でも知りたいし
何でも ほしいんだ
わかるだろ？ ファンの心理が
う～ん いまいちだけど
いいや 買ってやるよ
今度はもっと ルルが
ちゃんと 写ってる
写し絵をたのむよ
そしたら ホラ・・・
悪いようには しないからさあ～
あっ、この ルルの顔
た、たまらんな～！
これ、オレにゆずってくれ！
な、な！
おつりは とっといてくれ
こういう写し絵だったら
いくらでも 買ってあげるから
また、たのむよ！
あ～ ダメだよ
リハーサル ステージに
上がっちゃ～
今、音の調整中だから
ドタバタしないで
はやく ステージから おりて
ミカウ ちょうどよかった
ギターの音を 確認したいんだけど
ちょっと、音 もらえるかなあ？
ミカウ
ちょっと ギターの音 ちょうだい
うわっ！
ちょっと 大きすぎた
もう少し、下げるか・・・
ＯＫ ミカウ ありがとう
あれっ？
ちょっと 小さいか・・・
もう少し、上げるか・・・
ＯＫ ミカウ ありがとう
あれっ？ また消えてるよ
まいったなあ・・・・
キミ ヒマ？
ヒマなら ２階の客席の照明
つけてきて くれないか？
アレが つかないと
ステージの 照明がつかないんだ
よろしく
照明をつけてくれたのは キミか？
助かったよ
これで スキなもの 買って！
よし 照明の準備は これでＯＫだ
あとは、リハーサルを
待つばかりだな・・・・
でも・・・
またすぐ 消えるんだろうなあ・・
なんだよ ミカウ
ステージの チェックかい？
なんでか わからないけど
照明の調子が 悪くって・・・
照明の 調子がよくないんだ
ミカウ
どうだい 照明は カンペキだよ
さあ、照明が消えないうちに
さっさと、リハーサルを
やっちゃってくれ！ 早く 早く
照明が 消えないうちに
早く リハーサルを はじめてくれ
あっ、ここにも！こまるな～
まだ、リハーサルが
始まってないから いいけど
リハーサルが 始まったら
チケット 買ってもらうよ！
ダル・ブルーは 今や
超メジャー バンドだからね
リハーサルでもチケット売らないと
かえって 人がおおぜい来ちゃって
大変なんだよ
リハーサル 始まったら
チケット 買ってもらうからね！
勝手に 席とらないでね
おい、ミカウ
リハーサルは どうなってるの？
もう、リハーサル始めるからって
言われているんだけど・・・
メンバーは、部屋にとじこもった
ままだし・・・
ルルなんか、ウラの離れ島の前で
ぼーっと してるし
いったい、どうなってるんだ？
ルル大丈夫か？
ウラの離れ島の前にいたけど
なんだか様子が ヘンだったよ
いらっしゃい
なに 探してるの？
欲しいもの なかった？
いらっしゃい
ボク、なに買いにきたの？
おにいちゃんの店で
探してるのは なかったかい？
いらっしゃい
なにか 見つかりました？
あ、ミカウ
いらっしゃい！
なんか、よそよそしく ない？
Μ左右で 品物を見てよ

店主とはなす
買い物をやめる
キミも ダル・ブルー めあてで
来たんだろ？
わかってるって
'�近くに 有名人の 部屋があるから
チョットだけ のぞいてみたら
・・・見つかんないようにね
最近、魚も 手に入りにくくて
こんなモノしか
おいてないんですよ
'�キミらの 人気は スゴイね
ウチの店にも さっきから
いろんな人が 来るよ
勇者の盾（たて） ９０ルピー
勇者が使っていた盾らしいんだけど
ココでは あまり売れてないな
勇者の盾（たて） ９０ルピー

かう
やめとく
矢（１０本） ２０ルピー
弓を使えば けっこう 飛ぶよ
弓を持ってないと、売れないけど
矢（１０本） ２０ルピー

かう
やめとく
赤いクスリ（１パイ） ６０ルピー
体力が弱っているなら、
コレ飲めば 疲れがとれるよ！
赤いクスリ（１パイ） ６０ルピー

かう
やめとく
弓が 使えないと 売れないんだ
あっ、これは アブナイから
バクダンを入れるモノがないと
売れないんだ
これ以上は、持てないよ
これを入れる あきビン
持ってこないと・・・
ルピーが 足りないよ
まいどあり
おだいじに
ミカウ このへんで
金色のサカナ 見かけなかった？
金色のサカナは このあたりのこと
よく知っているから
この先の トンガリ岩まで
案内してもらおうと
思ったんだけど・・・
あの 変なキリさえ なければ
ボクだって 金色のサカナに
たよったり しないんだけれどね
そこのトンガリ岩の先にある
海ヘビの住んでる穴のところで
海賊がヘビに襲われたらしいんだ
なんでも
その時に何か大切なモノを
落としたらしいんだけど・・・
なっ、ミカウも気になるだろ？
ジャマなキリに もどされなきゃ
見に行けるんだけどね
金色のサカナどこいったんだろう？
よう、ミカウ！
海の水が だんだん
元に もどってきたね
変なキリは まだ 完全には
消えてないようだけど・・・
そのうち サカナも
もどってくるよ！
やあ、のんびりと 海水浴かい？
このあたりの海は なま温かくて
気持ち悪いだろ？
それに、変なキリが出るから
気をつけたほうがいいよ！
海水の温度が 下がって
気持ちよく 泳げるように
なっただろ？
どう？
あっ、ミカウ！
こんなところで 何してんだい？
ここは おっかない海賊の砦だから
近づかないほうが いいと思うよ
ボ、ボクは いいんだよ・・・
実は・・・
この砦にいる 海賊は
みんな 女の人で しかも
とびきり美人らしいんだ
へへッ・・・だから
一目 見ておきたいと 思ってね
そんな目で ボクを見るなよ・・・
海賊の砦は ふだん 鉄でできた門
で 閉ざされていて
外からは 入れないよ
もし入れたとしても
海賊が 歓迎してくれるわけじゃ
ないし いいけどね
よう、ミカウ！
オマエ 海賊に 何かしたのか？
さっきから海賊が 緑色の服を着た
ゾーラを 探していたけど
それって、オマエじゃない？
海賊は オマエに
用が あるみたいだったけど・・・
何か したのか？
海は はじめて？
ここは、おっかない海賊の砦なんだ
ウロウロしていると
海賊に見つかって やられちゃうよ
海水浴なら
よそにいったほうが いいよ
ミカウ 何してるんだい！
みんな もう、ステージに
上がってるよ
もうすぐ ダル・ブルーの
リハーサルが 始まるよ
ミカウ！ やっぱり お前のギター
最高だな！
どうだい？ やっぱり
ダル・ブルーって 最高だろ？
ミカウ 調子はどう？
今回も 期待してるよ！
楽しみだなあ・・・
やっぱり ルルの歌声って
最高だよな！ ミカウ
ねえねえ 聞いた？
これで 町のコンサートも
大成功 間違いなしさ
ミカウ 遅刻か？
早く ステージに 上がりなよ
シーッ！
リハーサルが 始まるよ
ミカウ！
新曲は いい感じだよ
気に入っちゃったなあ～
どうだい？
ダル・ブルーの新曲
いい感じだろ？
ミカウ～！！
早く お前の 泣きのギターを
聞かせてくれ～
リハーサル ここから
見ていきなよ
ク～ッ！
しびれるぜ！ やっぱり
お前のギター 最高だぜ！
どう、スゴイだろ？
町のコンサートじゃあ
きっと、もっとスゴイ演奏になるよ
ミカウ！
新曲 期待してるよ
あっ、キミ ラッキーだよ！
さっき 聞いたんだけど
リハーサルは 新曲らしいよ
いい曲だったよ！
でも いつもの エバンの曲とは
ちょっと、ちがう 感じだったな
新曲 聞いたかい？
町でも きっと
評判になると思うよ
おい、おい ミカウ
こんなところで ウロウロしないで
早く リハーサル 始めてよ！
もうすぐ、ダル・ブルーの
リハーサルが 始まるみたいだけど
ミカウのヤツ 何やってんだろう？
ミカウ ダメだよ～
リハーサルに 遅刻しちゃ
でも、演奏は よかったよ
どうだい？
コンサートが 待ち遠しいだろ
やっと来たね ミカウ
メンバーは もう
スタンバってるよ！
なあ、ココ最近
月が 変な感じなのに
気がついてるかい？
そんなこと言うの
ボクだけかなあ？
いい感じだったよ
あとは コンサートが 無事に
開けたら 言うことなしだけど
あっ、ゴメン
気にしないで・・・
ダル・ブルーの 演奏は
カンペキだったね
でも・・・
何か フキツな予感がするんだ
オイテ～ケ～オイテ～ケ～
なければ 用はない！
カエ～レ～
あっ、コレコレ
我が青春にくいな～し
・・・たりない
もっと、オイテ～ケ～
元気が出る 青いもの
オイテ～ケ～
おいしいポリポリ できれば５つ
オイテ～ケ～
エッチ、ツー、オー
オイテ～ケ～
とれたてピチピチ
オイテ～ケ～
小さくて ワシャワシャするやつ
オイテ～ケ～
ピカッと光るの できれば１０コ
オイテ～ケ～
ドカーンと１０発
オイテ～ケ～
温まって、元気が出るもの
オイテ～ケ～
オバケ、そんでもってデカイの
オイテ～ケ～
カルシウムたっぷり元気のもと
オイテ～ケ～
親方さま！ お呼びで！
・・・！！
きさま、なにヤツ！！
ム、無念なり・・・・
テキながら、見事であった
最後に 我が言葉 心して聞け・・
信じる 信じないは お前しだい
死して シカバネ 残すまじ
それが 我がガロたちの おきて
イカーナの谷を 渡りたければ
凍てつく矢じりで
川の魔物を つらぬけ
'�フラットという 音楽家の霊が
イカーナの 墓地に眠っている
ここイカーナには その兄
シャープが いると聞く
イカーナ城で 手に入れたモノは
ロックビルの神殿への道をひらく
知っていることは タダそれだけだ
'�このイカーナの丘には
水車のある家に住む 親子以外は
人間の気配を 感じぬ
水車のある家では、水車をまわして
なにかをしようとした形跡があるが
川が 干上がって
水車が まわらなくなっている
'�イカーナの丘の 干上がった川が
よみがえるには わき水のホラ穴に
行ってみることだ
わき水のホラ穴に入ろうとする者は
墓にかくされた歌を知らなければ
その者に 災いがおこるであろう
'�呪われた人間を 救うには
その者の魂を いやすことが
必要である
'�丘の上の 井戸と
イカーナ城の中庭の井戸は
一つなり
'�イカーナの井戸にいる ギブドは
この世に なにか みれんが
あるため さまよい続ける
'�ギブドたちの みれんは
たいがい 井戸の中にある
'�イカーナ城にいるリーデッドたちは
元は 城の舞踏会に出ていた
人々の なれのはて・・・
イカーナ城の ある部屋の天井は
屋上から 穴を開けることが
できると聞くが・・・
破壊力のある火薬でなければ
こわせない・・・
イカーナ城に入るには
井戸を通ってくるほかに
隠し通路を通ってくる方法がある
'�イカーナ城の王の怒りを静めるには
光さまたげるモノを 焼きはらい
聖なる光を 王に あびせよ
この私が やられるとは・・・
テキながら、見事であった
最後に 我が言葉 心して聞け・・
聖なる黄金の 輝きを放つモノは
血にそまった 邪悪な
赤いしるしを射ぬき・・・
天に大地が、地に月が 生まれる
衝撃をあたえるであろう・・・
我が言葉 忘れるでないぞ・・・
死して シカバネ 残すまじ
それが 我が ガロたちの おきて
ツレテ～ケ～
中のヤツ～オレたちの なかま～
ツレテ～ケ～
うん？
ああっ！ 隊長～どの！！
し、失礼しました
みなのもの 隊長に敬礼！！
おひさしぶりです 隊長どの！
隊長の命令どおり
墓は、しっかり守っておりました！
みな、隊長どのの 次の命令を
心待ちに しておりますぞ
どういたしましょう？

墓を守れ
墓をあばけ
作戦続行ですね！
イエッ サー！
あ、あばけ？
みなのもの！
われに 続け～！
隊長どの！
次の命令ですか？
あん？
うわっ 隊長どの！！
し、失礼しました！！
分隊長は、アチラの 墓の前に
いらっしゃいます
天使のナミダ いざなうメロディー
ここに眠る
さまよえる魂
封じ込める ウツワ
ここに眠る
傷ついた魂 いやすカケラ
ここに眠る
真実の目を持つものが
現われし時
カケラは めざめん
我が魂を 目覚めさせる者
我と戦い
燃えさかる炎を消したもう
ひ、ひ～！！
で、でた～！
まだ、夜になってないのに
ど、どうしてダ～
オラ、この墓地を守っている
墓守のダンペイだ～
顔はコワイけど、悪人じゃねえゾ！
ここにある墓は み～んな
山むこうの イカーナ城の
王さんの家の墓ダ
今でも夜になると、ユーレイが出る
おっかねえ～墓なんだゾ
この墓の奥にある
でっけぇ～ ガイコツみたダか？
あれは、この墓を守っていた
王家の兵隊の なれのはて だって
オラのオヤジが言ってたダ
死んじまった 今でも
ああやって 道をとおせんぼして
王家の宝を守っているとこみると
きっと、りっぱな
兵隊だったんだろうな・・・・
おどる ガイコツって
見てみたいダか？
それなら、このまま ココで
夜になるのを待っててみるダ
オラ、そんなキモチの悪いもん
見たかねぇけどな・・・
ジャマ すんでねぇ！
もうすぐ
おっかねぇ ユーレイが
いっぱい出てくるダ
おめえも、襲われないうちに
早く、家に帰るダ
今日は やけにコウモリが多いダ
オラ、コウモリは にがてなんダ
アイツら
早く どっかいってほしいダ
ひ、ひ～！！
で、でた～！
あっち行ってくれ～
ダ、ダレだ？ おめえ？
ま、まぶしくて
よく見えねえんだけんど・・・・・
ユーレイ・・・じゃねえよな？
・・・妖精？
そうか、妖精の光だったんだな
そんなら、ちょうどいいダ
オラ、王家の伝説の宝を探しに
来たんだけど、タイマツが消えて
こまってたダ
悪いけんど オラの先を歩いて
道案内してくれねえダか？
たのむだ！

はい
いいえ
いや、オラ あきらめねえダ
はい って言ってくれるまで
何度でも たのむダ
今のかーちゃんも
こうやって 口説き落としたダ
どうだ、道案内してくれねえダか？
やってくれるダか？
そんなら、オラは おめえの光を
たよりに歩くから おめえは宝箱の
埋まってそうな場所をさがすダ
宝は 山分けにするし・・
たのんだゾ
おめえ、どこ行ってたダ？
急にいなくなったもんだから
心配してたダ
オラには、おめえの光だけが
たよりなんだからよ
お～い どこいったダ？
もう少し、ゆっくり 案内して
ほしいダ
おっ！
ここは あやしい感じがするダ
ここ掘って いいダか？

はい
いいえ
・・・そんなら
ほかのところ 案内するダ
何も でてこないダ
ほかのところ 案内するダ
変なもん でてきたけど
コレは 宝じゃねえダ
ほかのところ 案内するダ
わぁ～！！
ユ、ユーレイのオヤブンがでたダ！
イカーナの勇敢なる兵士の魂
ここに眠る
もしかして、おめえが
コウモリ 追っ払ってくれただか？
助かったダ・・・
少ないけんど オラのキモチだ
３０ルピー とっといてくれ！
オ、オラは な、何も見てねえし
な、何もしらねえダ・・・
おにいちゃん いい剣 持ってるね
やっぱり、武器は それっくらい
立派じゃないとねえうんうん
川向こうの イカーナの村だけど
最近 おっかねえ 死霊が
わんさか出てねえ
なんでも、イカーナの王家の
亡霊とかなんとか・・・
よくわかんねえけどね
もう、住めやしねえんで
引っ越してきたんだ・・・へへっ
今は、モノ好き親子が
亡霊の研究とか しながら
住んでるだけさ・・・
それにしても、いい剣だねえ・・・
ちょいと、見せてくんねえか？

はい
いいえ
あ、そう！
え！？ そう？
悪いねえ
あ、な、なんか
赤いのが たかってきましたよ
てっ、敵意を感じますねえ
あ、な、なんか
赤いのが たかってきましたよ
てっ、敵意を感じますねえ
そうそう、イカーナの村の親子
なんか、でっかい オルゴールで
亡霊退治に 成功したってね
けど、あんなバカデカくっちゃ
オレのフトコロに入らねえ・・・
い、いや こっちの話・・・へへっ
しかしね
オルゴール 回すのに 川の流れが
いるんだって たいそうだねえ
川 干あがってるから
盗む価値もねえけど・・・
い、いや こっちの話・・・へへっ
・・・・・・
ミドリの帽子くん・・・
ヤツを見つけたよ
ヤツは、このあたりを
狩り場にしている スリで
サコンって いうらしい
ゆうべ、店に来たんで
後を つけてきたんだ・・・
この 岩戸のむこう側に
盗んだモノの 倉庫がある
これは、サコンしか 開けられない
サコンがあらわれるのを
待って 入るしか方法がない
待つさ・・アンジュと約束したんだ
ヤツは きっとあらわれる
あっ！
ちょっと 見て！
お面が かざって あるわよ！！
太陽のお面だ！
しまった！
たのむ そのスイッチを
ふんでくれ！！
なによ
命令するつもり！？
ふんでる間だけ
ドアが開く仕組みだ！
ドアを開けるシカケが
この部屋にもあるはずだ
あっ！ お面が！
回収して 逃げるつもりだな？
急がなきゃ！
ダメだ このスイッチじゃない・・
そっちの部屋を調べてくれ
なにか シカケがあるはずだ
頼む！ 時間がないんだ！！
あいつ、気に入らないけど・・・
しょうがない 協力する？
あの、怖がりのクセに
むこう見ずなところ
トレイル そっくりなのよ
さあ、いくわよ！
さすが、わが
セキュリティー システム
安心です
・・・閉じこめられたな
まきこんじゃって 悪かった
逃げれたら 逃げてくれ
アンジュも 今ごろ
クリミアの牧場へ逃げているころだ

アンタは よくやったよ
彼女も・・・わかってくれるよ
ねえ、もう行こう
オカリナ吹いて 外に出よう
アイツを 一人にしてやろうよ
太陽のお面を とりかえした！
まだ 間に合う！
町へ 行かなきゃ！
えっ？ まだ？
ぜんぜん 目立たない？
・・・・おかしいな
がんばってますよ・・・まあ
えっ？
まさか・・・そんな・・・
おどろいたな
はなしかけてくれたのは
キミが はじめてだ
もう、何年も 手をふって
助けを もとめているのに
みんな ムシして通っていく
オイラ 石コロみたいに
カゲが うすいから・・・
もう、なれているけどね
あの・・・お願い
石コロでも、元気になるクスリ
オイラに くれない？
・・・どうせ、オイラは 石コロさ
石コロらしく じっとしてるよ
あ、ソレ・・・かな？
・・・・元気になった かも
ども・・・
あ・・・コレ・・・お礼・・・
さあ・・・ちょっとは
目立つ 練習でも・・・しよ
われ 死して・・・
月になげき・・・我が 舞いを
世に残せず・・ただ悔いるばかり
（訳）
くやしいぜ お月さんよ
オレは 死んじまったぜ！
あ～あ、オレのダンスで
世界中を 熱狂のルツボにする
予定だったのによ～
この新作 ステップ
ダレかに レッスンしときゃ
よかったよな～
わが舞いを 世にまき・・・
育てよ・・・
（訳）
あんたに おしえたからな
流行らしてくれよ な！
たのんだぞ・・・・
（訳）
たのんだぜ・・・・
私の魂を解放してくれたのは
お前か？
私は イカーナ王家に
仕えていた
作曲家の フラットと申す者である
この地に残る 王家ゆかりの曲は
私と兄の シャープが全て
作曲したもの
おお・・・シャープ
わが いとしき兄よ
悪魔に魂を売り
私を こんな所に閉じ込めた
張本人・・・・
死者をおそれぬ者よ
私の後ろに刻まれた曲を
よくおぼえてほしい・・・
そして どこかで兄に会ったら
告げて ほしい
わが歌が いざなう 数千の雨粒は
私のナミダ
大地に とどろく カミナリは
私の怒り だと！
・・・たのんだぞ
わが歌が いざなう 数千の雨粒は
私のナミダ
大地に とどろく カミナリは
私の怒りなり
呪われし 暗黒の魂を浄化する
メロディーを ここに記さん
死者のみの生きる地
イカーナ王国に なんの用だ
ここは お前のような
生にみちた者の
来るところではない
それとも、死者の仲間に
入りたいとでも いうのか
それも よかろう・・・
ならば、この偉大な作曲家
シャープさまの奏でる
暗黒のメロディーで
安らかに眠り
死者の 仲間入りを するがいい
私には お前のことが
手に取るようにわかるぞ・・・
こりないやつめ
よほど、死者になりたいとみえる
ふむ？
なにやら 心がいやされる
ここちのよい メロディーだ
・・・だがな
暗黒の亡者と なった私には
もはや そんな曲は 通用しない
悪あがきをせず 早く
死者の仲間に 入るのだ
な・・なんだ この曲は？
・・・・ま、まさか
この曲は・・・・
フラットよ わが愛しき 弟よ
死して なお 王家の復活を
夢見た おろかな兄を
ゆるしてくれ・・・
・・・死者を恐れぬ者よ
弟の歌により
私にかけられた 呪いは解けた
全ては、お前の おかげだ
我ら 死した者は この地に
よみがえっては ならぬはず
それを狂わせたのは
全ては 仮面をつけた者の
策略である
お前が ほんとうに
死者を恐れぬなら
この地の 神殿におもむき
我らを 苦しめる呪いの根源を
断って欲しい
そのためには・・・
神殿に入る方法を 唯一知っている
我が 王に会うのだ
王は、滅びたイカーナの城で
呪いを解いてくれる者が来るのを
待っておられるはず・・・
・・・たのんだぞ
イーッヒッヒ
この地方にあった イカーナ王国は
血塗られた 闇の歴史を持ち
今も、この世に 恨みや
みれん を持った魂が
集まりし ところ・・・
ここにいる ヤツラは
自分たちより 強い者を求め
みれんを残して 死んでいった
魂のかたまり
もし、お前さんが
体力と腕に 自信があるなら
この さまよえる魂を
救ってやって おくれ
イーッヒッヒ
今のお前さんでは ムリだが
疲れをとって
腕に 自信がついたら
この さまよえる魂を
救ってやって おくれ
イーッヒッヒ
ただし、３０ルピーいただくがな！
それでも、やるか？

やる
やらない
こんな 世の中だから
こんな 商売が 成り立つのさ
ヒヒヒッ
おっと、
だけどルピーが たりないようだ
ザンネン だったねえ
なかなか 威勢のいい ニイさんだ
時間内に 彼女らを倒して
成仏させておくれ
ただし、お前さんの体力が
ハート ３つ以下になったら
中止させてもらうよ
せめてもの お情けだ
かくごは いいか？

はい
いいえ
おじけづいたのか？
イーッヒッヒ
彼女らの魂は いやされたようだ
お前さんに 渡すよう
彼女たちからの あずかり物だ
受けとれ、
たしか、その名前 だったな？
人の 心の中が 読めるんでね・・
お前さんが ココに来ることは
知っていたさ・・・
これで 私の魂も いやされる
それでは・・・・
イーッヒッヒ
お前さんが どんな不可思議な力を
持っていても コレ以上 戦うのは
ムリみたいだな
お前さんが どんな不可思議な力を
持っていても
そんなにかかっていては
彼女らの魂は いやされないよ・・
もう１度その体力でやってみるか？

はい
いいえ
もう、おじけづいたのか？
イーッヒッヒ
だから、その曲では 魂のすべてを
いやすことは できない
ただし、３０ルピー いただく！
と、いいたいところだが
１０ルピーで いいよ
イーッヒッヒ
お前さん いいお面をつけてるねえ
それは この世に一番みれんを
残しているヤツの お面だな
そいつで ヤツラの みれん を
聞いてやりな・・・
お前さんなら この先で さまよう
魂たちを 救えるかも しれないな
イーッヒッヒ
それは 血塗られた歴史を持つ
丘の上の城で 隠密活動をしていた
忍者の首領の お面だな
そいつで 今もなお
さまよう ヤツラの魂を
呼び出せるかも しれないな・・・
お前さん この先で さまよう魂を
救ってやって おくれ
イーッヒッヒッ
イーッヒッヒ
お前さん おもしろい お面を
つけてるねえ
それは 丘の上にある城に
つかえていた 兵士の
隊長のお面だな
この先は この世に 恨みや
みれんを 残した者の魂が
集まりし ところ
今も 魂を救う者を求めて
さまよっている
そのお面だけでは ヤツラを
救うことは できないよ・・・
他には ないのかい？
ザンネンだが ココを
通すわけには いかないな
イーッヒッヒッ
イーッヒッヒ
お前さん 自分の馬を
持っているかい？
牧場にいる腹黒いヤツラが
持っている さまよえる魂の宿る面
を かぶってなければ
ココを 通すわけにはいかないな
イーッヒッヒッ
イーッヒッヒッ
お前さん
こんなところで 何してる？
この先の イカーナの丘は
この世に 恨みや みれんを残して
死んでいった 魂のさまよえる地
今も 魂を救う者を 求めて
さまよっている
ザンネンだが
お前さんのような者が 来るところ
では ないな・・・
でも、どうしても というのなら
牧場あたりでさまよえる魂の宿る面
を 手に入れることだ
その面がなければ ヤツラの魂を
救うことは できないよ・・・
それまで、ここを通すわけには
いかないな
イーッヒッヒッ！
イーッヒッヒ
お前さん 自分の馬を
持っているかい？
牧場にいる腹黒いヤツラが
持っている さまよえる魂の宿る面
を かぶってなければ
ココを 通すわけにはいかないな
イーッヒッヒッ
イーヒッヒッヒ
お前さん どうやら
イカーナに集まる
さまよえる魂たちを
成仏させてやったようだね・・・
でもな、この世界には
イカーナ以外にも
この世に恨みや みれんを
残した魂たちが
ウジャウジャ いるんだよ
この部屋の中にいる ヤツラは
お前さんに もう一度 会いたくて
ずっと ここで待っていたんだ・・
お前さんに その気があるのなら
会っておやり・・・
きっと 歓迎してくれるよ
イーヒッヒッヒ！
イーヒッヒッ
やっぱり お前さんは
すごい人だね
どうやら、ヤツラの魂は
いやされたようだね・・・
私も そろそろ 消えるとするか
それじゃあ・・・
イーヒッヒッヒッ！
イーヒッヒッヒッ！
この部屋の中にいるヤツに
会いたいのなら
もっと、寿命をのばしてからおいで
暗黒の地 イカーナに
いまわしき 光を持ちこむ
ふとどき者よ・・・
お前が みちびく 光の前に
わが シモベは
なすすべもなく たおれた
だが、しかし
真の暗黒が どのようなものか
ジャマだ どいてろ！
また、やられるだろ！！
ジャ、ジャマ～？
やられたのは お前がヘボだからだ
オレのせいに するな！！
なにっ！
もういっぺん 言ってみろ！

ヘボ
ヘボ ヘボ ヘボ ヘボ ヘボ
ヘボ ヘボ ヘボ ヘボ ヘボ
もう、言うなー！
ク～！
イカーナ王国いちの 剣の使い手と
いわれた このオレにむかって・・
イカーナ王国いちの 剣の使い手？

オマエが・・？

・・・抜け！

へっ？
剣を抜けと 言ってるんだ！
'�・・・・・・・
どうやって？
ムゥ～ッ！！
よさぬか！
このバカモノ
お前たちは まだわからんのか！
'�王国が 滅びて
われらが こんな姿に
なってしまったのは・・・
このような
小さい争いのつみかさねが
原因だったではないか・・・
仲間を 信じ それに応え
失敗を許す・・・そんなキモチが
われわれの 心から消えたのは
何者かによって
あの ロックビルの扉が
開けはなたれた 時からだ
闇に 光をもたらす者よ
私は イカーナ王国の王
イゴース・ド・イカーナ
お前の もたらした光によって
われわれに かけられた
呪縛はとけた
この地に 真の光を 取り戻すには
暗黒の風がふきだすロックビルの扉
を封印しなければならぬのだ
だが、ロックビルは わが国の
数百の兵をして 落とせなかった
難攻不落（なんこうふらく）の場所
一人でいどむには ムボウすぎる
・・・・そこでだ
お前に 神殿の闇にまどわされぬ
心を持たぬ兵を さずけよう
心を持たぬ兵
すなわち、自らの ぬけがらを
生み出す ことのできる力だ・・・
わが王国に 真の光を・・・
シモベの住む 暗黒は
しょせんは かりそめのモノ
おのれの目で 確かめるがいい！
待て！

私の 負けだ！
武器を しまわれよ・・・
私は 丘の上のイカーナ王国で
イカーナ軍を指揮していた
スタル・キータ と申す者
王国で起きた戦いに敗れ
屍となってからも 我が魂を
呼び起こしてくれる者が訪れるのを
ここで 待ち続けていた
私を呼び起こし 見事うち倒した
若き剣士よ
そなたの力を見込んで 頼みがある
'�燃えさかる 炎の中にある
我が魂を 手にし
死してなお 私への忠誠を
つらぬき通す 我が部下たちに
私の言葉を 伝えて欲しい
もう、戦いは終わったのだと・・・
これで、私は 安らかな眠りに
つくことができる・・・
隊長どの！
しばらく 休暇を いただいても
よろしいでしょうか？
イエッサー！
おお、キータ！
キータ隊長では ないか！！
・・・・・・・・・・・にしては、
私としたことが もう少しで
ダマされる ところであった・・・
私に 追いつくことすらできぬとは
しょせんは その程度の力で
あったか・・・・
ち、ちいせーー！！！
やめて！
あなた ダレ？
勝手に 人の家に入りこんで
何してるの！
また、あなた なの？
私たちのことは ほっといてって
言ったでしょ！
ダメ！
私よ！ パメラよ！
出てって！
ここで 見たことは 全部忘れて
早く 出てって！
・・・お父さん？
パメラ！
お父さーん！
私は今まで 何をしていたんだ・・
なにも・・・してないよ・・・
悪い夢を見て
少し うなされていただけ
・・・パメラ
あの・・・・お父さんのこと
・・・・ありがとう
・・・でも
キミが 助けてくれたことは
お父さんには ナイショなの
だって、お父さんは
ちょっと、フシギなことが起こると
すぐに 研究 研究って
ムチャなことばかり するから・・
もう少し、おちついたら
こんな キケンな場所で研究
するのをやめて
町に帰るように
説得してみようと 思っているの
だから・・・
お父さんが、キミを見たら
きっと、また・・・・
・・・ゴメンね
キミの フシギな力・・・
それを見たら お父さん、きっと
研究したいって言うに決まってるわ
だから 本当は・・・
あまり、お父さんに 会って・・・
ほしくないの・・・
勝手なこと 言って ゴメンね・・
アナタ だれ？
勝手に 人の家に入ってこないで！
おおっ！
これは、妖精じゃないか！
これは キミのか？ 少年！
私は 妖精やゴースト その他、
ありとあらゆる フシギなモノを
研究している 高名な学者であ～る
ちなみに、今
オルゴールから 流れている
「さらばギブドのテーマ」は
長年ギブドを研究し続けて
ついに たどりついた
ギブドを 追い払う曲なのであ～る
まっ、ゴーストに関して
私の右に出る 学者はいないので
なんでも 聞いてくれたまえ
それにしても・・・・
こんな 元気な妖精はひさしぶりだ
どうだ 少年！
私に この妖精のことを
研究させてくれないか？
おっ ムムムッ！
私の ゴーストレーダーが
モウレツに反応しているのであ～る
だが・・・・
いつもと、チト、反応がちがうな？
これは、ヒジョ～
に
キョウミぶかい 反応であ～る！
フムッ キミは ゴーストのようで
ゴーストで ないようだ・・・
これは、ヒジョ～
にキョウミぶかい
どうだ、キミ しばらく ここで
私に 研究されてみないか？
その絵に キョウミがあるのか？
そいつは、ミイラ男で
学名を ギブドというのであ～る
この先の 丘の上にある井戸には
イカーナ王国に 伝わる宝が
眠っているという ウワサがあって
お宝 欲しさに 井戸に入って
ギブドにされてしまった者の魂が
ウヨウヨしているらしい
ミイラ取りが、ミイラになるとは
よく いったもんだ！
私も いっぺんだけ
あの井戸に 行ってみたことが
あるのだが・・・・
フシギなことに
あそこで 起きたことを
まったく、おぼえていないのだ
まあ、何が起こるかわからないので
近づかないほうが 身のためだな
その絵に キョウミがあるのか？
そいつは、忍者のゴーストで
学名を ガロ・ローブと
いうのであ～る
もともとは、イカーナ城を
さぐりに来た テキ国のスパイの
なれのはて・・・
生きていた時の ことが忘れられず
今もなお、魂だけが スパイ活動を
続けてるらしい・・・
ウワサじゃ、そのガロが
町向こうの 牧場あたりに
出没するらしいけどね
なれのはて といっても
ガロは、忍者のはず
人前に 姿は あらわさない
なのに それが、牧場で
よく目撃されるなんて・・・
ヘンな はなしだ
おおっ！ その面は
まさしくギブド！
少年！
いったいそれをどこで・・？
ムムムッ 見れば見るほど
本物のギブドそっくりの面であ～る
それがあれば、
ギブドたちと心を通わせ
ギブドの生態（せいたい）を
探ることができるかも
知れないのであ～る！
どうだ！ 少年
私に その面の研究を
させてくれないか？
キャー！！ 出てって！
・・・もうたくさんよ
まいどッピ！
お客さん この辺の人じゃ ないね
ワシ、デクナッツ専門で
ココで 魔法のマメ
売っているんだけど
ホントは、ふるさとを 離れて
もっと にぎやかな所で
ひとはた あげたいッピ！
でも、よそで商売するには
それなりの スジを通さないと
店が 持てないッピ・・・
わかるかい お客さん？
悪い 悪い
商売してなきゃ
わからねえ話だったッピ・・・
別に 気にしないでくれッピ
あっ、それは
町の土地の権利書だッピ！
お客さん ソレゆずって欲しいッピ
かわりに、ここの土地
ゆずるッピ！
さっそく、町に行くッピ
そんじゃあ、後は よろしくッピ！
まいどッピ！
ワシ、デクナッツ専門で
商売してるッピ
ホントは、お城の中で商売しようと
思ったけど、でっかいタコがね・・
いてね・・・・
・・・しょうがないから
ここで 商売してるッピ！
お客さん、
魔法のマメって知ってる？
１コ １０ルピーで売ってやるけど
いるッピ？

はい
いいえ
なんだ、ザンネン
じゃあ、また 欲しくなったら
声かけてくれッピ
あれ、なんだ オマエ
マメの使い方 知らないッピ？
それじゃあ、売れないッピ・・・
ルピー 足りないッピ！
それ以上 魔法のマメは
持てないッピ！
まいどッピ！
まいどッピ！
あっ、
権利書くれた お客さんだッピ！
おかげで 念願の場所で
商売 できるように なったッピ
だけど、ココは マメを植える所が
少ないッピ・・・
まいどッピ！
オープンしたばかりですので
よろしくッピ！
お客さん
魔法のマメって 知ってるッピ？
１コ １０ルピーで売ってやるけど
まいどッピ！
こんなところで 仲間に会えるとは
ワシ、ゴロン専門で
ボム袋 売っているんだけど
ホントは、地元にもどって
草や木に かこまれて
商売したいッピ・・・
でも、地元で商売するには
それなりの スジを通さないと
店が持てないッピ
わかるかい？
悪い 悪い
思わず グチを 言ったッピ
別に 気にしないでくれッピ
それは 町で商売するのに
必要な 権利書だッピ
そんな にぎやかな場所は
やだッピ・・・
あっ、それは
沼の土地の権利書だッピ！
それゆずって 欲しいッピ！
かわりに、ここの土地
ゆずるッピ！
さっそく、沼にもどるッピ！
そんじゃ、あとは よろしくッピ！
まいどッピ！
ワシ、ゴロン専門で
商売してるッピ！
悪いけど ゴロンさんじゃなけりゃ
商売しちゃ いけないって
アキンド協会の キマリだッピ
これだけは ワシでも
どうにもならないッピ
・・・つらいッピ
まいどッピ！
ワシ、ゴロン専門で商売してるッピ
いわば アナタは お得意様だッピ
今なら お得意様だけ
買い取りキャンペーンをしてるッピ
ふつうなら、１０００ルピーする
最大のボム袋を
今なら、お客さんの持ってる
大きなボム袋と２００ルピーで
コウカンするッピ
なんだ・・・・
お客さん もう最大のボム袋
持ってるッピ！
大きなボム袋 持ってないと
１０００ルピー でしか
売れないッピ
ザンネン
ルピーが 足りないッピ！
なんだ ザンネン
また、来るッピ！
お客さんのおかげで
地元にもどって
商売できるように なったッピ
ワシ、ホントにうれし～ッピ！
お客さん
普通なら １０００ルピーする
最大のボム袋を
今ならナント お客さんが持ってる
大きなボム袋と２００ルピーで
コウカンするッピ！
まいどッピ！
お客さん 山の人だッピ
ワシ ゾーラ専門で
緑のクスリ 売ってるんだけど
ホントは もっと すずしくて
空気のうまい ところで
商売したいッピ
それは！
・・・なんだ
町の土地の権利書だッピ
都会は、空気がうまくないッピ
それは！
・・・なんだ
沼の土地の権利書だッピ
まだ、ふるさとにはもどらないッピ
悪い 悪い グチばかり いって
きっと、この暑さで 意識が
モウロウとしているんだッピ
おっ それは 山の土地の権利書
お客さん ありがとうッピ！
ヤッホ～
いざ リゾート地へ
山が ワシを呼んでるッピ！
まいどッピ！
ワシ、ゾーラ専門で
商売してるッピ！
悪いけど ゾーラさんじゃなけりゃ
商売しちゃいけないって
アキンド協会の キマリだッピ
コレだけは、ワシでも
どうにも ならないッピ・・・
まいどッピ！
ワシ、ゾーラ専門で商売してるッピ
だから、アナタは お得意様だッピ
アンタ、この部屋の人？
ワシ、潮風に めっぽう弱くって
悪いけど、ちょっとだけ
ここの場所 かして欲しいッピ
・・・それにしても
ずいぶん ちらかった部屋だッピ
何か あったッピ？
まあ、そんなことは
どうでもいいッピ！
それより
お客さん 緑のクスリ
１パイ ４０ルピー で売るッピ！
クスリは 中身だけ！
あきビンがなけりゃ、売れないッピ
あっ、権利書くれた
お客さんだッピ！
・・・おかげで
死にそうなぐらい 寒い山で
商売ができるようになったッピ！
・・・サギだッピ
意地でも 店を続けるッピ・・・
ううううう、まいどッピ
よ、よろしくッピ
さ・・・寒い・・・
お、お客さん 緑のクスリ
１パイ ４０ルピーで 売るッピ
い、いるッピ？

はい
いいえ
いらないの！
じゃあ、欲しくなるまで
寒いから、声かけないでくれッピ
ま、ま まいどッピ・・・
うううううう・・・・
まいどッピ！
お客さん 海の人だッピ？
ワシ、この辺で
青いクスリ 売ってるんだけど
ホントは 潮風にあたり
波の音を聞きながら 波をバックに
商売が したいんだッピ
それは！
・・・なんだ
町の土地の権利書だッピ
町は うるさくて波音なんか
聞こえないッピ
それは！
・・・なんだ
沼の土地の権利書だッピ
沼地には、大きな波が こないッピ
それは！
・・・なんだ
山の土地の権利書だッピ
高い山には
潮風なんか ふかないッピ
悪い 悪い
ワシの ユメばかり はなして
気にしないで くれッピ・・・
おっ それは
海の土地の権利書じゃないかッピ
それ、ゆずってくれッピ！
たのむ それがあったら
ワシの ドリームが かなうッピ！
タダとは いわん
これやるッピ！
ヤッホー！
小麦色した 美女たち
待ってるッピ！！
まいどッピ！
ワシ、この谷で商売してるッピ
お客さん 谷のむこうに行くのは
やめておいたほうがいいッピ
あそこは、呪われているッピ
悪魔ばらいの かぶりモノが
なければ 悪魔に
とりつかれてしまうッピ
ウワサじゃ 悪魔は
同じ姿の者でないと
怖がらないらしいッピ
呪われた時に 効く
青いクスリ いらないッピか？
１パイ １００ルピー だけど
この先に行くのは やめるッピ
悪魔ばらいの かぶりモノが
なければ 呪われてしまうッピ～
あっ そう！
呪われるッピよ～！
まいどッピ！
呪われたら すぐに 飲むッピ！
まいどッピ！
あっ、権利書くれた
お客さんだッピ！
たしかに 海は 海だけど
ここって・・・・
ダレの部屋でも かまわないッピ
もう、ここで 商売するッピ
まいどッピ！
お客さん 青いクスリ
１パイ １００ルピーで 売るけど
じゃあ、欲しくなったら
ここに来るッピ！
だけど、つまみ出されているかも
しれないけれど・・・・
あっ！アンタ こんなところで
なにしてるッピ！！
ここは、ワシのヒミツの倉庫だッピ
勝手に入ってもらっては
こまるッピ！！
たのむッピ！
ハートのカケラを 売ってやるから
ナイショに してほしいッピ・・・
１コ １５０ルピーで いいッピ！

買う
買わない
・・・・う～ん ダメかッピ
そんなら おおまけにまけて
１コ １００ルピーで どうッピ？

買う
買わない
もう、いいッピ！
そんなら、ココじゃないところに
新しく 倉庫つくるッピ！！
ルピーが 足りないッピ！
もういいッピ！
ここは 不用心だから
ほかに うつるッピ！
アンタを信じないわけじゃないけど
用心のため
倉庫をほかにうつすッピ！
アンタも 早く 出てくッピ！
あっ、アンタ・・・
よう、ベイべ～！
オラ、ナイスな楽器を求めて
さすらう こいきなカカシだ
ベイベが、望むなら
時間を忘れて 夜までダンシングだ！
ｏｈ ベイべ～！
いいモノを 持ってるな！
そいつで ベイベが作った曲を
聞かせてくれよ！
そんな曲じゃ
カカシのハートにゃ ひびかないぜ
ベイベ～！
アウッ！ ｏｈ イヤーッ！
なかなか ナイスな曲だったぜ
ベイベ～
ところで・・・
この世の中には
時を思ったように 変えられる曲が
あるらしいな
オラが聞いた話じゃ
その曲を さかさに演奏すると
時の速さを ゆっくりにできたり
一つの音を ２回づつ演奏すると
半日時間が 進められる
そんな 曲があるらしいんだが・・
オラは、べイべの聞かせてくれた
さっきの 曲がお気に入りさ！
また、オラに会いたくなったら
どこかで さっきの曲
演奏してくれよ！
じゃ～な ベイベ！
アウッ！ ｏｈ イヤーッ！
また会ったな ベイベ～！
いつもながら ナイスな曲だったぜ
ベイベが、望むなら
時間を忘れて 朝までダンシングだ！
でも、なんだか・・・外が
やばいフンイキに なってきたんで
オラ ココをはなれるぜ！
そんじゃ、シーユー ベイベ！
シャル ウィ ダ～ンス？

いいえ
はい
ｏｈ ソーリー そいつはザンネン
それなら ベイベが作った曲を
オラに聞かせてくれよ！
ｏｈ イヤーッ！
そんなら 時間を忘れて
レッツ ダ～ンス！！
ｏｈ イヤーッ！
どう？ アッという間だったろ？
オラは まだまだ 元気いっぱい！
時のオカリナ
ゼルダ姫との思い出の楽器
Αと４つのΓで演奏Βでやめる
勇者の弓
Γを押すとかまえて、
はなすと 矢を発射
炎の矢
Γにセットで 弓矢が変化
命中すれば、火ダルマになる
氷の矢
Γにセットで 弓矢が変化
命中すれば、敵も凍る 鋭い矢
光の矢
Γにセットで 弓矢が変化
聖なる光が、悪を射る
デクの実
飛行中にΒを押して、空中爆弾
光って 敵の動きを止められる
バクダン
Γでかついで、セットする
走ってΓで 投げられる！
ボムチュウ
Γでかついで、セットする
カベをのぼる 新型バクダン
デクの棒
Γにセットし、Γで振る
しまう時は 立ち止まってΑ
デクの実
Γを押して、投げて目くらまし
敵の動きを止める
魔法のマメ
やわらかい土を さがして、
Γでまく
大バクダン
Γでかついで、セットする
大だけに、イリョクもデカイ！
写し絵の箱
Γで 使って Αで写す
とっておけるのは １枚だけ
まことのメガネ
魔法を使って、真実が見えて
も一度押すと効果が消える
フックショット
Γを押しながらΜでねらい
はなすと 発射
大妖精の剣
Γにセットして使う
黒バラが刻まれた 最強の剣
あきビン
いろいろ入れて、Γで使う
赤いクスリ
Γで使えば、体力回復
緑のクスリ
Γで使えば、魔力回復
青いクスリ
Γで使えば、体力、魔力も全回復
妖精
Γに セットして使えば
体力を 回復してくれる
デク姫
Γで使えば、外に出せます
ミルク
Γで使い １回飲めば
ハート５コ回復 ２回飲める
ミルク（１／２）
Γで使い 飲めば
ハート５コ回復
サカナ
とれたて ピチピチ
Γで使う
ムシ
Γで 出すと
小さな穴に もぐる
ポウ
Γで使って飲むと ハートが
回復する時と 減る時とがある
ビッグポウ
Γで 売るコトも できる
泉の水
水をほしがっているモノに
Γで使ってみる
温泉のお湯
さめないうちに
Γで使ってみる
ゾーラのタマゴ
Γで使う
少し、元気がない
砂金
Γで わたす
かなり 極上品
魔法のキノコ
Γで わたす
かぐわしいカオリのするキノコ
タツノオトシゴ
Γで使う住んでいた
トンガリ岩に帰りたがっている
シャトー・ロマーニ
Γで飲むと 魔法の力が
わいてくる スタミナ持続力
ハイラルどじょう
Γで使う
めったに釣れない幻のサカナ
月の涙
美しい輝きの中に あやしさを
ただよわせる月の石 Γで使う
土地の権利書
クロックタウンのデク花の
権利書 Γで使う
沼の権利書
町の土地の権利書とコウカン
Γで使う
山の権利書
沼の権利書とコウカン
Γで使う
海の権利書
山の権利書とコウカン
Γで使う
宿のカギ
持っているだけで ナベかま亭
の夜間の出入りができる
母への速達
Γでわたす
カーフェイの母へのお届けもの
カーフェイへの手紙
Γで使う
お届け先は 三角ポスト
思い出のペンダント
Γで使うカーフェイから
アンジュに渡すように頼まれた
デクナッツの仮面
Γでかぶると デクナッツに
乗り移る もう１度Γでもどる
ゴロンの仮面
Γでかぶると ゴロンに
乗り移る もう１度Γでもどる
ゾーラの仮面
Γでかぶると ゾーラに
乗り移る もう１度Γでもどる
鬼神の仮面
Γでかぶる 邪悪な力が
宿るボス部屋のみ 使用可能
まことのお面
Γでかぶるとゴシップストーン
や 動物の心を見通せる
カーフェイのお面
Γでかぶって ゆくえ不明の
カーフェイの聞きこみができる
夜更かしのお面
Γでかぶると 眠れなくなる
ウサギずきん
Γでかぶると よく聞こえ
よく走る野生の力がわいてくる
キータンのお面
化けキツネ キータンのお面
Γでかぶる
ガロのお面
隠れているガロを 呼び出せる
お面 Γで かぶる
ロマ－ニのお面
Γで かぶるとバー「ラッテ」
の会員証に
座長のお面
Γでかぶって 聞きこみ
ができる
ポストハット
Γでかぶると
ポストをのぞく事ができる
めおとの面
Γでかぶると
人々の心を なごませる
大妖精のお面
神殿に捕われている妖精を探す
妖精が隠れている所で髪が反応
ギブドのお面
Γでかぶると 本物のギブド
さえ仲間と間違える
ゲーロのお面
Γでかぶるとカエル合唱団の
団員を呼び集められる
カマロのお面
Γでかぶると キミョウな
ダンスが踊れる
隊長のボウシ
Γでかぶると 隊長に
なりすませる
石コロのお面
Γでかぶると 石コロになり
まわりの景色になじむ
ブレー面
Γでかぶると 動物の子供が
リーダーと間違える
バクレツのお面
Γでかぶって Βで爆発！
ハートが減るのがタマにキズ
ブーさんのお面
Γでかぶると ニオイを
かぎわける力が するどくなる
巨人の仮面
ある部屋でかぶると
体が巨大になる
コキリの剣
コキリの森にある 使い慣れた
思い出の剣
フェザーソード
コキリの剣をカジ屋で鍛えた剣
１００回までなら刃こぼれせず
金剛の剣
フェザーソードに砂金を混ぜて
さらに鍛えた絶対折れない剛剣
大妖精の剣
Γにセットして使う
黒バラが刻まれた 最強の剣
勇者の盾
Εでかまえて防御 Ｚ注目中に
Εで移動しながら防御も可能
ミラーシールド
使い方は 勇者の盾と同じ
特定の光を 反射できる
矢立て
矢を持てる数が
最高３０本 まで持てる
大きな矢立て
矢を持てる数が
最高４０本 まで持てる
最大の矢立て
矢を持てる数が
最高５０本 まで持てる
ボム袋
バクダンを持てる数が
最高２０コ まで持てる
大きなボム袋
バクダンを持てる数が
最高３０コ まで持てる
最大のボム袋
バクダンを持てる数が
最高４０コ まで持てる
オドルワの亡骸
ウッドフォールの神殿にいた
ボスの亡骸
ゴートの亡骸
スノーヘッドの神殿にいた
ボスの亡骸
グヨーグの亡骸
グレートベイの神殿にいた
ボスの亡骸
ツインモルドの亡骸
ロックビルの神殿にいた
ボスの亡骸
ハートのかけら
４つのかけらで １つの器
器がふえれば ライフがふえる
ボス部屋のカギ
ダンジョンに潜むボスの部屋へ
入れる
コンパス
ダンジョン内に かくされた
いろんな物の場所が わかる
ダンジョンマップ
青い部屋は 行った場所
点滅するのは 現在地
はぐれ妖精
神殿に捕まった１５人を助け
同じ色の妖精の泉に連れていく
ビクともしないわ！
あーあ、ガンジョウな
てつごうし まで降りちゃって・・・
ほかの方法を考えましょ！
カギを持ってないじゃない！
カギあなのカタチが、
ふつうのカギあな と違うわ！
その姿で乗ったら、
馬がつぶれちゃうわ！
� '�その姿じゃあ、体がすべって
乗れないわよ！
その姿じゃあ、
馬にとどかないでしょ！
ダレじゃ？今は精神を集中しておる
用があるのなら、後で来なさい！
ただいま 手紙 集配中
しばらく お待ちください
ポストハウス
朝 ９時～昼 ３時まで
マニ屋
夜１０時から
ただいま １時間ほど 休憩中
カギが かかっている・・・・
魔法オババのクスリ屋
ただいま準備中
営業時間 朝６時～夜６時まで
観光案内所
本日は終了しました
営業時間 朝６時～夜６時
射的場
朝 ６時～夜 １０時まで
宝箱屋
朝 ６時～夜 １０時まで
マト当て屋
ハニーとダーリンの店
朝 ６時～夜 １０時まで
会員制ミルクバー
「ラッテ」
夜１０時開店
ナベかま亭
チェックインは 朝８時から
従業員室
関係者以外 立ち入り禁止
だって・・・
町長公邸の一般公開のおしらせ
一般公開は 朝１０時～夜８時まで
クロックタウン町長
他人の部屋を のぞくなんて
アンタ、サイテーね！
当牧場は、朝６時からです

ロマニー牧場
？
中から カギが かかっている
コッコ小屋
朝６時～夜８時までだぜ
ママム・ヤンのドッグレース場
朝６時～夜８時までよ
あらやだ
ロマニーは お休み中
本日の営業時間は終了しました
くじ販売 朝６時～夜５時５９分
引き換え 夜６時～夜１１時まで
私の家に 近よらないで！
お父さんは、アンタたちの
仲間なんかじゃない！
・・・・・・・・
お願いだから
ここで見たことは忘れて・・
私たちのことは ほっといて！
カギが かかってるから
きっと、いないわよ！
会員の方ですね
どうぞ お入りください
いらっしゃいませ
会員証を お見せください
沼の射的場
朝 ６時～夜 １０時まで
はい、もう店じまいするよ
出てってねー！
もう、閉店の時間だから
出てってちょ～よ！
とう ナベかま亭は 夜８時３０分
を持ちまして 閉館となります
まことに ありがとうございました
もう、２人っきりになる時間だから
悪いけど 出てって！
本日の営業は終了しました
また、どうぞ
レディーは お休みみたいよ
おジャマ虫は 退散しましょ
もう、ココ 閉めるみたいよ
外に出るわよ！
来たわ！！
ちょっと、店を閉めるから
出てってね
さ、今夜の開店の準備を
しなくては・・・
おひきとりください
店がはじまる・・・
悪いけど 帰ってくれ
お店 はじまるみたいよ！
ジャマだから いきましょ
はい、もう 店じまいの時間だ
またな
はい、もう 店じまいの時間だ
はやく、逃げな・・・
そろそろ、月を斬るための精神統一
をするので 悪いが出ていってくれ
ごめんなさ～い
もう、お店を閉める 時間なの
また、遊びましょ
もう、時間だから
はやく、おウチに かえりなさい！
わからない！
��スナッパーよ
こいつの動きは 自分の体の
弱い部分を見せないように動くの！
ミニババよ
こっちから 近づかないと攻撃して
こないんだから ビビらないでよ！
マッドゼリーの中に逃げ込んだわ
体をやわらかくしてるから 攻撃
してもダメよ！この体なんとかして
��スタルチュラも 知らないの？
カタイ体に守られてるけど、お腹
だけは、やわらかいのよ！
レッドチュチュよ
どうってことないヤツじゃん！胃に
何かを飲みこんでいるのが特徴ね
ブルーチュチュ・・・・
胃の中に何も飲みこんでないから
これじゃあ タダの水の固まりだわ
��デクババも 知らないの？
のびきった時、斬るのがコツね
棒や実は コイツからできてるのよ
��バイオデクババ・・・
落ち着いてよく狙って！一発で
倒さないと 私 知らないからね！
��デクババじゃない
ちょっと 枯れかけてるけど・・・
斬れば棒ぐらいにはなるんじゃない
��デキシーハンドよ
しんちょうにね・・・近づきすぎて
捕まっても 知らないわよ！
ネジロンよ
あまり 近づかないほうがいいわ
コイツ火薬のニオイがキツイから！
��ジャイアントビーよ
なんでもかんでも 私に聞かない！
倒すなり逃げるなり 好きにしたら
ドドンゴも 知らないの？
動きが のろいんだから 後ろに
回りこめばいいのよ わかった？
��ディープパイソンよ
うまく近づいて シビレさせるのよ
しくじったら ヤラレルからね！
��デスアモス・・・神殿の衛兵よ
見なさい ムネの赤いマークを！
どこかで 見たこと あるでしょ
��ダイナフォスも 知らないの？
防御しながら Ｚ注目をうまく使う
それと、コイツ 火を吹くからね！
��ファイアキースも 知らないの？
突っ込んでくる前に 絶対倒してよ
私 燃やされたくないんだから！
��キースも 知らないの？
接近したらＺ注目ぐらいしなさいよ
逃げられても注目し続けられるから
アモスも 知らないの？
静かに！触らないで！ 倒すなら
目覚める前に破壊して 頼むから
イーノーよ
コイツ しつこいのよね！
熱さに 弱いくせに！
ドラゴンフライじゃない
こんなのシッポさえ気をつけてれば
たいしたコトないわよ
基本通り 防御しながらＺ注目を
うまく使うのよ ・・・今度のは
あの二人とは格がちがうわ！
ガロって いったわ・・・
あのスルドイ剣さばきを防いで
かわすことだけ 考えなさい！
��ボス・ガロって いうところね・・
普通のガロのようにはいかないわよ
あの剣をかわすことだけ考えなさい
��ワートよ
この気持ち悪いのは 中身を守る
ために 外側にくっついているのよ
��ゴメスよ
まとわりつくコウモリを まとめて
引き離さないと きりがないわ！
早く 追っかけて！ 逃げるわよ
自分の体を張って体当たりしてでも
ヤツの暴走を 止めるのよ！
��青バブルだ！
早く 逃げなさいよ 呪われるわよ
向かってきたら 防御してはね返す
��防御しながら
Ｚ注目をうまく使うのよ！
ねえ、いまわしき光って・・・何？
��そのまま 防御しながら聞いてよ
ねえ、ヤツラの動きをよく見て！
苦手なものが 見えてきたわ！
��スタルウォールも 知らないの？
・・・とにかく 触らないように
しなさいよ！
��黄金のスタルチュラも知らないの？
呪いのクモと恐れられ、呪われた人
は 全部倒さないと元に戻らないの
��早く追いかけて スキを見つけて！
だけど、調子にのって 近づくと
痛い目にあうわよ！
��イエローチュチュよ
どうってことないヤツじゃん！胃に
何かを飲みこんでいるのが特徴ね
��タックリーよ 逃げて！
持ってるモノ スラれるわ！
はやく なにやってるの！
��赤バブルよ 知らないの？
向かってきたら 防御して
はね返す！・・・・わかってる？
ヒップループは 血の気が多いから
目をあわすと 突進してくるわよ！
向かって来たら 防御してはね返す
��ヒップループよ
突進して来たら すぐよける！
その前にあの仮面を何とかしたら？
シェルブレードも 知らないの？
貝柱以外をねらっても ムダよ
��今 近づいたって食われるだけよ
水面から 襲って来るアイツを
遠くから狙って まずは弱らせる
��今よ 何やってるの！
早く 潜って ヤツに一撃
くらわすのよ！ 早く！
リーデッド・・・
にらまれると動けなくなるから、
捕まったら ふりはらうのよ！
クロボーじゃない・・・
落ち着いて 倒せばいいだけよ！
なによ たんに数が多いだけじゃん
��ギブドよ
にらまれると動けなくなるから
気をつけるのよ！ わかった？
��ここだけ カラに守られていないわ
よく狙って！ せめて同じ大きさに
なれたら ゴカクに戦えるのに・・
��魔力がドンドン 減っていくわ！
ちょっと アンタ 短時間で
勝負を 決めるのよ！
��フォールマスターも 知らないの？
床に落ちたカゲに気をつけて！
天井にもどる前に スキができるわ
��フロアマスターよ 知らないの？
分裂して復活するまでに 何とか
しないと、私 知らないからね
��今までの戦いを 思い出しなさい！
硬くて武器をはね返すモノの裏側は
必ずその逆のことがいえたじゃない
��自分の戦いを 思い出しなさい！
逃げ回る敵を 自分の体を使って
食い止めたじゃない！
��自分の武器と全ての戦いを思い出して
敵が攻撃する前にできる一瞬のスキ
を見ぬき 射抜いて来たじゃない！
アイアンナックも 知らないの？
大ダメージを与える斧に注意する
後は よく見て スキを見つける
ライクライクも 知らないの？
持ってるモノ 食べられるわよ
そしたら 自分で取り返しなさいよ
��ビーモスも 知らないの？
ビームごときで ビビらないでよ！
ドカーンと一発 破壊するのよ！
フリザドも 知らないの？
あの 凍りつく息に注意してよ！
私 寒いの イヤなのよ！
シロボーじゃない・・・
落ち着いて 倒せばいいだけよ！
なによ たんに数が多いだけじゃん
��オクタロックも 知らないの？
吐いてくる石は はね返せば
いいだけじゃない
ポウも 知らないの？
Ｚ注目すると姿をかくすわ
ゲッコーよ
挑発されてるわよ！こんな弱いのに
アンタ、なめられてるんじゃないの
青テクタイトも 知らないの？
はねる動きはＺ注目でロックして！
リーバも 知らないの？
意外と 動きが速いし・・・
ほんと、うっとうしいのよコイツ！
��ピーハットも 知らないの？
この根っこの部分は 柔らかいわ！
��幼生ピーハットよ 知らないの？
向かってきたら 防御して
はじき返せば いいだけよ！
��アイゴールよ
適当に攻撃してもダメ ヤツの目の
微妙な変化を見逃すんじゃないわよ
��ウィズローブよ
攻撃態勢にはいった時に、スキが
できるから、目をはなさないでよ！
��ウルフォスも 知らないの？
相手を引きつけて 動きを見なさい
シッポを触られるのがイヤみたいね
オコリナッツよ
弱いくせに 攻撃的なのよね！
��四姉妹の幽霊 長女メグよ
分身したら 本物をさがしてよ！！
こいつが 本物？
��四姉妹の幽霊 次女ジョオよ
姿を現わした時をねらって
時間が ないわよ！
��四姉妹の幽霊 三女べスよ
姿を現わした時をねらって！
まだ 次がいるのよ 早く！
��四姉妹の幽霊 末妹エイミーよ
姿を現わした時をねらって！
ちゃんと、わかってるの？
海賊に 見つかっちゃったわね！
Ｚ注目を使って スキを見つけてよ
倒さないと 捕まっちゃうんだから
スタルベビーよ
元は 呪われたイカーナ王国の兵士
なんだって・・・どうする？
��アイスキースも 知らないの？
突っ込んでくる前に 倒してね！
私 冷たいの イヤなのよ！
��ホワイトウルフォスも 知らないの？
相手を引きつけて 動きを見なさい
シッポを触られるのがイヤみたいね
グエーよ 知らないの？
突っ込んでくる前に 倒す！
それだけよ・・・・
ダイオクタも 知らないの？
吸われたくないなら 近づかない！
遠くから 狙えばいいのよ！
��ビッグポウも 知らないの？
はじきとばして 動きを止めて！
そのスキを狙うの！ 聞いてる？
スカルギョじゃない
こんなのぐらいで、
いちいち私に 聞かないの！
デスプレコじゃない
こいつ、食らいついたら
なかなか離れないから 私キライよ
��グリーンチュチュよ
どうってことないヤツじゃん！胃に
何かを飲みこんでいるのが特徴ね
��近づいたって やられるだけよ！
アンタ わかってるの？
ゲッコーよ
自分から挑発しといて 逃げ回って
ばかりいる やなヤツよ！
バッド・バットよ
突っ込んでくる前に
なんとかしないと知らないわよ！
��本物のボムチュウよ
火薬の固まりが走って来るんだから
体を防御しないと、ヤラレルわよ！
アイツが 踊りだしたら逃げないと
私 知らないからね！
よく見なさいよ！
ムシは 火に 集まるみたいよ
��ΑとΓで演奏
ΑとΓで演奏、Βでやめる
耳をすませて、よく聞いてくれ！
��オラ、つづきを歌うコロ
��ゾーラの子のならび方に合わせてみ
さあ、この曲を覚えるがいい！
こんな メロディーかしら・・・？
��ワタクシのあとに 吹いてください
あなたと出会った思い出の歌を
ワタクシのあとに 吹いてください
このコ この歌がスキみたい
��大空に羽ばたく 翼を その胸に
��嵐の歌を その胸に・・・
とりあえず、出だし だけでも・・
録音案山子の歌
��目覚めのソナタを 奏でた！
��ゴロンのララバイを 奏でた！
潮騒のボサノバを 奏でた！
��ぬけがらのエレジーを 奏でた！
��誓いの号令を 奏でた！
��時の歌を 奏でた！
��いやしの歌を 奏でた！
��エポナの歌を 奏でた！
��大翼の歌を 奏でた！
嵐の歌を 奏でた！
��時の逆さ歌を 奏でた！
��時のかさね歌を 奏でた！
半分だけの子守歌を 奏でた！
セーブして最初の朝にもどりますか？

はい
いいえ
しかし、なにも起きなかった・・・
時の流れを、今より遅くしますか？

はい
いいえ
時の流れをふつうにもどしますか？

はい
いいえ
時を「最期の朝」まで進めますか？

はい
いいえ
時を「最期の夜」まで進めますか？

はい
いいえ
時を「次の日の夜」まで進めますか？

はい
いいえ
時を「最初の夜」まで進めますか？

はい
いいえ
時を「次の日の朝」まで進めますか？

はい
いいえ
へ飛びますか？

はい
いいえ
これ以上 時を進めることは
できなかった・・・
遠くまで音色は 響いたが・・・
しかし、何も起こらなかった
セーブして最初の朝にもどります
目覚めのソナタを おぼえた！
深い眠りについたモノを
目覚めさせるメロディーだ！
半分だけの子守唄が
ゴロンのララバイ になった・・・
聞いていると、気持ちが落ち着き
まぶたが閉じてしまう 子守歌
潮騒のボサノバを おぼえた！
ゾーラの子が 教えてくれた
歌声を いざなうメロディー
ぬけがらのエレジーを おぼえた！
今の自分の姿を残せるフシギな曲だ
仮面で乗り移った姿で 奏でれば
４つの ぬけがらを残せるぞ！
誓いの号令を おぼえた！
時の歌を 思い出した！
記憶のカタスミに残る
このメロディー
ゼルダ姫との思い出の曲
いやしの歌を おぼえた！
やっぱり エポナの歌だ！
信頼で結ばれた
ふたりのメロディー
大翼の歌を おぼえた！
大翼の石像に一瞬にして
飛んでいける メロディーだ
嵐の歌を 思い出した！
聞き覚えのあるメロディー
呪いを吹き飛ばす 嵐の曲だ
時の逆さ歌を おぼえた！
時のかさね歌を おぼえた！
半分だけの子守歌を おぼえた！
父親の思いのこもった
安らぎのメロディー
次の日の朝
ーあと４８時間ー
最期の朝
ーあと２４時間ー
最初の夜
ーあと６０時間ー
次の日の夜
ーあと３６時間ー
最期の夜
ーあと１２時間ー
深海のサウンド あの名曲が蘇る
ゾーラバンド ダル・ブルー
刻のカーニバル 公演決定！！
くわしくは 興行係 アロマまで
急募！
カーニバル恒例 月見やぐら
建設作業員募集中ムトーまで
ミルクバー ラッテ ご利用案内
当店は 手に入りにくい ミルクを
お客さまに ご提供するため
会員制と なっております
会員証を お持ちでない方の
ご利用を お断りしております
ラッテ オーナー
箱をあけると ステキなモノが！
中身は 見てのお楽しみ
宝箱屋
カーフェイの日記
もうすぐ結婚式だ
少し 気が早いけど 式に使う
婚礼の面 が 完成した
アンジュは もう、作ったかな？
のんびり屋だから、まだだろう
今夜は、ミルクバーで
男友だちだけの 集まりがある
婚礼の面を見せびらかして
せいいっぱい のろけ話を
聞いてもらう予定
オババの日記
今日も 孫が 食事当番だった
ああ、早く終わってくれないものか
アレを口にすると 寿命がちぢむ
食べずにすむ 方法を 考えついた
明日から やってみようと思う
ダマすのは 気がひけるが
町兵団員 募集！
正義と平和を われわれと守ろう！
人事担当 バイセン
ご用の方は ベルを鳴らして下さい
押し売り おことわりマニ屋
月旅行計画 実験メモ
バクダンを バクハツさせて
飛ぶ力を 利用する実験
ワシの道具の歴史
もち非売品
来たれ 門下生
親切 ていねい 就職ＯＫ
最強の道場
今週の集配 スケジュール
朝ー回収 昼ー配達 夜ー練習
今週の標語
気をぬくな、お上とヨメは
見ているぞドトール町長 作
日替わり 遊技場
ハニーとダーリンの店
ポストハウス
バクダン屋
マニ屋
雑貨屋
宿屋 ナベかま亭
町長公邸
宝くじ屋
クロックタウン銀行
町の射的場
おばばの日記
明日 ロマニー牧場に
避難することになった
やはり 落ちてくるらしい
住みなれた家をはなれ
逃げるのは しのびないが
しかたない・・・
おじいさんの愛読書を
何冊か もっていこうと思う
ミルクの里 ロマニー牧場
朝６時～夜８時まで
万全の保証！
あなたの財産を必ず守ります
クロックタウン銀行
ムムッ？ 緑の服 白い妖精・・・
オヌシ、もしかして、もしかすると
森の妖精さんでは？
なんと！
ボクの名前は、チンクル！
オヌシと同じ森の妖精だと
思うんだが・・・
３５才になった今でも
ボクのところには妖精が来ないんだ
オヤジは、いいトシこいて
目をさませっていうけれど・・・
ゼッタイにチンクルは
妖精の生まれ変わりさ！
今は こうやって オヤジの
手伝いで マップを売りながら
妖精さんを 待っているのさ
いいな～！ いいな～！
ねえねえ 友だちになってよ
そうだ、そのかわり
友情のしるしに マップを
安く売ってあげるよ
チンクルの描いたマップ買う？
あれ？・・・白い妖精？
その姿は・・・？
オヌシ、さては・・・魔法だな
・・・あっそ！
じゃあ、また呼んでね！
チンクル～ チンクル～
クルリンパッ！
・・・コレはチンクルが考えた
魔法の呪文
まねするなよ！
・・・あれ？
そのマップは、すでに持ってるゾ
オヌシ、ルピーが足りないぞナ！
イエ～イ！
あっ、オヌシ？
こんにちは、妖精さん！
ロックタウン５ルピー
ウッドフォール４０ルピー
買わない
ッドフォール２０ルピー
スノーヘッド４０ルピー
買わない
ノーヘッド２０ルピー
ロマニー牧場４０ルピー
買わない
マニー牧場２０ルピー
グレートベイ４０ルピー
買わない
レートベイ２０ルピー
ロックビル４０ルピー
買わない
ックビル２０ルピー
クロックタウン４０ルピー
買わない
じゃあ、また呼んでね！
ヒヒッ、
オマエたち、うまくやったな！
なにか
いいモノ 持ってそーか？
あれ？ こいつ・・・
・・・まあ、いいか
'�キッ・・・キレイなオカリナ・・・
ねえ、スタルキッド
・・・ボクにも・・・さわらせて！
アンタはダメよ、トレイル！
落として、ケガでもしたら
どうするの
あぶないから、さわっちゃダメ！！
・・・だけど，ネエちゃん・・・
ボッ・・・ボクも さわりたい・・
'�なんだ あの バカ馬は！
ぜんぜん 言うことを
きかないなあ
あんなの 乗ってても
しかたがないから
捨てといてやったよヒヒッ
ヒヒッ
なかなか、ユニークな姿だ！
オマエは、ずーっと
その姿でココにいろ！
'�あっ、待ってよスタルキッド！
私がまだいるのにー！
トレイル、行っちゃダメよー！
ネ・・・ネエちゃーん！
'�ちょっと！
アンタの相手してたら、弟とはぐれ
ちゃったじゃないの！
どうしてくれるのよ！！
・・・なによ、その顔は？
私の顔に なんかついてる？
あんまり ジロジロ見ないでよ
ねえそれより、あの扉
どうにかして開けなさいよ！
かよわい女の子が
たのんでるのよ！
早くしてよ！
'�あーん、トレイル！
あのコ、一人で大丈夫かしら？
'�待ってよー！
おいてかないでよ～
ねえー、
さっきのコトは、あやまるからさぁ～
いっしょに連れてって～！
アンタだって、
さっき逃げたスタルキッドのコト
知りたいでしょ？
私 アイツの 行きそうな場所に
心当たりが あるわ
私を連れていった方が
何かと役に立つわよ
だからお願い
ねっ、ねっ、いいでしょ！
はい、キマリ！
じゃあ、とりあえずスタルキッドを
捕まえるまでアンタの相棒に
なってあげるわ！
私、チャット よろしくね！
そーと決まったら、
グズグズしないで
急いでここから出るのよ！
もし、何かわかったコトがあったら
Ηで教えてあげるから、それまで
一人でがんばんなさい！
'�なんだ その顔は？
せっかく 遊んでやろうと
思ったのに・・・
'�今のオイラに
勝てると思っているのか
マヌケなヤツめ！
 #'�ハイラルに伝わる 王家の伝説
そこに 一人の少年が 登場する
巨悪と戦い ハイラルを救ったのち
彼は、伝説から 姿を消した・・・
 #'�時をこえた戦いを終え
彼は 人知れず 旅に出た
 #'�冒険の終わりで 別れた
 #'�かけがえのない 友を探す旅に・・・
あっ！
気がついた
オマエたち・・・オイラのこと
忘れて なかったのか・・・
まだ、友だちだと
思っていて くれたのか・・・
'�オマエが
助けてくれたのか・・・？
'�アイツら
オイラを 相手にしてくれないと
思っていた・・・
だけど・・・
オイラのこと 忘れていなかった
'�友だちって
いいよな・・・・へへッ
'�オマエも オイラの友だちに
なってくれるか？
ウヒヒッ・・・オマエ
森で オイラに歌を教えてくれた
妖精の子と 同じニオイがする
'�じゃあ、じゃあ、
何して 遊ぶ！
おお、やはり 仮面から
邪気が 無くなっている・・・
たしかに 受け取りましたよ
さて、ワタクシは
旅の途中ですので
これで・・・
'�アナタも そろそろ
お帰りになられたほうが
よろしいのでは・・・？
'�出会いがあれば
必ず 別れは 訪れるもの
ですが、その別れは
永遠では ないはず・・・
別れが 永遠になるか
一時になるか・・・
それは アナタしだい
'�では、失礼します・・・
'�おや、アナタ
ずいぶん たくさんの人を
しあわせに してあげましたね
'�アナタの持っている お面には
しあわせが いっぱい詰まっている
これは 実に いい しあわせだ
おたがい 目標は 達成したんだし
アンタとは、ここでお別れね！

まあまあ、楽しかったわよ
'�さあ、そろそろ カーニバルが
はじまる時間だわ

さっさと 行ったら？
！ありがとう
大変な目にあいましたねえ・・・・
ワタクシは、しあわせのお面屋
古今東西、しあわせのお面を
求める行商人・・・
旅の途中、森でキミョウな小鬼に
大切な仮面を 盗まれ
途方に くれていたところ
アナタを 見つけまして
'�失礼と 思いながらも
ずっと、後を
つけさせてもらいました・・・
・・・実は ワタクシ
アナタを 元の姿にもどす方法を
知っているのです
'�アナタが 盗まれた 大切な物
ソレさえあれば
元の姿に もどしてあげますよ
'�・・・そのかわり
ついでに あの小鬼から
ワタクシの 大切な仮面を
とりかえして もらえませんか？
な～に
カンタンなことじゃ ないですか
アナタにとって
けして、悪い話では ないはず
ただ・・・
あいにく ワタクシも
忙しい身でして
あと、３日で ここを
去らねば ならないのです
できれば それまでに
取り返していただけると
ありがたい のですが・・・
大丈夫
アナタは お若いのに
たいそう 勇気のあるお方だ
きっと、すぐに見つかりますよ
では、よろしく・・・
おや、アナタ
あの 小鬼は 見つかりましたか？
アナタが盗まれた 大切な物
ソレさえあれば
元の姿に もどしてあげますよ
アナタなら きっと すぐに
見つけられるはずです
さあ、こうしている間にも
時間は 過ぎていくばかり・・・
後 しかありませんよ
ワタクシの 大切な仮面も
忘れないで くださいね・・・・
どういたしました？
大丈夫 アナタなら きっと
ムジュラの仮面をとりかえせるはず
ワタクシは 信じていますよ
あ、こうしている間にも
時間は 過ぎていくばかり・・・
後 しかありませんよ
フォッ フォッ フォッ
あの小鬼から、アナタの 大切な物
とりかえせましたか？
よく見ると アナタ、
とりもどしてるじゃ ないですか！
では
どうぞ、ワタクシの奏でる曲を
吹いて、おぼえてください
この歌は、邪悪な魔力や
うかばれぬ魂を いやし
仮面にかえる曲
この先きっと、
お役に立つと思います
'�そうそう、記念に この仮面も
差し上げます
安心してください 魔力は仮面に
封じ込めました
かぶると先ほどの姿に
乗り移れますが
はずせば 元の姿に戻ります
これで アナタとの約束は
はたしましたよ・・・
では、
約束の物を こちらへ・・・
まさか・・・
'�アナタ
ワタクシの 仮面を・・・
'�とりかえして・・・いないとか？
なんてことを してくれたんだ！！
'�このまま あの仮面を
のばなしに していたら
大変なことになる！
実は ワタクシの盗まれた
あの仮面・・・
ムジュラの仮面といって
太古の とある民族が
呪いの儀式で 使っていたとされる
伝説の 呪物なのです
その仮面をかぶった者には
邪悪で すさまじい力が宿ると
言い伝えられています
伝説では・・・
�!'�ムジュラの仮面が もたらす
災いの あまりの大きさに
それを恐れた 先人たちが
仮面を悪用 されないよう
永遠の闇に 封じ込めたといいます
その力が どんな力なのか
伝説に 記された その民族が
滅びた 今では わかりません
・・・しかし、ワタクシは感じます
'�苦労して手に入れた伝説の仮面
あれを 手にした時感じた
身の毛もよだつ まがまがしい力
あれが 今
あの小鬼の手にある・・・
'�お願いです！
はやく あの仮面を取り返さないと
とんでもないコトがおきます！
おや、アナタ？
ムジュラの仮面は
とりもどせましたか？
まだじゃ ないですか！
はやく とりかえさないと
大変なことになるって
あれほど 言っているのに！！
後 しかありません
時は 永遠でないのです
時間を 大切にしてください
アナタなら きっと
うまく いくはずです
自分の力を
信じなさい・・・ 信じなさい・・
大丈夫 アナタなら きっと
ムジュラの仮面を
とりかえせるはず
後 しかありません
時は 永遠では ないのです
時間を 大切にしてください
ワタクシは 信じて
アナタをココで 待っていますよ
フォッ フォッ フォッ
おや、その お姿？
アナタ、いやされぬ ゴロンの魂を
お持ちで・・・
ところで・・・
ムジュラの仮面は
とりもどせましたか？
おや、その お姿？
アナタ、いやされぬ ゾーラの魂を
お持ちで・・・
その お面・・・
それは・・・
ただ、ザンネンながら そのお面は
ワタクシの 探しているお面じゃ
ありません
アナタは いい仕事を
しましたね・・・
その調子で
ワタクシの仮面も 頼みますよ・・
大妖精のお面ですね
これは めずらしい
ふつうでは 手に入りませんよ
ギブドのお面ですね
これは いいお面だ
親子の愛が
いっぱい つまっている
まことのお面ですね
人の心を 見通せる
べんりなようで
恐ろしいお面を お持ちで
巨人の仮面ですね
いや 実に めずらしい
お面を お持ちで
カーフェイのお面ですね
そのお面には
母親の心配したキモチが
よく あらわれています
ゲーロのお面ですね
そのお面には
芸術的な フンイキが
ただよっています
バクレツのお面ですね
これは いいお面だ
感謝のキモチが
いっぱい つまっている
めおとの面ですね
これは、ほんとうに いいお面だ
二人の強い愛と 感謝のキモチが
あふれんばかりに つまっている
ブーさんのお面ですね
よく手入れしてあるお面だ
前の持ち主の方は
キチョウ面な お方のようですね
カマロのお面ですね
これは いいお面だ
後継者が見つかった 喜びが
いっぱい つまっている
石コロのお面ですね
これは いいお面だ
小さな喜びが
いっぱい つまっている
ポストハットですね
これは いいモノだ
自由への 喜びが
いっぱい つまっている
ウサギずきんですね
これは いいモノだ
動物への やさしさが
いっぱい つまっている
隊長のボウシですね
部下たちが 敬意を持って
忠誠を誓う リッパなモノですが
ブレー面ですね
それを持っている ということは
アナタ リーダーの素質が
あるようですね
座長のお面ですね
これは いいお面だ
心の奥に忘れかけた
純粋なキモチが つまっている
キータンのお面ですね
昔 子供たちに
人気のあった なつかしいお面です
ガロのお面ですね
そのお面を 持っているとは
なかなか 勇気のある お方だ
夜更かしのお面ですね
高そうな お面ですね
ロマーニのお面ですね
これは いいお面だ
オトナのフンイキがただよう愛が
いっぱい つまっている
アナタは いい仕事を
しましたね・・・・
苦労したでしょ
'�お願いです！ お願いです！
アナタなら できる！
そうですか
やっていただけますか
'�そういって いただけると
カクシンして おりました
大丈夫！ アナタなら
きっと できます
自分の力を
信じなさい・・・ 信じなさい・・
 #'�大変な目にあいましたねえ・・・・
おや、アナタ
あの 小鬼は 見つかりましたか？
アナタが盗まれた 大切な物
ソレさえあれば
元の姿に もどしてあげますよ
アナタなら きっと すぐに
見つけられるはずです
さあ、こうしている間にも
時間は 過ぎていくばかり・・・
もう時間は ありませんよ
ワタクシの 大切な仮面も
忘れないで くださいね・・・・
どういたしました？
大丈夫 アナタなら きっと
ムジュラの仮面をとりかえせるはず
ワタクシは 信じていますよ
さあ、こうしている間にも
時間は 過ぎていくばかり・・・
もう時間は ありませんよ
フォッ フォッ フォッ
大丈夫 アナタなら きっと
ムジュラの仮面を
とりかえせるはず
もう時間は ありませんよ
時は 永遠では ないのです
時間を 大切にしてください
ワタクシは 信じて
アナタをココで 待っていますよ
フォッ フォッ フォッ
もう時間はありませんよ
時は 永遠でないのです
時間を 大切にしてください
・・・・・・・・
ネエちゃーん！！
'�あっ、トレイル！
も～、アンタたち 探したわよ
ねえねえ スタルキッド
アンタのかぶっている仮面
もう、かえしてあげたら？
ねえ ちょっと、聞いてる？
沼・
山・
海・
谷
にいる
４人の人たち・・・はやく
ココに・・・連れてきて・・・・
よけいなこと言うな！
バカ妖精！！
'�ああっ！ 弟に何てことするのよ
スタルキッド！！
アンタそれでも 友達なの！
・・・まあ いいや
いまさら アイツらが 来ても
オイラに かなうわけ ないさ
ヒヒッ
上をみな！
止めれるもんなら 止めてみろ！
トレイル！
スタルキッドからはなれなさい
ぶたれるわよ！！
・・・
やっぱり・・・・
何度も何度も 弟をなぐって！
絶対に許さないからね！！
そんなコトしてもムダだ
ヒヒッ
なに、ボーとしてるのよ！！
じ、時間がないのよ
はやく、アイツを何とかしなさいよ
'�アンタ、・・・その楽器
いつの間に
・・・トレイル！
'�！！
もう、アンタの思い通りには
させないわ！
あなたは もう、このハイラルから
旅だってしまうのですね・・・
'�ほんの短い時でも、
このハイラルで あなたと ともに
すごした日のことは
決して忘れません・・・
そしてまた、いつの日か
あなたと 出会える日が来ると
私は信じています
その時が来るまで
あなたに これを・・・
'�あなたの旅が無事であるよう・・・
祈っています
もし、なにかおこったら
この歌を思い出して
時の女神はあなたを守っています
時の歌を奏でれば あなたの力に
なるでしょう・・・
'�なに、思い出にふけってるのよ！！
しっかり してよ！
オカリナなんか 取り返したって
なんの役にも立たないわ！
'�あ～ 神様 時の女神様
ダレでもイイから
お願い 時間を止めて！！
と・・・止まったわ
やった、止まったのよ！
ネエちゃーん！！
トレイル！！
'�よかった 間に合った
巨人たちの 叫びが
スタルキッドに きいたのね
'�ちょっと スタルキッド！
アンタ 何しようとしてたのか
わかってんの！
気がついたのね！
さあ、みんなに 謝りなさい！！
'�待ってよ・・・ネエちゃん
そんなに・・・スタルキッドを
・・・せめないで
'�トレイル！ なに かばってるのよ！
あんなに バンバン ぶたれて
アンタ くやしくないの？
さびしかったんだよ・・・・
・・・スタルキッド
世界を 滅ぼそうとしたのよ！
だだっこの レベルじゃないわ！
許せないわよ！！
仮面の力が そうさせたんだ
スタルキッドが 使うには
あまりにも 大きすぎたんだよ
'�身のほどを 知らないからよ
気がちっちゃい クセに
・・・・バカなんだから モウ！
確かに
力を使うには 荷が
大きすぎた ようだ・・・
そうよ バカを認めなさい！
・・・え？
使えない道具は
タダの ゴミでしかない
'�この者の 役わりは
もう 終わった・・・
まさか！
じゃあ、あの月は？
'�オ、オデは・・・食う
ぜ、ぜんぶ・・・食う
'�わああああ もうダメ・・・
はやく アンタ
時の歌よ 時の歌！
まさか あそこに行くって
いうんじゃ ないでしょうね・・・
私は イヤよ！！
アンタ 一人で 行きなさい
トレイルといっしょにココに残るわ
ボクが 行く！！
'�何いってるの トレイル！
どうか しちゃったの？
'�ボク もう、逃げてばっかりは
イヤなんだ！
ボクがしっかりしていれば
スタルキッドだって・・・・
わかったわ 私が行くわ！
'�しばらく見ないうちに
ダレかみたいに ナマイキな
ことを 言うようになったわね
ホントに アンタたちは
バカなんだから・・・
止まったわ
手なれた もんね！
さあ、気がついているんでしょ
立ち上がりなさい！！
待ってよ・・・ネエちゃん
スタルキッドを・・せめないで！
わかってるわ
スタルキッドは 相手にされなくて
さびしかったんでしょ
それに 仮面の力が そうさせて
スタルキッドが使うには
力が 大きすぎた
ネエちゃん どうして ソレを？
さがってなさい トレイル！
安心しなさい
ネエちゃんに まかしときな！
やっぱり、行くんでしょ！
・・・・しょうがない
さっさと 行くわよ！
アンタとずっといて
思っていたけど・・・・
なんでも、やりつくさなきゃ
気がすまないようね
ホトホト 感心するわ！
'�もう、キモチの整理は ついた
後で 泣き見たって
知らないわよ！
'�ねえ、ちょっと
なんか 言ってるみたいよ
'�もしかして あの 鳴き声
何かの曲を 伝えようと
してるんじゃないの・・・？
'�ボサ～としてないで
早く 楽器だして 楽器

よ・ん・で
だって
ねえ、アンタたちは
ナニモノなの？

ま・も・る・も・の
守る者？
'�じゃあ、アンタたちは守護神なの？
だから、神殿に・・・

だけど、その守護神がなんで・・？
'�ねえ、ちょっと 聞いてる？
ねえ、ちょっと・・・
'�ねえ、聞いて アンタたちの力を
かして欲しいの！
このまま ほうっておけば
この世界は大変なことになるのよ！
きっと、それを止められるのは
アナタたちしかいないのよ！
トレイルは それが
言いたかったんだわ！

と・も・を・た・す・
け・て
'�わかっているわよ
後 １人 助ければいいんでしょ
'�そのかわり、約束してよ

私たちに 協力して・・・
'�さあ、アンタの友達は
みんな 助けたわ
私たちのできることは ココまでよ

わ・た・し・た・ち・を・
よ・ん・で
だって
'�いわれなくても わかっているわよ
今度は 逆に アンタたちに
しっかり 働いてもらうわよ！
時計塔の上で 呼ぶから
アイツを 何とかしてよ！
わかってる？
なに？ 悲しそうな声を出して

イヤなの・・・？
と・も・を・ゆ・る・せ
友を ゆるせ？
ゆるせって・・何を？
えっ、友・・・
なに、アレ？
我が 亡骸を持つ者よ・・・
ワレと 相まみえし
かの地に戻れ・・・
町の外壁のまわりを
飛んでるカラスは
音楽がスキらしい・・・
沼の観光ガイドの
写し絵コンテストでは、
沼の写し絵以外は受付けてくれないが
息子の写し絵を持っていけば
イイモノを くれるらしい・・・
山里が春になったら
集まるはずのカエルたちは、
山里以外の場所にいて
ゲーロのお面で
集めなければならないが
クロックタウン・沼
ウッドフォールの神殿の中
グレートベイの神殿の中と
全部で４匹いるらしい・・・
春になったら始まる
ゴロンレースの賞品の砂金は
カジ屋で剣をきたえる以外に
カジ屋に売れば ４０ルピーだが
マニ屋に売れば ２００ルピーで
買いとってくれるらしい・・・
ミカウとジャバスのセッションを
エバンに聞いてもらうには
ミカウのままではダメで
バンドに関係ない人のふりをして
聞かせてみれば いいらしい・・・
このあたりで
まことのメガネを使って
発見できる男と話せば
まわりのものに 気づかれずに
行動できるお面が手に入るらしい
イカーナの城に出没する
リーデッドは、
隊長のボウシ・ギブドのお面・
ガロのお面で踊りだすらしい
だから、どうという
こともないが・・・
オルゴールハウスに住む
パメラは オルゴールが鳴り出せば
２分おきに外に出てくるが
バクダンを爆破させても
外に出てくるらしい・・・
ミルクバーの会員証は
牧場でイイコトすると
もらえるらしい・・・
結婚のあかし めおとの面は
争いをしずめ、なごませる
フシギな力があるらしい・・・
宿屋の娘 アンジュは
そそっかしくて有名で
よく客をまちがえるらしい・・・
スリのサコンのアジトは
イカーナ渓谷のはずれに
ひっそり あるらしい・・・
動物楽団のリーダーのお面は
小さな動物を成長させる
かわった力があるらしい・・・
行方不明のカーフェイは
アンジュからの手紙を
待っているらしい・・・
タルミナ平原で死んだ
カリスマダンサーの霊が
夜な夜な踊りをおどるらしい・・・
牧場の少女ロマニーの
夜の助っ人のお礼は
ミルクを入れるモノらしい・・・
町の宿屋 ナベかま亭は
不用心にも ベランダのドアに
カギがないらしい・・・
配達人 ポストマンは
スケジュール第一だが
速達だけは 例外らしい・・・
不眠のゴウモン道具
夜更かしのお面は
昔 マニ屋に流れたらしい・・・
シャトー・ロマーニは
飲むと３日間 魔力が
減らなくなるらしい・・・
化けキツネ キータンは
草でイタズラをするらしい・・・
鬼神の仮面という
すべてのお面を飲み込むお面が
この世には・・・あるらしい・・・
小さな まよい馬が
町の南にある ロマニー牧場に
引き取られたらしい・・・
人の心を 見透かす お面は
動物の心も みぬくらしい・・・
なんか いかにも心の中を
見透かされてるみたいな
いやらし～目ね！
お面に 反応して
奇妙な石が 語りかけてくる
・・・こっそり 聞いた話だが・・
あと、 です！
人の心を 見透かす お面は
ブキミな金色に輝くクモの
近くに あるらしい・・・
かわいい男の子の お面は
エライ人の奥さんが
作らせたらしい・・・
寝つきが悪くなる ブキミなお面は
夜ひらく あやしい店の
掘り出しもん らしい・・・
よく聞こえる 野生の耳は
顔はコワイが 心はやさしい
動物好きの兄ちゃんが
持っているらしい・・・
むかし、子供たちに人気のあった
動物のお面は あやしい店の主人が
大切に 持っているらしい・・・
隠密活動に使われた お面は
うさんくさい 兄弟が
持っている らしい・・・
オトナだけが持っているお面は
牧場の香りのする 女の人が
持っているらしい・・・
顔に 苦労がにじみ出たお面は
旅回りをしている 一番えらい人が
持っているらしい・・・
思いを相手に伝える箱を見れるのは
時間にきびしい とってもまじめな
人が 持っているらしい・・・
男女の愛が みなぎっているお面は
わけありな 二人が
持っているらしい・・・
神殿にいるバラバラになった者を
安心させるお面は、大きな色っぽい
人が 持っているらしい・・・
怖くて 恐ろしい顔のお面は
親思いの娘の 父が
ムリヤリ 被っているらしい・・・
声をそろえて歌わせる お面は
寒さと 空腹でこまっている者が
持っているらしい・・・ゴロ
体が思わず動き出す お面は
ひろい平原に 夜な夜な現われる
ダンサーの霊が 持っているらしい
ドクロたちが従うフシギなモノは
呪われた土地の墓場にある
燃えさかる 炎の中に あるらしい
ぜんぜん 目立たないお面は
真実の目で見ないと見えないぐらい
目立たない人が 持ってるらしい
動物たちが すなおに従う お面は
音楽をならしながら 旅回りをする
人が 持っているらしい・・・
火薬がつまった キケンなお面は
火薬にくわしい おばあさんが
持っているらしい・・・
ニオイをかぎわける便利な お面は
沼に住む 身分の高い お方の
お世話係が 持っているらしい・・
巨大なパワーを 秘めた 仮面は
呪われた土地の神殿に
眠っているらしい・・・
なかよく並ぶ 奇妙な石は
みんな 同じ色を 好むらしい
少し 大きな 奇妙な石は
潮騒のギターを きかせると
顔色が 変わるらしい・・・
少し 大きな 奇妙な石は
目覚めのラッパを きかせると
顔色が 変わるらしい・・・
少し 大きな 奇妙な石は
眠りのタイコを きかせると
顔色が 変わるらしい・・・
まことのお面 は
ブキミな金色に輝くクモに呪われた
人が 持ってたらしい・・・
カーフェイのお面 は
母親の アロマ夫人が
持ってたらしい・・・
夜更かしのお面 は
マニ屋で 売ってたらしい・・・
ウサギずきん は
コッコ小屋のナデクロさんが
持ってたらしい・・・
キータンのお面 は
マニ屋の主人が 大切に
持っていたらしい・・・
ガロのお面 は
ゴーマン兄弟が 悪さに
使っていたらしい・・・
ロマーニのお面 は
牧場の当主 クリミアが
持っていたらしい・・・
座長のお面 は
ゴーマン一座の ゴーマン座長が
持っていたらしい・・・
ポストハット は
ポストマンが 使っていたらしい
めおとの面は
カーフェイとアンジュが
持っていたらしい・・・
大妖精のお面 は
町の大妖精が
持っていたらしい・・・
ギブドのお面 は
パメラの父から
はがれ落ちたらしい・・・
ゲーロのお面 は
お腹をすかせた ゴロンが
かぶっていたらしい・・・
カマロのお面 は
幽霊ダンサー カマロが
持っていたらしい・・・
隊長のボウシ は
騎士団の隊長 スタル・キータが
持っていたらしい・・・
石コロのお面 は
石コロ兵士 シロウくんが
持っていたらしい・・・
ブレー面 は
旅の楽士 グル・グルが
持っていたらしい・・・
バクレツのお面 は
ボム袋の おふくろさんが
持っていたらしい・・・
ブーさんのお面 は
デクナッツの執事が
持っていたらしい・・・
巨人の仮面 は
ロックビルの神殿に
眠っていたらしい・・・
宿屋の娘 アンジュさん

団員手帳に 書きこんだ！
フシギな少年カーフェイ

団員手帳に 書きこんだ！
マニ屋のおじさん

団員手帳に 書きこんだ！
バクダン屋のおふくろさん

団員手帳に 書きこんだ！
牧場の少女 ロマニー

団員手帳に 書きこんだ！
牧場の当主 クリミアさん

団員手帳に 書きこんだ！
町長 ドトール氏

団員手帳に 書きこんだ！
町長の奥さん アロマ夫人

団員手帳に 書きこんだ！
マネージャー トトさん

団員手帳に 書きこんだ！
旅一座の座長 ゴーマンさん

団員手帳に 書きこんだ！
配達第一 ポストマン

団員手帳に 書きこんだ！
旅の踊り子 ローザ姉妹

団員手帳に 書きこんだ！
？？・・・ダレ？

団員手帳に 書きこんだ！
アンジュのおばあさん

団員手帳に 書きこんだ！
幽霊ダンサー カマロ

団員手帳に 書きこんだ！
コッコ大スキ ナデクロさん

団員手帳に 書きこんだ！
うさんくさい ゴーマン兄弟

団員手帳に 書きこんだ！
石コロ兵士 シロウくん

団員手帳に 書きこんだ！
旅の楽士 グル・グルさん

団員手帳に 書きこんだ！
正義の秘密結社 ボンバーズ

団員手帳に 書きこんだ！
これは、ラッキーだ！

団員手帳に 書きこんだ！
夜 会う 約束をした！

団員手帳に 書きこんだ！
大事な約束をした！

団員手帳に 書きこんだ！
とりあえず 手紙を出した！

団員手帳に 書きこんだ！
大切な あずかりものだ！

団員手帳に 書きこんだ！
幸せそうな 笑顔だ！

団員手帳に 書きこんだ！
カーフェイの手助けをした！

団員手帳に 書きこんだ！
夜の助っ人を 引き受けた！

団員手帳に 書きこんだ！
牧場のウシと少女を助けた！

団員手帳に 書きこんだ！
牧場のミルクを守った！

団員手帳に 書きこんだ！
思い出話を 聞いてやった！

団員手帳に 書きこんだ！
速達を ことづかった！

団員手帳に 書きこんだ！
ムスコの気持ちを母に届けた！

団員手帳に 書きこんだ！
ヒミツの暗号を教えてもらった！

団員手帳に 書きこんだ！
町長を会議地獄から 救った！

団員手帳に 書きこんだ！
踊り子の ハートを奪った！

団員手帳に 書きこんだ！
ＸＸＸの ピンチを救った！

団員手帳に 書きこんだ！
おばあさんに ほめられた！

団員手帳に 書きこんだ！
おばあさんに ほめられた！

団員手帳に 書きこんだ！
野生の本能を みせてやった！

団員手帳に 書きこんだ！
プロの仕事を 引き受けた！

団員手帳に 書きこんだ！
あやしいお面を 買い取った！

団員手帳に 書きこんだ！
青年の望みを かなえてやった！

団員手帳に 書きこんだ！
ゴーマン兄弟のハナを
あかしてやった！

団員手帳に 書きこんだ！
ゴーマン座長の 涙を見た！

団員手帳に 書きこんだ！
なやめる公務員を 救った！

団員手帳に 書きこんだ！
二人は 幸せのお面をくれた！

団員手帳に 書きこんだ！
オババの荷物を 守った！

団員手帳に 書きこんだ！
ダンスの後継者になった！

団員手帳に 書きこんだ！
目立たない兵士を 救った！

団員手帳に 書きこんだ！
罪の告白を 聞いてやった！

団員手帳に 書きこんだ！
宿のカギ もらう宿屋のロビー
カン違いでもらう夜間の出入りもＯＫ
深夜密会の約束宿屋のロビー
夜１１時半に厨房で会う約束をした
カーフェイと会う約束宿屋の厨房
アンジュの彼と会う約束をした
カーフェイへの手紙預かる宿屋の厨房
朝早くポストに手紙を出すように頼まれた
カーフェイの手紙受付町のポスト
頼まれた手紙を配達してもらう
思い出のペンダントマニ屋裏部屋
アンジュに届ける約束をした
思い出のペンダントを届ける宿屋
カーフェイの気持ちをアンジュに伝えた
サコンのアジトから脱出イカーナ地方
カーフェイを助け、盗まれた面を取り戻した
牧場の助っ人を引き受けるロマニー牧場
夜２時半にオバケ退治の助っ人
オバケからウシを守るロマニー牧場
朝までウシとロマニーを守りぬいた
ミルク入りビンロマニー牧場
オバケからウシを守ったお礼
野盗からミルクを守るロマニー牧場
野盗からミルクを守り抜いた
ロマーニのお面ロマニー牧場
クリミアからオトナと認められたあかし
キータンのお面マニ屋裏部屋
カーフェイとマニ屋の思い出のお面
母への速達マニ屋裏部屋
カーフェイの母へのお届けもの速達扱い
シャトー・ロマーニミルクバー
カーフェイからの手紙を届けたお礼
暗号は町の北
ボンバーズのアジトへ入る暗号
ボンバーズ団員手帳町の北
団員と認められたあかしスケジュール帳
ドトール町長のお礼町長公邸
長～い会議を終わらせたお礼
踊り子 ローザのお礼町の西
踊り子にダンスを教えたお礼
カミのお礼宿屋のトイレ
トイレで困っていた人を助けたお礼
読破のごほうび１宿屋の書斎
長いお話を眠らずに聞いたごほうび
読破のごほうび２宿屋の書斎
長いお話を眠らずに聞いたごほうび
トレーニングの景品ポストハウス
時間をピッタリあてた景品
カーフェイのお面町長公邸の応接間
人探しのてがかり人に見せて探す
夜更かしのお面マニ屋
掘り出し物の変なお面高価
ウサギずきんコッコ小屋
ヒヨコをコッコにしたお礼
ガロのお面ゴーマントラック
ゴーマン兄弟に馬レースで勝った戦利品
座長のお面ミルクバー
楽器演奏でゴーマン座長を感動させたお礼
ポストハット町ミルクバー前
ポストマンに逃げる口実をあげたお礼
めおとの面宿屋の従業員室
アンジュとカーフェイの幸せのあかし
バクレツのお面町の北
スリから荷物を守った危険なお礼
カマロのお面タルミナ平原
悩める舞踏家幽霊の後継者のあかし
石コロのお面イカーナへの道
目立たない兵士を元気づけたお礼
ブレー面町の洗濯場
過去にあった罪の告白を聞いたお礼
アンジュさん
宿屋ナベかま亭の一人娘礼儀正しい女の人
カーフェイ
町の洗濯場にあらわれるフシギな少年
マニ屋のおじさん
盗品を売り買いする人夜だけやっている
バクダン屋のおふくろさん
町のバクダン屋さん年中無休
ロマニー
姉と二人で牧場に住んでいる娘
クリミアさん
ロマニー牧場の経営者ミルクが自慢
ドトール氏
クロックタウンの町長エライ人らしい
アロマ夫人
町長の奥さん兼町の興行担当係
トトさん
バンド ダル・ブルー専属マネージャー
ゴーマン座長
旅一座の座長こわい顔で派手な服の人
ポストマン
町の郵便配達人とってもまじめな公務員
ローザ姉妹
双子のダンサーゴーマン一座の一員
？？
宿屋の便所に住んでいる人詳細不明
アンジュのおばあさん
宿屋のおばあさん本を読んでくれる
カマロ
カリスマダンサーの幽霊月夜が好き
ナデクロさん
コッコ小屋の飼育係トサカ頭がこわい
ゴーマン兄弟
馬の調教師の兄弟うさんくさい
シロウくん
目立たない兵士ほんとに目立たない
グル・グルさん
ゴーマン一座の音楽係作曲も可
ボンバーズ
正義の秘密結社２４時間作戦展開中
オレと・・・あそぶ か？

はい
いいえ
つまんないヤツだな オマエ
弱そうな お面ばかりだな・・・
本当に・・・いいんだな？

はい
いいえ
・・・弱虫なんだな オマエ
じゃあ
いこうか
・・・だれも いなくなったな
オレと・・・あそぶ か？

はい
いいえ
つまんないヤツだな オマエ
オマエ
もう、お面 ないんだな・・・
じゃあ、別のあそびを しよう
オニごっこ・・・か、いいな
そうだ、それがいい
いいか・・・オマエが オニだ
オニは 逃げるだけだ
それでも いいよな
じゃあ
いこうか
ほんとの顔・・・
見せてよ・・・
・・・・
やあ・・・
いい天気・・・だね
たくさん・・・お面・・持ってるね
キミも・・・お面屋に・・なるの？
ねえ、あそんでやるから・・・
お面・・・ちょうだい
木の下に すわってる
カレが・・・
呼んでいるよ・・・
それ・・・チガウ・・・
それは ダメ！
早く・・・しまって・・・
もっと・・・
ありがと・・・
キミ・・・いいヒト・・・だね
かくれんぼ・・・しよう・・・
ボク・・・かくれる・・・から
・・・また・・・あそぶ？

はい
いいえ
あそばない・・・の？
そう・・・
かくれんぼ・・・しよう・・・
ボク・・・かくれる・・・から
そのお面・・・
はずしてよ・・・
もう・・・かえろうか・・・

はい
いいえ
かえらない・・・の？
・・・
みつかっちゃった・・・
ねえ・・・
お面・・・もっと・・・ほしい
それ・・・チガウ・・・
ダメ・・・なの？
そう・・・
・・・もどる？

はい
いいえ
かえらない・・・の？
それは ダメ！
早く・・・しまって・・・
もっと・・・
へへ・・・ありがとう・・・
キミ・・・やさしいね
ねえ・・・
聞いて・・・いい？
キミの 友だち は・・・
どんな・・・ひと？
そのひとは・・・
キミのことを・・・
友だちと 思ってるのかな・・・
キミの しあわせって
どんな・・・こと？
キミの しあわせは・・・
ほかのひとも・・・
しあわせ なのかな・・・
正しいことって・・・
どんな・・・こと？
正しいことすると・・・
本当に みんな・・・
よろこぶのかな・・・
キミの・・・
本当の顔は・・・
どんな・・・顔？
お面の・・・・下の顔が
本当の顔・・・
なのかな・・・
防犯のため
店内での お面の着用は
やめてや！
カーフェ・・・
いや、知らんで そんな子
'�そんなん かぶってたら
ホンマに 眠れなくなるで
マジで！
ええなあ ソレ・・・
ウチの店でも 入荷しようかなあ
マジで！
ここは、会員制ちゃうから
そんなん とりや
マジで！
'�えらいなあ 若いのに
配達 ごくろうさんやなあ
おっ、ダレのや？
めでたいなあ～
'�店 小さいんやから
こんな せまいところで
踊らんといてや！
'�なんや けったいなもんつけて
はよ とりや・・・
'�おかしいなあ？
人が入ってきたと 思ったんやけど
まあ、ええわ
はよ 夜の店の 準備せなかんなあ
こんなところで 行進せんといてや
'�あぶないなあ～
こんなところで バクハツ
させんといてや・・・マジで
'�いや、そんな子 知らないッスよ
それに、店長 今いないから
わからないッスよ・・・・
'�それ かぶるの 恥ずかしいから
オレ あそこの会員に
ならないんッスよ・・・
'�コンサートのチケット プレゼント
に応募したんッスけど・・・・
オレ宛に 何か届いてないッスか？
'�ああ、オレも早く 彼女つくって
結婚したいッスよ・・・
ドクロ ッスか？
シブイッスねえ～
・・・・・
ここ、あんまり 客来ないけど
何で 店長は あんなにお金
持ってんだろう・・・？
'�それ、あぶなくないッスか？
あら、変わったお面が
集まったわね！
あら、カーフェイね
町長の息子さんの・・・
そういえば 最近見かけないわね？
あら、いいお面が 集まったわね！
あら、かわいいわね～
食べちゃいたい ぐらい！
'�あら、かわいらしいお面が
集まったわね！
ボク、「ラッテ」の会員なの？
スゴ～イ！
あら、座長さんの お面ね！
よく ココに来るのよ
何でも、兄弟が 牧場に
いるんだって・・・
'�あら、配達ごくろうさま
どう、遊んでいかない？
でも、仕事中だもの ダメよね！
あら、いいわね
ダレが 結婚するの？
あら、キレイな人ね・・・
だけど、お姉さんの方が
もっと キレイでしょ！
ウソよ・・・
'�まあ、こわいお面が
集まったわね！
'�お姉さん、カエル・・・苦手なの
'�今日の 宝箱の中身は
どうしようかなあ・・・・？
そうだ、高い ルピーを
払ってくれた人に いい賞品を
あげよっと・・・
ねえねえ、そのお面
どこで 手に入れたの？
ねえねえ、教えてよ！
洗濯場で たまに見かけたよ
ねえねえ、ダレそれ？
何やったの？
そんなお面 かぶらなくても
元気だもんね～！
オレも それ持ってる～！
オトナ じゃん！
ポストのぞけるんだ・・
いいな～！
ボクたちには まだ早いよ！
・・・・・・？
そんな 変なお面 いらない！
そのお面
どこで手に入れたでしゅか？
知らないでしゅ！
ボク 持ってないでしゅ！
ボクも ほしいでしゅ！
ボクも 持ってるでしゅ！
コワイでしゅ！
はずしてくだしゃい！
オトナになったら そんなの
かぶらなくっちゃ いけないのなら
コドモのままで いいでしゅ・・・
ボクも 将来なりたいでしゅ
ボクの おとうさんやおかあさんも
持っているでしゅ！
コ、コワイでしゅ！
ちびっちゃったでしゅ・・・
ダ、ダレか・・いるでしゅか？
そんな 変なお面
いらないでしゅ！
へえー
あんた そのお面どこで
もらったの？
それ、ロマーニのお面といってね
オトナのお客さまだけが
もらえるものなのよ
オトナっていってもね
年齢じゃなくて そのヒトの
行いとか 考え方とか・・
フフ あんたのコトを
オトナとみとめてくれたヒトが
ドコカにいるんだね
あの・・・
それ・・・
もしかして・・・・
あ・・・あんた
おばさんに やとわれたの？
ここには・・・
カーフェイは いないよ
あら？ めおとの面ね？
だれか結婚したんだ
わたしの友達も
もうすぐ結婚するんだ・・・
もうすぐ・・・
それ、お面？
そうか、町はもうすぐ
カーニバルだもんね
おや ドトールくん
いじめられたら
先生に言うんだよ わかったね
！！町長のご子息か
式を前にして逃げ出すとは
なっとらん！
・・・と 怒りたいが
ワシの弟子たちも 祭りを前にして
スタコラ逃げちまった・・・
なさけねえ！ 涙が出るぜ！！
ふく面 オコトワリ・・・？
最近 その面つけた賞金かせぎ
おらんようになった おもてたのに
まだ、おったんかい
しかし、ドトールの ヨメはん
この面で ヒトさがしさせとんのか
ぜんぜん 似てへんやん
・・・まあ、今は似てなくもないか
知らん！知らん！ 帰ってや！
うおらあ！
いとしのアンジュさんに
手え出しやがって！！
オラのコブシが怖いかあ！！
カーフェイ 出てきやがれ！！
どこかで 見たなあ・・・
どこかって このへんだけど
ごめんな 忙しいんだわ
やっだ～ なんにん目？
おばさん シツコ～イ
だ・か・ら～ カーフェイ
アンジュとのケッコン ペケ
したいんじゃないですか？
いいんじゃな～い？
カレ そうしたいんだから
ブスイですよ もう
ヨメさんに やとわれたヒト？
カーフェイまだ・・・なのね
ヨメさんには ないしょだよ
町の西にある 夜だけ開く店
マニ屋に聞いてみな
アイツ わしの悪友なの
・・・・知らないのだ
知ってても ヒミツなのだ
おお、その青毛 その髪形
カーフェイじゃな？
あの子が ボンバーズにいた頃を
思い出すのう
あまり顔を出さなくなったが・・・
はて どうしておるのか
子供たちに 聞いてみるといい
ボンバーズは
町の事情通じゃからな
あっ そいつなら
洗濯場でよく見かけたぜ
なんだ、お面か？
オレ スベリ台で 本物のキータン
見たことあるもんね～！
いいトシして 泣くなよ～！
・・・・・？？
ボーヤ お面かぶりながら
マトは ねらえねえから
はずしてきな
'�ああ、カーフェイね
ここには 来てねえよ
ボーヤ そんなのかぶってちゃ
マトは ねらえねえから
はずしてきな
'�・・・・・・・・
そんなお面かぶっとらんで
遊んでってちょ～よ！
'�そんな子 知らんねえ～
見たことないわ
'�めでたいがね
ダレがするの？
結婚式は ハデにせえへんの？
'�えらい ベッピンさんのお面だがね
そんなんかぶっとらんで
遊んでってちょ～よ！
・・・・・・・・・
ぜんぜん 客来おせん・・・
この道場は、親切ていねい
２４時間マンツーマン指導で、
みるみる 剣の腕前が上達するぞ！
今ならカーニバルの日まで、
特別割引でお得じゃぞ
今ならカーニバルの日まで、
特別割引でお得じゃぞ
剣の技をきたえることは おのずと
精神もきたえられる
近ごろは、月が近づくだけで
おびえる軟弱なヤツラがふえているが
ワシのような、きたえぬかれた
達人クラスになると
怖いものなど何もない！
この道場で習えば、そんな強い精神を
持つことができるぞ
剣の技をきたえることは おのずと
精神もきたえられる
月が落ちてくる というウワサが
たっているようだが、ワシがこの町に
いるかぎり 安心しなさい
ワシが今夜 月を たたき斬って
くれるわ！それぐらいの腕前が
なければ 人に剣など教えんよ
ワシのように強くなりたければ
夜までなら 特別に
教えてやらんでもないぞ
ワシのように強くなりたければ
夜までなら 何度でも教えてやるぞ
どうじゃ、やってみんか？
心者コースなら １ルピー
上級者コースなら １０ルピー
やらない
そうか・・・おしい
じつに、おしいのぉ～
そのコースを受けるには
ルピーが たりん！
うむ、初級コースじゃな！
では、剣をぬく前に基本を教える
まずは、横っとびから その丸太に
Ζを押して注目してからΜを
左右にたおして 移動しながらΑ
では、やってみろ
横っとびは、
Ζを押して注目してからΜを
左右にたおして 移動しながらΑ
わかったら、もう１度！
次は、回転アタック
Ζ注目してからΜを
前にたおして 移動しながらΑ
はじめ！
回転アタックは、
Ζ注目してからΜを
前にたおして 移動しながらΑ
次は、バック宙
同じようにΖ注目してからΜを
後ろにたおして 移動しながらΑ
はじめ！
バック宙は、
Ζ注目してからΜを
後ろにたおして 移動しながらΑ
よし、では その丸太を敵と見たてて
剣の練習！まずはヨコ斬り
Βを押すでは、はじめ！
ヨコ斬りはΒを押すだけ
次はタテ斬り
Ζ注目してからΒを押す
では、はじめ！
タテ斬りはΖ注目してからΒを押す
次は突き
Ζ注目してからΜを
前にたおして Β
突きはΖ注目してから
Μを前にたおして Β
いよいよ最後は ジャンプ斬り
剣を抜いてΖ注目してからΑを押す
はじめ
ジャンプ斬りは
剣を抜いてΖ注目してからΑを押す
よーし！
今まで教えたコトは忘れず
日々、練習をおこたらんように！
そうそう、盾（たて）は Εで
かまえる ことが できるんじゃ
知っとった？
ちがーう！
その前に Ζ注目をはずして
Α を押して
剣をしまいなさい！
Ζ注目は しないの！
こら！
剣を 持ってないヤツに
何を 教えるんじゃ！
・・・・うむ、しかたがない
オマエになんか やろう・・・

ほれ！
修行がたりんのぉ～
もっと、飛ぶんじゃ！
もう１度、いちからでなおせ
ったく・・・
大切にするんじゃぞ・・・・
なんじゃ、なにか文句 あるんか！
ここは、神聖なる剣の道場じゃぞ
子供がくるところではない！
ここは、剣を習うところじゃ
遊ぶ ところじゃないぞ！
この道場に習いにきたいのなら
大人になってから きなさい
あの・・・すいませんが、ここは
剣を習う道場でして・・・
剣をもっていない方は、ちょっと
ここは しがない剣の道場でして
・・・アナタ様のような方が来られる
ところでは・・・
ここは、その・・・
剣を持ってない方は・・・ちょっと
・・・すいません、規則なもんで
おしい～、いい素質をもっておる
ようだが、ここは剣を習う道場
剣を持っていないとのぉ～
知りあいに、剣を習いたい者が
おったら、宣伝しておくれ
今なら、特別割引でお得じゃぞ
おしいのぉ、オマエさんが剣さえ
持っておれば、ワシのような
剣の達人になれるのに・・・・
今なら特別割引で お得なのにのぉ
おしいのぉ～
ワシの道場にかよえば、すぐに
剣の達人になれるのに・・・・
剣を持っていないとはのぉ～
上級者コースは 実践コースじゃ！
次々、出てくる１０本の 丸太を
難易度の高いワザで 倒すのじゃ！
見事 ３０点満点なら
免許かいでん じゃ
かくごは いいな！
うううううっ コワイよ～！
いやじゃ～！ 死にたくない！！
ここは、神聖なる剣の道場じゃぞ！
なんじゃ そのお面は？
それが剣を
習おうとする者の態度か！
出なおして来い！
ワシゃ、そんな子は 知らん
なんじゃ 夜更かしのお面なんか
かぶって！
ワシの 剣の教え方が眠いと
いいたいのか！
ふゆかいじゃ 帰れ！
わお、かわい～のお！
長い おみみ ピクピクさせて
この道場で剣を習いたいのなら
ウサギさん 汚しちゃ
かわいそうだから 置いてきなさい
・・・・・・・
ここは、剣の道場じゃから
たしかに 剣を持っておれば
ダレでも 教えてやるがな・・・
まずは、そのお面を おウチに
置いてから きなさい・・・・
なんじゃ 忍者のお面なんかつけて
将来 忍者にでも なりたいのか？
いいのお、コドモは 無邪気で
・・・・・
お前 本当に 剣を習いたいのか？
気がぬけて
教える気にもならん・・・・
ここは、神聖なる剣の道場じゃぞ！
なんじゃ そのお面は？
しかし ブサイクな 泣き顔じゃな
剣を習いたければ
まずは その変な おもちゃを
はずしてきなさい
はい、いつも 郵便配達
ごくろうさん
おお、めでたいのお
知り合いが 結婚するのか？
ええの～ 若い者は
ええの～ セクシーじゃのう～
その オナゴの お面は
まさに ビューテ フォー！
剣を教えるのに ワシの
気が散るからウチに置いてきなさい
何ならワシ、あずかってもいいがな
こわー そのお面！ こわー！！
気持ち悪いから
はずして！ はずして！ もう～！
ワシゃ 歌は 苦手だから
そんなのつけても 歌わんぞ！
・・・・・・
なんじゃ そのお面は？
ワシを バカにしとるのか？
ひやかしなら 帰れ！
わあっ！
剣を習いたいなら そのお面は
はずさんか！
ったく ユメに みそうじゃ・・・
ん？・・・ダレかおるのか？？？
ここは、神聖なる剣の道場じゃぞ！
そのお面つけて
室内で行進するんじゃないぞ！
するなら、外にでんか！
ここは、神聖なる剣を教える
道場じゃぞ！
なんじゃ、そのお面は？
ワシは そんな 邪道な武器は
みとめん！
出なおして来い！
ここは、神聖なる剣の道場じゃぞ！
なんじゃ そのお面は？
ワシゃ クサく なんかないぞ！
ちゃんと、月に 一度は
フロに入っとる！
ただいま 仕事中なのだ
話をすると 予定がくるうのだ
ボクの予定では 今は昼寝時間なのだ
コンマ ん秒でも 予定がくるうと
手紙が届くのが遅れてしまう・・・
公務員はつらいのだ・・・
あなたに、いつもの人から手紙なのだ
こまったのだ・・実に こまったのだ
ポストに手紙が １通も
投函されていなかったのだ・・・
午後から、いったい ナニをしたら
いいのか・・・
ダレか 教えて欲しいのだ
ボクは ナニをしてたらいいのかな？
仕事がないとき
ナニをしてたらいいのかな？
・・・ジャマなのだ！
ゆうべ、自分に手紙を書いて
ポストに出したのだ・・・
さっき、ソレを回収したのだ
午後は その手紙を配達するのだ！
ククッ・・
ボクへ
いつも配達 ごくろうさんなのだ
そんな、ガンバリ屋のボクにお願い
町の人は みんな ひなんしたのだ
ボクも 逃げて欲しいのだ
予定表に書いていなくても
逃げて欲しいのだ
お願いしますボクより
そりゃ・・・に、逃げたい！
け、けど、そんなの予定表に
書いてないのだ
ボ、ボクには 配達の予定表が
さ・・最優先なのだ
ボ、ボクには 配達の予定表が
さ・・最優先なのだ
こ、これは 速達のハンコ！
最優先で お届けするのだ！
お届け物です
局長どの！！
ボク、ひなん することにしたのだ
局長どの の命令なのだ
ボクは もう自由なのだ！
予定も自分で決めるのだ！
今日は、１通しか手紙がなかったのだ
とても、さびしいのだ・・・・
でも、キッチリ お届けするのだ
アナタに お手紙なのだ
・・・今日は 留守みたいなのだ
イラッシャイマセ

ガッピー！
テガミ以外
受付ケ デッキマセン

ガッピー！
ゴ利用 アッリガトウ
ガッピー！
確カニ ウケトリ マッシタ

ガッピー！
オッ届ケハ 今日午後ニナリマシタ

ガッピー！
オッ届ケハ 明日ニナリマシタ

ガッピー！

４・
５・
６・・・
わぁ！
・・・ビックリした！
トレーニングのジャマを
しないのだ！
今は 時計を見ないで
頭の中で １０秒ピッタリに走る
イメージトレーニングを
していたところなのだ！
バカにするかもしれないけど
これが、ケッコウ難しいのだ！
やってみる？

はい
いいえ
じゃあ、ジャマなのだ！
Αでスタート
１０秒数えて、ピッタリだと思った
ところで、もう１度Αを押すのだ
ただいまのタイムは
なのだ～
え－！！
１０秒～！！！
すごいのだ！
キミは、ポストマンにふさわしい
運動神経を持っているのだ！
いいものを見せてもらったお礼に
キミにコレをあげるのだ
'�こうしちゃ～いられない！
ボクも もっともっと
トレーニングをするのだ！
ん～おしいのだ！

あぶなかった・・・
・・・・いやいや、こっちの話
ほら、やっぱり 難しいのだ！
とっくに １０秒すぎてるのだ！
なんか、にぶいヤツだなぁ～
もう１度 やりたそうな顔
してるのだ・・・
やらしてあげてもいいけれど
２ルピー もらうのだ！
それでも、もう１度やる？

はい
いいえ
じゃあ、トレーニングの
ジャマなのだ！
シッ、シッ！
ルピー たりないのだ！
もう～、トレーニングの
ジャマなのだ！
わぁ！

なんだ・・・またキミか？！
トレーニングの
ジャマばかりしないのだ！
だから～・・・
ボクは、時計を見ないで
頭の中で １０秒ピッタリに走る
イメージトレーニングを
しているところなのだ！
やらしてあげてもいいけれど
２ルピー もらうのだ！
わぁ！ その耳！！

作り物か・・・ビックリした！
トレーニングのジャマを
しないのだ！
オツトメ ゴックロウサマデス

ガッピー！
テガミ 以外ノ
イブツ ガ トウカン
サレテイマス
ガッピー！
ゴクロウ サマデス

ガッピー！
ソクタツハ ポストハウスへドウゾ
深夜デモ 受付ケマス

ガッピー！
お届け物なのだ
局長どの！
あらヤダ！
あなた、まだ残ってたの？
あ、あ、あ、
あしたの配達が あるのだ！
なに言ってるの！
お空見たの？ 大変でしょ！
けど、けど・・・
あら！
まあ！！！

どうしましょ！！！

カーフェイからなのね！
速達なのだ
うれしいわ！
最期に いいこと あるなんて！
ありがとね
あなた もう逃げなさい

命令よ！
了解なのだ
もう、いらなくなったから
コレ、キミに ゆずるのだ！
え～、申し訳ないんですけど・・・
ここは、デクナッツしか
遊べないッピ
ぼっちゃん
自分のベストタイムに挑戦するッピ
どお？ぼっちゃん 遊んでいくッピ
ぼっちゃん
自分のベストタイムに挑戦するッピ
ぼっちゃん
今日も 記録だしてみるッピ
どお？ ぼっちゃん ここは
あさってのカーニバルまでだよ
遊んでいくッピ
ぼっちゃん
自分のベストタイムに挑戦するッピ
ぼっちゃん
がんばって 今度は３日連続で
記録だしてみるッピヒヒッ
ホント、今日は カーニバル前日
なのに やけに 上はしずかで
ダレも来なくて ヒマだッピ・・
ぼっちゃん
遊んでいくッピ
ホント、今日はカーニバルの前日
なのに、ダレも来ないなんて
めずらしいッピ
ぼっちゃん 今がチャンスだよ
遊んでいくッピ
１回 たったの１０ルピーだッピ

やる
やらない
また、来るッピ
ルピー 足りないッピ！
そんじゃ、このデク花使って
楽しんでってね
すべてのルピーをとった時間が
今までの記録より はやかったら
ゴウカ賞品プレゼントだッピ
ただし、１度でも下に落ちたら
ダメだッピ！
今日のゲームのベストタイムは
�
コレより 早くルピーを全部とるッピ
今日のゲームのベストタイムは
�

コレより 早くルピーを全部とるッピ
今日のゲームのベストタイムは
�時間切れ
終了～ッピ！
ざんねん
また、何度でも 挑戦するッピ
ヒヒッ
ざんねん
終了～ッピ！
また、何度でも挑戦するッピ
ルピー持ってねヒヒッ
スゴイ・・・新記録だッピ
・・・コレやるッピ
ぼっちゃん
また、来るッピ
この記録 登録しておくから
ぼっちゃん 名前はなんていうッピ？
フン、フン ？
・・・デクナッツにしては
変わった名前だッピ
よかったら、また 明日も
遊びに来るッピ
・・・スゴイ、新記録だッピ
それも ３日連続で・・・！？
くそ～ やられた
さては お前 プロだッピ
ウチは プロは お断りだッピ！
コレやるから、もう来ないでくれッピ
あどけない顔して・・・
・・・・まったく オレたちは
恐ろしいヤツを相手にしてたッピ！
うわっ！ だ！
かくれろ！
モヨウ替えの 時間だっピ！
もう、帰るッピ！
はい、おしま～い だッピ！
まあ、こんなもんだッピ
じゃあ、デク花にもぐって
飛び出したら スタートだッピ！
お客さんのようだよ・・・・ハニ～
お客さんかしら？ ダーリン
お客さんのようだね・・・ハニー
イヤイヤ ダーリン
もうすぐ ２人っきりの時間よ
ふ・た・り・っ・き・り・の
・・・かえって
だけど、見たところ 弓を持って
いないようだよ・・・ハニー
あら・・・それじゃあ
遊べないわねダ～リン
どうしよう、ハニ～
きっと このコ 弓を持っていない
から ここで 遊べないよ・・・
あら・・・ザンネンね
弓がなくても 何か飛ばすコトが
できれば よかったのに・・・
どうする？ ハニ～
きっと このコ 弓をあつかえない
と思うんだけど・・・・
だけど このコ シャボンを
飛ばすことが できるみたいだから
特別に 遊ばしてあげましょうよ～
あっ デクナッツのコか
また 遊んでいく？
マト当ては 今日の夜までだし
いいんじゃない ねっ ダ～リン
よかったら 遊んでいく？
今回は 特別だけど・・・・
今日は マト当ての日なのよ
ねっ ダーリン
だけど、見たところ 弓を持って
いないようだよ・・・ハニー
あら・・・それじゃあ
今日は遊べないわねダ～リン
あっ、パーフェクトをとったコか？
また、遊んでいく？
ボムチュウ当ては 今日の夜までよ
ねっ、ダ～リン
あっ
よかったら 遊んでいく？
ボムチュウ当ては 今日の夜までよ
ねっ、ダ～リン
あっ
よかったら 遊んでいく？
今日は ボムチュウ当ての日なのよ
ねっ、ダ～リン
だけど 見たところ ボム袋を
持っていないようだよ・・・ハニ～
あら・・・それじゃあ
今日は 遊べないわね
ダ～リン
あっ、
さっきパーフェクトとったコか？
また 遊んでいく？
バクダン・バスケットは
今日の夜までよ
ねっ ダ～リン
あっ、昨日 パーフェクト
とったコか？
また、遊んでいく？
バクダン・バスケットは
今日の夜までよ
ねっ ダ～リン
あっ、昨日 パーフェクト
とったコか？
よかったら、遊んでいく？
今日は バクダン・バスケット
の日なのよ
ねっ、ダ～リン
あっ
よかったら 遊んでいく？
バクダン・バスケットは
今日の夜までよ
ねっ ダ～リン
あっ
よかったら 遊んでいく？
今日は バクダン・バスケット
の日なのよ
ねっ、ダ～リン
わあっ！またキミか？
まだやるの？
・・・・・・・・・・・
あっ、さっき パーフェクト
とったコか？
また、遊んでいく？
マト当ては 今日の夜までよ
ねっ ダ～リン
あっ、２日連続で パーフェクト
とったコか？
また、遊んでいく？
マト当ては 今日の夜までよ
ねっ ダ～リン
あっ、２日連続で パーフェクト
とったコか？
また、遊んでいく？
今日は マト当ての日よ
ねっ ダ～リン
あっ、
また、遊んでいく？
マト当ては 今日の夜までよ
ねっ ダ～リン
あっ、たしか前に・・・
パーフェクトだしたコ？
よかったら、遊んでいく？
今日は マト当ての日よ
ねっ ダ～リン
あっ、
また、遊んでいく？
マト当ては 今日の夜までよ
ねっ ダ～リン
あっ、
よかったら、遊んでいく？
今日は マト当ての日よ
ねっ ダ～リン
どうする？ ハニ～
見たところ バクダンを
あつかえない みたいなんだけど
あら・・・それじゃあ
遊べないわね
ダ～リン
１回 １０ルピーだけど

遊ぶ
遊ばない
ハニー 遊ばないってさ・・・
ルピーが 足りないみたいだけど
どうする？ ハニー

かえって！
ボクたちが １曲 踊っている間に
すべての マトに 当ててごらん
だけど、この台から 落ちちゃ
ダメなのよ
ね、ダ～リン
ボクたちが １曲 踊っている間に
すべての マトに 当ててごらん
だけど、この台から 落ちちゃ
ダメなのよ
ね、ダ～リン
ボクたちが １曲 踊っている間に
バクダンを すべてのカゴの中に
いれてごらん
投げる時に いきおいあまって
台から落ちゃうから注意しなきゃ
ダメなのよね、ダ～リン
ボクたちが １曲 踊っている間に
すべての マトに、
ボムチュウを当ててごらん
だけど、この台から 落ちちゃ
ダメなのよ
ね、ダ～リン
じゃあ、いいかい？
ミュージック スタート
見たかい？ ハニー
パーフェクトだって・・・
・・・しかたがない
カレに ボクたちの しあわせを
わけてあげよう・・・・ハニ～
くやしいから、もっと
見せつけちゃいましょ
ダ～リン
ハ、ハ、ハニー！！
み・・・３日連続パーフェクトだよ
もうカレに あげられるモノって
これぐらいしかないよ ハニ～
私たちって・・・
本当に しあわせなのかしら・・・
ダ～リン
私たちって・・・
本当に しあわせなのかしら・・・
ダ～リン
ハニー
また、パーフェクトだって・・・
・・・・・・・・
終了～
もう、終わりだよ・・・ハニ～
ユメのような 一時だったわ
ダ～リン
あっ、だからいったのに・・・・
もうかっちゃったね ハニ～
しあわせよ ダ～リン
イタイなあ！
いらっしゃいませ
ナベかま亭にようこそ・・・
'�あの・・・お泊り・・・ですか？

はい
いいえ
・・・えっ！？ やっぱり、お泊り

・・・なんですね
申し訳ございません！
本日は 満室でして・・・
ご予約の方で いっぱいなんです
カーニバル前は いつも
こんな感じなんです
ごめんなさいね
次回 ご利用の際は
ご予約を おすすめしますわ
そうですか・・・よかった・・・
カーニバル前は、いつも
満室で、お断りするのが
申し訳なくって・・・
お客さんも この季節に
当宿をご利用の際には
ご予約を おすすめしますわ
今後とも、
ナベかま亭をごひいきに！
あの・・・お泊り・・・ですか？
あら・・・？
ひょっとして・・・前にも
同じことを言っちゃったかしら
お客さんの顔を覚えなさいって
母に言われるんですけど
忘れっぽいもので・・・
刻のカーニバル
楽しんでってくださいね
'�あの・・・ご予約の方・・ですか？

はい
いいえ
ご予約・・おありでしたか
よかった・・・
様ですね
少々、お待ちください
様
午後に お着きのご予約を
うけたまわって おります
お部屋は、２階 「ナイフの間」
こちらが お部屋のカギで
ございます
お客さん
時計塔広場には 行きましたか？
カーニバル恒例の アレが
組み立て中だったでしょう
今年のアレも すごいんでしょうね
楽しみですね アレ
ごゆっくり・・・・
おやすみなさいませ・・・
都会は ごちゃごちゃしてて
わかりにくいゴロ・・・
申し訳ございません
本日は、満室でして・・・
ご予約の方でいっぱいなんです
予約したはずゴロ
という名前
ないゴロか？
様
あっ！ うけたまわっております
お部屋は、２階 「ナイフの間」
こちらが、お部屋のカギで
ございます
ココ、ボロくて
床がヌケそうゴロ・・・
予約したはずなんだけど・・・
名前は ゴロ！
ゴロ 様？

という方は うけたまわって
おりません
近いのは、１つありますが・・・
え・・・？？
そうゴロ・・・
まあ、天気いいから外で寝るゴロ
申し訳ございません
セチガライ 世の中 ゴロ・・・
あ！・・・
あ、あ、あ、あの、あの
コレは？
確かに お届けしたのだ！
あ！待って！
この手紙は、ど、どこで！！
ポストなのだ
そ、そうじゃなくて！
どこのポストで！
どこかの ポストなのだ
そうじゃなくて！
そろそろ お昼ね
いそいで作らなきゃ
おばあちゃんたち
きっと 待ってるわ
急がなきゃ！
午後に お着きのお客様が
来ちゃうわ
省略、省略！
うち、もとは食堂やっててね
先代が亡くなってから
サービスでやっていた
「間貸し」を本業にしたの
客室２部屋の小さな宿だけど
この時期は、いろいろな地方から
人がおとずれて・・・
ほら、外で 芸人さんが
練習してたでしょ
２階の大部屋のお客さんで
毎晩 歌と踊りで にぎやかよ
午後から来る 予約のお客さん
お隣だから、きのどくね
・・・ん ・・・ん？
話しかけないで・・・
お皿を 落としちゃいそう・・・
おや、トータス
わたしゃ、お昼は
もう いただいたよ
おばあちゃん・・・
私は、アンジュよ！
トータスは、私のパパ・・・
それにお昼は、まだでしょ！
わたしゃ、お昼は
もう いただいたよ
それを、さっさと さげておくれ
食べないと体にドクよ
お願い 食べて・・・
お昼は もう食べたと
いってるじゃないか トータス！
この 親不孝モノ！
・・・しょうがないわねえ
・・・ほっ！

ほっ？
ほ、ほんを読んでやろう
あ・・・・そのお面・・・
アナタも、カーフェイを探して
・・・いるんですね
アナタも カーフェイを探して
いるんですね
お願いがあるんです！
彼を・・・カーフェイさんを・・・
探す手がかりが あるんです
今夜、夜の１１時３０分に
ウチの厨房（ちゅうぼう）に
来てください
話は、その時に・・・
私、自分で探してみます
ダレかに 頼っちゃ・・・
ダメですよね！
見つからないんですね・・・
カーフェイ・・・
どこ・・・
いっちゃったのかな・・・
結婚式・・・もうすぐなのに・・・
あ！・・・いえ
どうも！
夜おそくに すいません
彼・・・カーフェイさん
なんですけど・・・
彼から・・・
手紙が来たんです
へん・・・ですよね 行方不明の人
から手紙が来るなんて・・・
でも、絶対 間違いない
彼からなんです！
私には・・・わかります・・・
お願い！
ココに、私の手紙があります
これを ポストに入れてください
コレが届く時
手紙を受け取る時・・・
アナタは、彼に会えるはず
彼に伝えてください
アンジュは 待っていますって
そして、その時・・・
彼がどんな様子だったか
私に教えてください
私には・・・怖くて・・・
できないから
お願いできますか？

はい
いいえ
ありがとう・・・ございます
朝、早くに 出してください
・・・あ、あの
避難 なさらないんですか？
・・・あ、今日は
あいにくの天気ですね
私、待つことにしました
約束しましたから・・・
これでいいんです
彼を 信じます
あ・・・
彼に・・・会えましたか？
・・・ごめんなさい
もう、手遅れですよね
あ・・・
彼に・・・会えましたか？
・・・ごめんなさい
すぐには、ムリですよね
あ・・・
彼に、会えましたか？
はっ！
・・・カーフェイからです
あ・・・あ・・・ありがとう
ございます！
あの・・・なにか？
すいません
このあたりに、男の人
見かけませんでしたか？
こんな人、なんですけど・・・
彼・・・ひと月ほど前から
婚礼の面を 持ったまま
行方が わからないんです
私は・・・ホントは・・・
彼に会うのが怖いんです
姿を みせない理由を聞くのが・・
ひょっとして、私のコト・・・
カーニバルまで、あと２日・・・
待っていいの？
カーフェイ・・・・
あっ！ そのお面・・・
アナタも 彼を
探しているんですね
自分で探そうと思って
ココまで来たんですけど・・・
ボロ宿ね これが１等の部屋？
これじゃ となりの声がツツヌケよ
ま、いいわ！
タダで 泊まれるんだから
ぜいたくは 言わないけどね
やっぱり ボロね
となりから話し声が 聞こえるもん
いいね、アンジュ、私たちも
夕方には 牧場に発つからね
クリミアも 受け入れてくれるさ
アンタの 大の親友じゃないか
カーフェイは 本当に
クリミアの所にいるのかしら・・・
そこに、カーフェイがいたら
かあさんが、ぶん殴ってやるよ

でもね・・・
クリミアのことは、わかっておあげ
彼女には、ささえが必要なんだ
カーフェイや、町長夫人がね
それに、結婚前に逃げるような男と
いっしょになったって 苦労する
だけさ・・・かあさんみたいにね
手紙には、かならず戻るって
書いてあったわ・・・
戻るって、どこにだい？
あさっての朝には、
この町は、月の下じゃないか
そんな手紙は、忘れておしまい
とにかく、生き残ろう

それからだよ・・・
うん・・・・
かあさん
ありがとう
みなさん、朝一番で 避難しました
あんなに・・・にぎやかだったのに
さみしいわ
私たちも、夕方には
ロマニー牧場へ 避難します
お客さんも、急いだ方がいいですよ
私、間違っていたのかも・・・・
彼、言ったわ
式の日の朝・・・
部屋まで むかえにいくって・・・
私も 待っているって
約束したの・・・
でも
・・・もう・・・おそいよね
アンジュは、カーフェイを待って
宿に残ったよ・・・
バカな話さ、あんな男
信じちまうなんてね
あたしも、亭主が
いつか ひょっこり帰ってくる・・
そう、信じてたよ
あの子の お人よしは
わたし ゆずりかもね・・・
！！
・・・アンジュには
かわいそうな ことをした・・・
けどね、これでいいんだ
今は、生き残ることが
大事なのさ・・・・
ごめんなさいね
夕方には わたしらも
避難するんです
お客さんも 逃げた方がいいですよ
明日 朝には
落ちるらしい ですからね
ごめんなさいね
部屋は、いっぱいなの
おや、トータス
遅かったね・・・
明日も早いから、もう おやすみ
お話は、あした
読んであげるからね
おや、トータス
父ちゃんの手伝いは、
すんだのかい？
じゃあ、今日も、かあちゃんが
お話を読んであげよう
さあ、どの話にしよう
める
ときのカーニバル ２じかん
４にんのきょじん あさまで
ときのカーニバル だね？
カーニバル前だからね
おまつりの いみを学ぶのは
とてもいいことだ
少し長いけど、気合をいれて
読むからね・・・
え・・・「ときのカーニバル」
毎年、太陽と月が
同じ カサに入る 和の季節
たゆみない 自然に驚き
たゆみない刻を とうとび
その年の ほうじょうをねがって
ときのカーニバル は
四界の民の手によって ひらかれる
そのむかし 四界の神である
巨人の顔を かたどった面を
祭りで かぶったことから
ときのカーニバルでは
おのおの手作りの 「お面」を
持ちよる習慣に なっている
カーニバルの日に 結ばれた男女は
そのあかしを お面で奉納するのは
最良の吉と されている
カーニバルの シンボルである
時計塔では、前夜に屋上を開き
祭壇をしたため
いにしえの ならわしに したがい
いのりの歌を うたって
神を呼ぶ儀式が おこなわれる
ときのカーニバルは
四界の収穫の 願いを
神に いのる祭りなのである！
'�がんばったね！ トータス
タメになっただろ
時計塔の屋上が開くのはいつだい？

祭りの前夜
わかんない
おやおや、ならば
もう１度、かあちゃんと
挑戦しようね
よくおぼえたね
さすが、自慢の息子だよ
ごほうびに アメをあげよう
おやおや、お目覚めかい？
やっぱり、この話は
トータスには、退屈 だったかね
これに こりず、また挑戦しようね
４にんのきょじん だね？
これは、かなり長いけど
タメになる お話だから
力いっぱい 読むからね
え・・・・「４にんのきょじん」
民が 今のように 四界にわかれず
ともに暮らしていた むかしの話
そのころは、４人の巨人たちも
民とともに 暮らしていた
ある、収穫をいわう 祭の日
巨人たちは 民にいった
われらは、眠りながら
民を 守ることにした
東に百歩、西に百歩
北に百歩、南に百歩
ことあれば、大きな声で呼べ
たとえ、山の雪に閉ざされようと
たとえ、海原に飲みこまれようと
叫びはとどくだろう・・・
さて・・・これを聞き
おどろき 悲しんだモノがいた
小鬼だった
小鬼は、巨人たちが
大地を創る前からの
友であった
なぜ、去りゆくのか！
なぜ、とどまらぬのか！
幼なじみに おざなりにされた
その怒りは 四界におよんだ
小鬼は 民に 悪さをくりかえした
民は ほとほと こまりはて
四方に眠る 巨人たちに
いのりの歌を うたった
それを聞いた巨人たちは
怒号をあげた
小鬼よ 小鬼よ
われらは、民を 守護するモノなり
おまえは 民を 苦しめた
小鬼よ 四界から され！
さもなくば 民にかわり
われらが、おまえを ひきさこう！
小鬼は おびえ 悲しんだ
幼きころの友を 失ったのだ
小鬼は 天界に帰っていった
こうして、四界に 和が戻った
民は 喜び 四界の巨人を
神として まつったとさ
めでたし・・・めでたし・・・
'�がんばったね！ トータス
面白かっただろう
巨人を呼ぶには どうするんだい？

うたを 歌う
わかんない
おやおや、そうかい
でも、がんばったからからね
かあちゃん うれしいよ
ごほうびに アメをあげよう
そうだね、でも
その歌は どこで歌っても
いいわけじゃないんだよ
東に百歩、西に百歩
北に百歩、南に百歩
そう、巨人たちが別れた場所
このクロックタウンの まんなかさ
おやおや、お目覚めかい？
やっぱり、この話は
トータスには、難しかったね
これに こりず、また挑戦しようね
おや、トータス
もう、よういは できたのかい？
ロマニー牧場へピクニックなんて
ひさしぶりだねえ
彼女の花嫁衣裳
きれいだろ
子供のころ 約束したんだ
刻のカーニバルの日に
結婚しようって
・・・
約束
守れなかった
私・・・あなたに
会ったことあるわ
なつかしい 匂いがする
遠い昔・・・そう
まだ、小さかったころ
私たちは 約束したわね
月と太陽のお面を・・・
刻のカーニバルの日に
交わそうって・・・
結婚しようって・・・
うれしかった・・・
アンジュ
おくれて ごめん
お帰りなさい
・・へへ
恋人同士なのに
まるで 親子みたい
約束のお面を 交わそう
ボクらは 誓いを交わし
夫婦（めおと）に なった
アナタたちは 証人よ
このお面を 受け取ってください
アナタたちは 逃げてください
私たちは もう大丈夫です
明日を・・・二人いっしょで
迎えられるんですもの
う～ん ああじゃ ダメよ
でも、それも マンネリね・・・
ブッツケ本番 かくごね
今回も・・・毎回ね・・・
もっと 飛び出すような
新しい ステップなのよね・・・
今の 振り付けは
マリラ好みだけど
あの子も のれてないし・・・
ジュドは 得意だから・・・
回転 まぜるか
ヘタに 長くしたら
お客 ダレるだろうな・・・
もう、座長のせいにして
里に 帰ろうかな・・・
ジュドは いやがるけど
曲 いまから変更 ムリよね
グルさんの上がり
メチャ おそいから・・・
ウチらは、準備ＯＫだけど
座長が なんか変なのよね
まだ ステージ見てないし
やっぱり本番 ブッツケ
みたいな・・・
マスター！
ウチらのステージ
見てくださいね！
ジャマしないで！！
あの！ ステップを ご伝授
ありがとう ございます
あなたは、ウチらの
マスターです！
マスター！ かっこいい！
るるる～
今 彼女に話しかけるのは～
やめときなさいよ～
カーニバルで踊る 新作ダンスが
まだ できてないんだって
るらら～
もう、曲は 完成しているのに～
るるる～
もう、時間ないのに
ダンスは まだできない～
曲は もうできているのに～
ダンスは まだできない～
ダレか おしえてあげてよ～
彼女たちに ステキなステップを～
るりるり～
らら～ 部屋で演奏していたら
うるせーって
おこられちゃった～
ああ～ 悲しいから～
ひとばん中 ここにいよ～う～
らら～ 部屋で演奏していたら
うるせーって
おこられちゃった～
ああ～悲しいから～
むかしのこと 思い出そう
ああ～ そうしよう～
お客さん・・・ボクはね 昔
動物楽団にいたんですよ
イヌとか ロバとかの
なんで ヒトがいるのか～
なんで ヒトがいるのか～
それは、ヒトも 動物だからさ～
みんな、いいヤツだったよ
でもね、気に入らないことが
ひとつ あったんだ・・・それは
なんで、イヌが リーダーなのさ～
なんで、イヌが リーダーなのさ～
それは、ボクが 悪いのか～
そのイヌがさ、すごいヤツで
どんな動物相手でも
りっぱな 楽団にしちまうんだ
だから、ボクは 盗んだのさ～
イヌの お面を 盗んだのさ～
リーダーの お面だから
ほしかったのさ・・・・
でも、もういらないや・・・
お客さんに あげるよ
リーダーは おしえじょうずでね
団員の 成長 はやかったな
あっという間に 一人前さ
あら、かわいい
みみたぶ カミカミ
したくなっちゃうわ
じゃあ、あなたは 右みみ
わたしは そうねえ
左を いただこうかしら
いやあねえ
あなた ホッペが
あかく なってるわよ
あら、はずかしいのね
おじさん おヒゲで
チクチク したくなっちゃうわ
ホホホホホホホッ
おじさんたち タマを
フワフワする 練習しているの
あら、あなたも
フワフワしてほしいの？
いやあねえ
あなた、ホッペが
あかく なってるわよ
あら、はずかしいのね
おじさん ムナゲで
ゾリゾリ したくなっちゃうわ
ちょっと～
少しは 手加減してよ！
イジワルね！
だめよ アカ！
あまえんぼう さんね
次は わたしの番よ
いやあねえ・・・でも
ゴウインな アオも
ス・テ・キ
朝まで まだあるわ
いい アカ
今夜は 寝かさないわよ
あら、あなた
ゲームに まぜて ほしいの？
きっと そうよ！
そんな目 してるもの
そうよねえ ちょっと
息抜き したいものねえ
でも、ごめんなさい
わたしたち 朝まで
二人っきりで したいの
ザンネンねえ
まぜて あげられなくて・・・
か か か カミくれ！
ち がーう！
イエーッ！
ほっ

たすかった・・・
これ、おちていた・・・
おまえに やる
らら～ 部屋で演奏していたら
うるせーって
おこられちゃった～
おじさんは オトナだから
ひとばん中 ここにいよう～
ボクは 子供だから
おウチの ベッドに はいろう～
らら～ 部屋で演奏していたら
うるせーって
おこられちゃった～
朝日が出るまで ここにいよう～
苦情が出るまで ここにいよう～
るらら～ るりるり～
あら、かわいい お客さま
ご予約 おありですか？
お母さんは、どちら？
ごめんなさい
うち、予約客で いっぱいなの
お母さんに そういって下さいね
ごめんなさい
うち、予約客で いっぱいなの
お母さんに そういって下さいね
こんにちは ナッツさん
今日は、雨ふりですね・・・
ナッツさんたちも 雨ふりの日には
ユウウツな気分に なるんですか？
・・・・
めぐみの雨ですもの
うれしいに 決まってますよね
・・・元気 出さなきゃ
ダメですよね
ふゆかいな お面で
話しかけないでおくれ！
アナタたちは 逃げてください
私たちは もう大丈夫です
明日を・・・二人いっしょで
迎えられるんですもの
ホントに ないゴロ？
ホントに ないです
ホントゴロ？
申し訳ありません
う～ん アンちゃん・・・
すぐ 帰るからさ・・・
むにゃむにゃ・・・
風がしめってきたゴロ
明日 雨ふるゴロ・・・
ゴロゴロ・・・
教えてください！
ヒミツなのだ
そうじゃなくて！
るるる～
今 彼女に話しかけるのは～
やめときなさいよ～
カーニバルで踊る
新作ダンスが できたのに～
座長が 見てくれない～
もう、曲は 完成しているのに～
座長は 聞いてくれない～
るるる～
もう、時間ないのに
座長は まだ起きない～
こんな時の 座長は～
隠し事があるのよ～
るりらら～
もう、曲は 完成しているのに～
お話は 厨房で・・・
わしらは 明日
町を 出ることにしたよ
・・・客も期待できないしな
おまえさん 逃げないのかい？
逃げるところが ないんだったら
南のゴーマントラックにでも
行くといい
わしの兄弟の牧場だ
アニキたちは やさしいぞ
・・・・・・・
・・・・ミドリの帽子・・・
ミドリの服・・・
アンジュの手紙に
オマエのことが 書いてある
カーフェイを 探してるらしいな
・・・オマエ 秘密 守れるか？

はい
いいえ
・・・オマエなあ
こうゆう時は ハイって
答えるもんだぜ
アンジュは オマエを信用した
ボクも 信用しよう
ボクが カーフェイだ
アンタねえ、私たちが探している
カーフェイは オトナなの
アンタ、どう見ても 子供じゃない
お面を かぶった変な小鬼に
こんな姿に させられたのさ・・・
でも かくれてるのは
この姿の せいじゃない
ボクは、この姿に された時
北門の ほこらに住む
大妖精に 相談しに行った・・・
その途中、ヒョコヒョコ歩く
笑い顔の男に 大切なお面
婚礼の面 を盗まれたんだ！
アンタ・・・ドジねえ
私の 相棒みたい・・・
結婚式を前にして
浮かれてたんだ
そのスキをねらわれた・・・
あら、そう
お気の毒さま
アンジュが心配しているのは
わかってる・・・
でも、今は まだ出ていけない
彼女に約束したんだ・・・
婚礼の面をもって
絶対 むかえに いくって
この ペンダント・・・・
アンジュに わたしてくれ
今、話したこと
みんなには ナイショだよ
この町で 盗まれたモノは
たいてい マニ屋に 流れる
ボクは、それを待ってるんだ
その台に乗って
穴を のぞいてみな
ここから マニ屋の客が
チェック できるんだ
ヤツは 絶対あらわれる
その時を 待っているのさ
いらはい
'�今夜は・・・
売れるもん ないなあ・・・
なんか、買い取り まひょか？
高値で 買い取りまっせ！
Γで 見せて おくんなはれ
'�すんまへん それな
ウチでは あつかえまへんねや
なんか、買いまひょか？

はい
いいえ
おおきに
また、寄ったってや
'�もう アカンよって
特別セール してまんのや
見てってな
'�今夜の 掘りだしモン
盗みたて ホヤホヤやで
湯気がでるわマジで
ホンマは、バクダン屋で
売られるモンやけどな
ケチな スリが 売りにきてん
ボム袋

これや！ 買うたってーな
今夜の 掘りだしモン
夜更かしのお面
ゆうてな
もう、いつの品物かも
忘れてしもたんやけど
ケッタイな お面やで～
お面を顔につけたなら
どない 眠うても、眠うても
眠られへんのや コワイやろ
どないしまひょ？

掘りだしモノを 見る
Γのアイテムを 売る
Μで 品物が見れます

店主と話す
買い物をやめる
今夜の 掘りだしモン
盗みたて ホヤホヤやで
湯気がでるわマジで
ホンマは、バクダン屋で
売られるモンやけどな
ケチな スリが 売りにきてん
ボム袋

これや！ 買うたってーな
今夜の 掘りだしモン
夜更かしのお面
ゆうてな
もう、いつの品物かも
忘れてしもたんやけど
ケッタイな お面やで～
お面を顔につけたなら
どない 眠うても、眠うても
眠られへんのや コワイやろ
夜更かしのお面 ５００ルピー
つけたら 眠れなくなる
ケッタイな お面や
夜更かしのお面 ５００ルピー

かう
やめとく
ボム袋 １００ルピー
ここだけの話 ホンマは、
バクダン屋のやけどな
ボム袋 １００ルピー

かう
やめとく
もう、持ってるやん！
'�おっ！
もう、売るモン あれへんがな
ほな・・・なんか 買いまひょか？

はい
いいえ
'�おおきに
あんちゃん 元気でな！
'�あん？
キミが ミドリの帽子くんか？
'�ワシな カーフェイから
ことづかっとんのや
カーフェイな・・・
ワシ、ちっちゃいころから
知ってんねんけど
ガキの姿であらわれた時は
ビックリしたで～
けどな、持ってた
キータンのお面で
一発で わかったんや
そのお面、大昔に
まだ、ちっこいカーフェイに
ワシが あげた お面やねん
まだ、大事に
持ってて くれたんやな・・・
'�なんや よう わかれへんけど
これ、オマエにやるわ
カーフェイな
ゆうべ 店に客がきてんけど
それ見てな 血相かえて
追いかけて 行きよったんや
そいつ、常連客でな
サコンゆう ケチなスリや
たしか、イカーナの村
出身ちゃうかな？
'�・・・
１００ やな
アシモト みてんなー

２００！
なんや、まだ 下げて欲しいんか！
ホンマはバクダン屋で売るモンやろ
バクダン屋に チクるど！
'�わかった、それで手をうつよ
でも、おっちゃんも 同罪だね！
アホぬかせ！
故買（こばい）は 善意の第三者や
ワシは なんも 知らんのや
流れてきたから 買う！
こまっとる お人を 助ける
慈善事業や、ボケ！
わ、わかったよ
じゃあ、お会計・・・・
ほな、５０

たしかに 渡したで
えっ？
今、 １００って・・・
まだ、下げて ほしいんか・・・
けっ、ケッコウです！
それやったら ね

売る
やめとく
ルピー たりへんがな！
カーフェイな
コレを カーフェイのオカンに
届けてほしい いうてたで
ナイスな剣 １００ルピー
入荷したての 剣や
お買い得やで
ナイスな剣 １００ルピー

かう
やめとく
グッドな剣 ５０ルピー
あんちゃん 剣持ってないやん
これに しとき 安いで
グッドな剣 ５０ルピー

かう
やめとく
イカス盾（たて） ２０ルピー
あんちゃん 盾も必要やで
これにしとき～な
イカス盾（たて） ２０ルピー

かう
やめとく
かっこいいビン ２０ルピー
いいやろ 何でも入れれるで
新品やしな
かっこいいビン ２０ルピー

かう
やめとく
'�今夜は モノあるで～
さるスジから仕入れたんや
今夜は モノあるで～
さるスジから仕入れたんや
ボウズ！ 道あやまったら
お母ちゃん 泣くで！
はよ かえり！
コワそな ニイさんやな
ワシ コワイひと キライやねん
おととい来てや ホンマ
・・・すんまへん
ふく面 おことわり してますねん
あんちゃん めちゃ運ええわ！
あやしいヤツがな
チンタラ歩いとったヤツから
盗んだモン流しにきよったんや
あっ、ホンマは企業秘密
なんやけどな・・・

どや、見たってや！

�Μ動かす Βやめる
今夜は モノあるで～
さるスジから仕入れたんや
オヤジ
足元みやがって！
あいたた！ アブナイじゃないか！
'�モッ、モノ取りじゃ！！
ババの荷物 返しておくれ！！
やれやれ、やっとウチでも
ボム袋をあつかえると思ったのに
ザンネンだねえ・・・
やれやれ、悪いことはできない
とは、このコトじゃな
あやつも これで こりたじゃろ
しかし、やっとウチでも
ボム袋を あつかえると思ったのに
ザンネンだねえ・・・
ありがとよ、やっとウチでも
ボム袋をあつかえるよ
明日にでも 店にならべようかね
そうそう、お礼をしなきゃね
ちょっと アブナイ お面だけど
祭りの花火だと思って 使っとくれ
助けてもらって
いうのも なんだけど
命を大切にね・・・・
あれまあ・・・
ちいさい お客さんだこと
火遊びは 気をつけてね
バクダンは オトナになってからね
'�火遊びは 気をつけてね
バクダンは オトナになってからね
はい ごめんなさいよ
あ、別にね
あやしいモノじゃ ないですから
わたし ホント
最近どう？
ヒレのしめり具合は
あれ！ ミカウ？？

・・・ちがうの？
あんまり 似てたんで・・
ゴメン ゴメン
キミは サカナの買い付けかい？
海が あんなんじゃね・・・
町の くさいサカナでガマン
するしかないよな
ゾーラホール に帰ったら
みんなに よろしく言ってくれ
しかし、よく似てるね・・・
海が あんな具合だからさ
研究所の博士が サカナの
養殖を はじめたらしい
サカナ とるんじゃなくて
育ててから 食べる・・・
野菜と いっしょだな
アリガタイんだが
そいつの エサって・・・
サカナ なんだろ？
サカナにサカナ食わすってのは・・
トモグイって やつだよな
おそろしい 話だ
あっ、これは われわれゾーラ族の
業界のあいさつ
失礼、ワタクシ
バンド 「ダル・ブルー」の
マネージャー トトです
めいし 切らしちゃってるんで
アイサツだけ
ダル・ブルーは、わがゾーラ族の
誇る スーパーバンドでね
多くの 名曲を世に送りだした
有名なところで言えば・・・
「風のさかな」って曲
知ってるよね
え！ 知らない？
ホントに？
あんな 有名なのに？？
・・・・
今回の公演が キャンセルに
ならなきゃ キミに
聞いて もらえたんだけどね
ザンネンだね
ワタクシとしても
ショーの キャンセルは
とても ザンネンなこと
ダル・ブルー 久々の
カーニバル公演 だったから
ファンのみなさんに 申し訳ない
でも、歌姫が、あの状態じゃあ
ショーは とても・・・
ああ・・・
最近 ゾーラホール は
良くないこと ばかりだ・・・
あら、あなた・・・・
カーフェイを探すように
お願いした方ね
それで、なにかわかったの？
・・・え？なんなの？
収穫 ゼロ！？
いやねえ もう・・・
がんばって ちょうだいね！
あら、あなた 見学の方？
ここは、わたくしの事務所よ
町長執務室は と・な・り
カーニバル興行のことで
わたくしに お話があるのなら
アポイント とってちょうだいね
あら、あなた 見学の方？
・・・それとも、お願いしていた
人探しのプロの方かしら？
そうね、そうね、そうよね
だって、あなた
プロの顔しているもの
あらやだ！忘れていたわ！
探す人の 特徴よね
そうそう、わかっているわ
捜索を依頼したいのは
わたくしの息子の カーフェイよ
知ってるでしょ？
・・・・知らないの？ そうなの？
ひと月前に 姿が見えなくなったの
大変なの！！
わたくし、心配で 心配で・・・
食べ物が ノドにつかえて
体重が ２キロも 減りましてよ
そんなことは 聞いてない？
あら、ごめんあそばせ・・・
どうなの？探してくださる？

はい
いいえ
あら、いけずねえ
奥さん もらえないわよ
あら、そうよねプロだもの
じゃあ、お願いね！
ああ？ じゃま！じゃま！
わしは 忙しいんだよ！
ゴーマン一座の者ですが
今日、奥サマに
お会いする約束が・・・・
はあ、そうですかあ～
いいんじゃないですかあ～
はいっても
アロマ奥サマ
ゴーマンで ございます
おひさしぶりで ございます
今回の 刻のカーニバル 興行
よろしく お願いいたします
あら、ヤダ・・・
ゴーマン！ちょっと大変よ！
と、申しますと・・・
あなたの所にお願いした
ステージの前座だけど・・
は、はあ・・・
キャンセルに なったの！
たった今！
な、な、なんですと！！！
ワタクシから 説明しましょう
いや、失礼・・・・ワタクシは
今回、ショーをつとめさせて頂く
・・・・予定でした
ゾーラバンド ダル・ブルーの
マネージャーの トトです
けさ、おつきになったの
実は グレートベイの海岸で
異変が おこりまして・・・
ワタクシどもダル・ブルーの歌姫
ルルが 異変のため
声を失って しまったのです
なぜ？
なぜなの？
くわしくは 長くなりますので
さしひかえます
とにかく・・・
今回の 刻のカーニバル 興行
キャンセル させていただきます
ほらね！
ということは・・・
ゴーマン一座は・・・
お、お仕事は・・・・
出番なしってコト・・・
そ、そんな・・・！
以上よ ゴーマン
また、来年ね
わたくし 別件で忙しいの
ああ？ じゃま！じゃま！
わしは 忙しいんだよ！
今、気が立ってんだ！
はなしかけんな！
・・・ふざけやがって
これから どうすりゃいいんだ！
全員 避難だ！！
カーニバル 続行だ！！
すでに、ほとんどの住人は
自主的に 避難をしました！
町長の指示を 待ちきれずにね
残るは 公務員と町衆だけ・・・
町長！ ならびに
カーニバル実行委員にお願いします
町にいる すべての人たちに
避難勧告を 出してください！
'�あーうん まー
コシヌケどもめ！
本気で 月が落ちてくると
思っておるのか？
おかしなデマを信じて
あわてた住人が
パニックをおこして 逃げただけだ
町兵は パニックをふせげなかった
町の外こそ キケンだぞい！
事態のハアクだと？
カーニバルの中止こそ
あってはならない事態だ！
そうですな 町長！
本気で いっているのか ムトー！
キサマの目には、
あの ブキミな 岩のカタマリが
入らないようだな！
毎年 今ごろなら 観光客で
ごったがえしている時期だ！
それがどうだ！ 町はガラガラだ！
カーニバルの運営を 守るのは
たしかに お前の仕事だ！
だが、人あってのカーニバルだろう
商人や町兵を まきこむのは
やめてもらおう！
'�うん、うん
町兵は 逃げたければ 逃げろ！
われわれ 町衆は
いにしえ の シキタリにしたがい
カーニバルを成功させるわい！
町をすてる 自警団など
聞いたことないな バイセンよ
アロマ奥さま も
そう、おっしゃるでしょうな
ドトール町長・・・
'�・・・ヨメさんの話は
やめようよ
あんたも 避難しな
あ！
あ！
あ！
'�めおとの面か なつかしいな
若いカップルが 結婚したんだね
かあちゃん、ちゃんと
逃げたかな・・・・
'�なに！
いま、なんていった？！
うん、うん みなさん
家族のことが 心配でしょ
少し 会議を 中断しませんか？
しかし、町長！
いいじゃないですか
意地で残るも 家族を守って
遠くへ逃げるのも・・・
それは、みなさんの自由ですよ
'�・・・・・！
ありがとね・・・
会議 終わらせてくれて
オトナは みんな
意地っぱり だから・・・
みっとも ないよね
これは、お礼だよ
そりゃあ あたしゃ
たよりない 町長だけど
ヨメさんぐらいは 守りたいね
・・・だって なんとなく
そうなっちゃったんだもん
・・・だって なんとなく
そうなっちゃったんだもん
ムトーが、ヨメさん 呼ぶって
いうから・・・・
カーニバル・・・続行・・・
バイセン隊長！
・・・町長 命令は、絶対だ！
それじゃあ、門兵たちも
待機ですか・・・
・・・待機だ！
クソッ！
いらっしゃ～い
なにか ご・よ・う？
左の部屋があ
町長さんの お部屋・・・
なんかあ カイギっていうの？
してるみたいなんですよお
右の部屋があ
応接間兼 アロマ夫人の事務所
アポなしで入ったら
オバサンに おこられますよ
・・・何度も 聞きたいの？
あたしの セツメイ
だ・か・らあ～
左の部屋があ
町長さんの お部屋でえ
右の部屋があ
応接間兼 アロマ夫人の事務所
もう カッタルイなあ
左の部屋があ
町長さんの お部屋・・・
なんかあ カイギ終わったみたい
オトコくさ～い ヒトタチ
部屋から たくさん出てきたよ
右の部屋があ
応接間兼 アロマ夫人の事務所
アポなしで入ったら
オバサンに おこられますよ
最近どう？
ヒレのしめり具合は
あっ、これは われわれゾーラ族の
業界のあいさつ
ぼっちゃん ママはどこかな？
え？ 一人で見学に来たの？
ふ～ん えらいねえ
ぼっちゃん 大きくなったら
ダル・ブルーのライブ
ゾーラホール まで 見においで
あら、ボウヤ
デク小学校の 生徒さん？
先生は どこ？
ここは 入っちゃダメよ
見学は となりだけなの
先生に そういってね
先生は 見つかった？
いないの？？
しょうがないわねえ もう・・・
いやねえ もう・・・
がんばって ちょうだいね！
あらやだ！忘れていたわ！
探す人の 特徴よね
そうそう、わかっているわ
・・・・知らないの？ そうなの？
ひと月前に 姿が見えなくなったの
大変なの！！
わたくし、心配で 心配で・・・
食べ物が ノドにつかえて
体重が ２キロも 減りましてよ
そんなことは 聞いてない？
あら、ごめんあそばせ・・・
わし・・・いや
ゴーマン一座は
いったい どうしたら・・・
ゴーマン クドイのは
顔だけにしときなさいよ
いやあねえ モウ
・・・入って
よろしいですな？
お嬢さん
はあ・・・タブン
・・・・
それが、なんだね・・・
お客さん・・・店は 夜からだよ
それから、ココは 会員制でね
会員証が ないひとは
おことわりなんだ
ま、今は、準備中だから・・・
そうじのジャマに ならんのなら
お相手しますがね
ウチは ミルクバー でしてね
お客さんに 夜のミルクを
お出ししてるんです
一番人気は、やはり
シャトー・ロマーニ ですね
ビンテージミルクです
ロマニー牧場産で 値段も
時価で およそ ２００ルピー！
・・・驚かないの？
このミルク おどろくコトが
もう１つ あってね
一口飲むと・・・
体の中から、フシギな力が
わきだしてくるんだ
お客さんによっては
あれは、魔力だ！
とか いう人も いるけどね
高いけど まあ一番 でるかな
おかげさまで
ゆうべ 新鮮なミルクが
ひさしぶりに 入ってね
やっと、まともに
お出し できるんだが・・・
あの月じゃあね・・常連客も
みんな、逃げちまったよ
いいこと ないね
でもね、困ったことに
わけあって 品薄でね・・・
町の南に ミルクロードっていう
牧場への道が あるんだけど
ダレが、イタズラしたのか
大岩で 道がふさがれててね
牧場から ミルクが届かないんで
満足にお出しできない状態なのさ
・・・まったく！
・・・あんたも
カーフェイぼっちゃんを
探しとるのか
まだ、わかっておられない様子だな
アロマ奥サマは・・・
ぼっちゃんは、
逃げるようなコじゃない！
姿を 現さないのは
きっと、理由がある
待つのさ・・・時間が来たら
かならず 姿を見せる・・・
・・・まあ、それが待てないのが
母親というものか
ぼっちゃんの お面か・・・
探すだけ、ムダだと思うがね
なに、ジロジロ見てやがる！！
あんたたちの ショーは
キャンセルだそうだな
じゃあ、ここには 用がないはずだ
わしは、飲みに来たんだ！
きゃ、客だ！！
じゃあ、お客さん
開店は、夜の１０時です
それまで、お待ち下さい
それに・・・
当店は、会員制です
会員証のない方は
お引取りください
じゃあ、ミルクはいらん！
しばらく 考え事がしたい
場所をかしてくれ・・・
どうぞ・・・
クソッ・・・団員たちに
なんて言ったら、いいんだ
お客サマ・・・ルールですので
店内では ロマーニのお面 を
おつけください
いらっしゃいませ・・・

店主とはなす
イッパイ やる
なんに なさいますか？
つうのミルク ２０ルピー
シャトー・ロマーニ ２００ルピー
やめとく
お客さま、
ルピーが たりないようで・・・
決まりましたら、
声を おかけください
当店では、会員様には
マイグラスを 持参して
いただいております
空のビンを ご持参のうえ
お求めください
町の南に ミルクロードっていう
牧場への道が あるんですが
ダレが、イタズラしたのか
大岩で 道がふさがれていまして
牧場から ミルクが届かないんです
今夜の シャトー・ロマーニは
あまり おすすめできません
ザンネンですが・・・
・・・見ての通り
お客は みな避難しました
わたしは 損なタチなのか
仕事場から 離れたがらない方でね
物好きな客が 現れるのでは・・・
と考えると ついつい
カウンターに 立ってしまう
でも、間違っていなかった
ほら、あなたが こうやって
訪れたでしょ
今夜は いいミルクが
入ってますよ
最期の月見に
ロマーニは いかがですか
牧場にいたころを 思い出したぜ
アニキや弟・・・
元気にしてるかな・・
おい、・・・おまえ！
ミルクだぞ・・・
ミルクなんだぞ・・・
ミルクなんぞで 酔えるか！！
ヒック！
・・・・なんだよ ヒック！
・・・見るなよ ヒック！
どうせ、わしは
キラワレ者の 次男坊だよ！
アニキのように
馬のあつかいは うまくない！
弟のように
馬の面倒は 見れない！
牧場飛び出して
興行の世界を 知って・・・
あちこち 旅して・・・
でも、いったい
そこに、なにがあった？
・・・・なんにも ねえ！！
ああ、なんで 芸の世界に
入っちまったんだ・・・
さむい、さむいぜ・・・
あら、あなた
逃げなくていいの？
この町は、もうダメみたいよ
お月さまを 見たでしょ？
あんなに 大きくなって
町の人は みんな 逃げたわ
あなたも お逃げなさい
遠くへね・・・
あら、カーフェイを
探している方ね
どうですの？
見つかりまして？
・・・あら、そう
見つからないの・・・
もう、いいわ
ごくろうさま・・・
あなたも お逃げなさい
それが、どうかなさって？
あら、・・・速達なの？
これは！！
カーフェイね！ そうね？
そうなのね？
すごいわ！ さすがプロの方ね！
そうそう、ごめんなさい
お礼ね そうね、そうね
お仕事ですものね
ごめんなさいね
いまさら、こんなものしか
あげられなくて
本当は、もっとはやく
お渡し したかったのよ
ほんとよ！
やあ、また聞かせてくれるかい？
キミにも、ルルの歌声を
このステージで
聞いてもらいたかったな
・・・・・
ショーをやる予定だったんだが
中止に なってしまってね
ここは、いいホールだって評判
だったから ザンネンだな
記念に サウンドチェックしたい
んだが・・・ねえキミ
演奏 手伝って もらえるかな？

はい
いいえ
そうか、ザンネンだな
ＯＫ！ ギター だな
右のスポットライトの 下へ
ちがう！ ちがう！
ギターは 右のライトだ！
ＯＫ！
ギターは、こう演奏してくれ
ＯＫ！ ラッパ だな
左したのスポットライトの 下へ
ちがう！ ちがう！
ラッパは 左したのライトだ！
ＯＫ！
ラッパは、こう演奏してくれ
ＯＫ！ オカリナ だな
真ん中のスポットライトの 下へ
ちがう！ ちがう！
オカリナは 真ん中のライトだ！
ＯＫ！
オカリナは、こう演奏してくれ
ＯＫ！ ドラム だな
左うえのスポットライトの 下へ
ちがう！ ちがう！
ドラムは 左うえのライトだ！
ＯＫ！
ドラムは、こう演奏してくれ
ＯＫ！
いい感じだ！
なにが いい感じ だ！
ワケのわかんねえ
ヘボイ 演奏しやがって！！
ブラボー！ 最高だ！！
こっ、このメロディー・・・・
このメロディーは、
わしの 思い出の曲！
スタンダードナンバー
風のさかな
先代、ダル・ブルーの 名曲だ！
芸の世界に 身を投じたのも
昔、刻のカーニバルで
この曲を 聞いたから・・・
芸を やってりゃ いつか
歌の主に 出会えるんじゃねえか
そう、思ってたが・・・
そうかい・・・
あんたが、聞いたのは
初代 ルル
ルルの 母親だろう
今は 娘が 歌っているのか
そうかい・・・
聞いてみてえなあ・・・
あんた、ヤジって悪かったな
欲しかねえだろうけど
もうすぐ、カーニバルだ
わしの面 受け取ってくれ
ごくろうさま・・・
あなたも お逃げなさい
あ、会員の方ですか・・・
すいませんねえ
店は 夜１０時 からです
今は 準備中でね
まあ、話ぐらいだったら
お相手しますが・・・
会員さんなら ご説明するまでも
ないと思いますが・・・・
ボウズ・・・
ここは オトナの 来る場所だよ
オトナになったら、またおいで
すまんな ボウズ
ミルクを出してやりたいが
ウチの きまりなんだ・・・
お客さん １０ルピーで
ユメ 買わない？
好きな ３ケタの数字を入れて
当たれば 賞金 ５０ルピー
今なら 先着 １名サマのみ！
どうです？

買う
やめとく
ざんねん
今が チャンスなのに・・・
好きな 数字を 入れてください
Μで数字を動かし Αで決定
当選番号の発表は ここで
おこないます
今日の夜６時～１１時までですから
忘れないように来てください
くじは、本日のみ 有効です
本日は 完売いたしました
また、明日 おこしください
なお、当選番号の発表は
本日 夜６時～１１時まで
ん～ お客さん
ルピー がなければ
ユメは 買えないよ・・・
お客さん、ただいま 当選くじの
引き換え時間です
くじを購入希望の方は
明日 朝６時から 販売いたします
また、どうぞ
当選番号を発表します！
お客様の番号は本日の当選番号は
おめでとう ございます！
賞金 ５０ルピー です
ざんねん でした
くじを購入希望の方は
明日 朝６時から 販売いたします
また、どうぞ
ムゥオ～！
いい歌ダワ
まきばの かおりが するもの
あんまり 気分が いいから
ミルクも たっぷり でるわ～
あなたにも あげるわ
とっても元気になる ミルクよ
あら、ざんねんだわ
入れ物があれば、あなたにも
あげられるんだけど・・・
ダレかが悪さして
ロマニー牧場への道
ふさいじまったんだ
ごめんな 急いで
どかすからな
ダレかが悪さして
ロマニー牧場への道
ふさいじまったんだ
ごめんな もう１日
待ってな
開通したよ
・・・・・・・

オラは 開通すれば
それでいいよ
ちょっと あぶないから
どいてな・・・
もう一日 かかるし
あぶないから どいてな・・・
わああああ
アブナイじゃないか！
わああああ
オラがこわそうと 思ったのに！
・・・・そろそろね
3.いよいよだね・・・
バッタくんは 外をおねがい！
マップを持っているんだったら
マップをよく見てね！
いい、ゼッタイに小屋に
入れないでね！
あいつらは 小屋の裏からも
近づいてくるから 気をつけて
・・・それから
矢がなくなったら
家のまわりに 木箱があるから
自分で ホキュウしてね！
あ～～～！！
・・・・・・
32やった・・・勝ったんだね
ありがとう！キミのおかげで
牛たちも お礼いってる！
そうだ、これ ロマニーからのお礼
腰に手を当てて
グイっと いってね！
おねえさまが そろそろ
起きるころね
はやく ベッドにもどらなきゃ・・
じゃあね・・・
勇者くん
あれ、キミだれ？
へー
異人さんって はじめて・・・
キミ、
カワイイわね
異人さん こんにちは
あれ、キミだれ？
'�わたし ロマニー
この牧場と おんなじ名前よ
キミ、名前は？


名のらない
？
いい 名前だけど・・・
ふーん・・・
そう、じゃあね
バッタくん・・・てのはどう？
ロマニーがつけた キミの名前よ
だって、キミ 緑の服きてるし
パタパタ走りそうなんだもの

バッタくんにキマリね！
ロマニーね 練習してたの
今夜ね・・・こんや・・・
あいつらが、くるの・・・
あいつらはね・・・
毎年 カーニバルが近くなった
夜にやってくるの
ボウッと光る玉に乗ってきて
たくさんおりてくるの・・・
そして・・・ウシ小屋にきて・・・
おねえさまは
信じてくれないから・・・
ロマニーが ウシたちを
守らなきゃ！
ねえ、バッタくん
ただいま助っ人 募集中なの！
男だったら、やってみない？

はい
いいえ
そう・・・うん、わかった・・・
今夜の２時に作戦スタートよ
ウシ小屋でまってるから・・・

ウシ小屋でまってるから
やった！
さすが、バッタくん！
それでは、いきなり
作戦を発表しまーす！
あいつらは 牧場のあちこちに
あらわれるの・・・
あのウシ小屋めがけて
ゆっくり 近づいてくるから
入られないように弓矢で撃つのよ！
いい、ウシ小屋から離れちゃイヤよ
バッタくん！
さっそく 練習しようよ！
バッタくん 手伝ってくれるの？

はい
いいえ
もう１度 練習するのね？

はい
いいえ
今夜の２時に作戦スタートよ
ウシ小屋でまってるから
遅れないでね！
オバケの形をした フーセンを
牧場の中に １０コ 飛ばすから
はやく 全部わってください
２分をこえたら アウトだからね
今までの記録は
� よ
じゅんびは イイ？
はい、時間切れ～！
矢が当たると パッと消えるけど
本番では ドンドンわいてくるから
休んでいるヒマ ないからね！
ウシ小屋に 入られたら
わたしたちの負け！
太陽の光で
あいつら 逃げていくから
それまでの シンボウよ！
わかった？

はい
いいえ
今夜の２時に作戦スタートよ
ウシ小屋で 待っているから
遅れないでね！
はい、おしま～い！
だって？！
すご～い 新記録よ！
だって！
すご～い
アナタたち 息がピッタリね！
バッタくんに ロマニーの馬を
呼ぶ歌 おしえてあげる
２人とも もっと仲良くなって
たくさん練習しといてね！
'�ねえ、体なまっているんじゃない？
練習する？

はい
いいえ
ふ～ん ヨ・ユ・ウね！
もう１度 やる？

はい
いいえ
がんばれ！
・・・・・・

あれ？・・・

キミ・・・・・
レンシュウ？・・・するの？

はい
いいえ
でも・・・

コレって・・・

なんの ための 練習？
・・・・わたし
思い出せないの・・・・
でも、コレって・・・

なんの ための 練習だっけ？
・・・・やっぱり わたし
思い出せない・・・・
だれ？
だっけ・・・・
？！ それって
たぶん・・・新記録よ！
記録は でした

・・・たぶん
こんばんわ！ 異人さん
ロマニーね お留守番なんだ
おねえさま 町まで出かけてるの
・・・あ！
知らない人に 言っちゃダメって
おねえさまに 止められてたんだ！
ごめん！
今の 聞かなかったコトにしてね
おねえさまに 怒られちゃう
ごめん！
今の 聞かなかったコトにしてね
おねえさまに 怒られちゃう
それ、カーニバルのお面？
いいな～ ロマニーね
まだ一度も 刻のカーニバル
行ったこと ないんだよ！
おねえさまったらさあ
いつかオトナになったらねって
そればっかり！
いいよね！ おねえさまは
配達で 町まで行けるからさ！
・・・・・
ロマニー・・・知ってるんだ・・・
クリミアおねえさま
町に 好きな人がいるの・・・
その人 カーニバルの日に
結婚・・・しちゃうんだ
おねえさま ホントはつらいんだよ
町に行くの・・・
・・・・・
ロマニー・・・知ってるんだ・・・
クリミアおねえさま
町に 好きな人がいるの・・・
その人 カーニバルの日に
結婚・・・しちゃうんだ
おねえさま ホントはつらいんだよ
町に行くの・・・
夕べは ありがとう
おかげで ウシたちも元気だよ
ミルクも いっぱい出た！
夕べのこと・・・
おねえさまには ナイショにしてね
心配 かけたくないからさ！
バッタくん 聞いてよ！
ロマニー お留守番なんだよ
あいつら 追い払ったら
もう、安全なのにさー
おねえさま、わかってない！
ねえ、バッタくん
来年も 助っ人お願いでき・・・
・・・・！
そうだ、バッタくん！
このまま 牧場に住んじゃえば？
ロマニーのベッド 貸してあげるよ
おねえさまも よろこぶよ！
名案でしょ！ キマリね！
バッタくんは 用心棒なんだから
な～んにもしなくて いいからね
そ・の・か・わ・り・・・
れんしゅう がんばってね！
ザンネンね
ま、はじめのうちは
こんなもんよ バッタくん
よゆうね！
あいつらはね・・・
毎年 カーニバルが近くなった
夜にやってくるの
ボウッと光る玉に乗ってきて
たくさんおりてくるの・・・
そして・・・ウシ小屋にきて・・・
あら？あんた 町の方からきたの？

はい
いいえ
あ～ ダメよ！
おねえさんにウソついちゃ
この牧場へは
クロックタウンからしか
入れないんだから・・・・
フフフ
なら、聞くなよって 顔してるわね
ゴメンね あんたを からかって
・・・・
と言うことは
ミルクロードが開通したんだ！
よかった、クロックタウンに
ミルクを配達できるわ！
「シャトー・ロマーニ」の里
ロマニー牧場へ ようこそ
ゆっくりしていってね
このコたちが ロマーニ種よ
先代が 私たちに残してくれた
神々の遺産・・・・
禁断にして至高（しこう）のミルク
「シャトー・ロマーニ」の源！
飲むと、体の中から 魔法の力が
わいてくる フシギなミルク・・・
幻のミルク
「シャトー・ロマーニ」を
お求めの方は・・・
クロックタウン東口
バー「ラッテ」に
ぜひお立ちより下さい
・・・・・・・
私の営業トーク どうでした？
ちゃんと、マニュアルどおりに
できたかな？
あら？あんた 町の方からきたの？

はい
いいえ
あ～ ダメよ！
おねえさんにウソついちゃ
この牧場へは
クロックタウンからしか
入れないんだから・・・・
フフフ
なら、聞くなよって 顔してるわね
ゴメンね あんたを からかって
・・・・
と言うことは
ミルクロードが開通したんだ！
よかった、クロックタウンに
ミルクを配達できるわ！
「シャトー・ロマーニ」の里
ロマニー牧場へ ようこそ
私は 牧場の当主
クリミアです
彼女は 妹のロマニー！
よろしく！
あなたカワイイわね！
こら ロマニー！
お客さまに 失礼でしょ！
はぁ～い おねえさま・・・
朝になったら ウシを放牧するのよ
ロマーニ種 って知ってる？
禁断にして至高（しこう）のミルク
「シャトー・ロマーニ」の源！
飲むと、体の中から 魔法の力が
わいてくる フシギなミルク・・・
幻のミルク
「シャトー・ロマーニ」を
お求めの方は・・・
クロックタウン東口
バー「ラッテ」に
ぜひお立ちより下さい
・・・・・・・
私の営業トーク どうでした？
ちゃんと、マニュアルどおりに
できたかな？
おねえさま またそれ？
もう 聞きあきたよ～！
マスターに 頼まれたの！！
お仕事よ！ お仕事
ね、オトナになったら
寄ってやってね

あ・・・ごめん
いま・・・ちょっと・・・
考え事してて・・・
ゆうべ・・・妹が・・・
もう、ウシはいないけど・・・
ゆっくりしていってね・・・・

あ・・・・ごめんね
おととい、ちょっとね
・・・・妹が
・・・ごめんね
もう、ウシはいないけど
ゆっくり していってね・・・
あら、こんにちは
しぼった ミルクを
クロックタウンに届けるの
ロマニーも 行くのよ
あんたは お留守番！

ウシたちが かわいそうでしょ
はぁ～い おねえさま・・・
町まで 馬車で行くの
よかったら 乗っていく？
夕方 ６時ごろに 出発するから
よかったら どうぞ
町まで 馬車で行くの
よかったら 乗っていく？
夕方 ６時ごろに 出発するから
よかったら どうぞ
ロマニーも 行きた～い！！
あんたは ダ～メ！

あ・・・ごめん
いま・・・ちょっと・・・
考え事してて・・・
妹が・・・妹がね・・・
どうしよう
大事な ウシたちが・・・
こんなことだったら
あの時 ロマニーの言うコトを・・
・・・・こんなこと だったら
あの時・・・・
3ﾏあら、こんばんわ
今から ミルクを
町まで 届けに行くの
そう・・・７時には出るから
もし、気が変わったら
また いらっしゃい
よかった
今夜は なんか 心細くって・・・
歓迎するわ
あら、こんばんわ
今から ミルクを
町まで 届けに行くの
妹のことが ちょっと心配だけど
大丈夫よね・・・・
あれ？
道が・・・・
・・・・ぼうや、
弓矢の用意をしといてね・・・
ミルクロードが 岩で
ふさがれていた ことといい・・・
ミエミエの この遠まわり・・・
3ｼいい？ぼうや
全速で ここを抜けるわ！！
もし、後ろから 追っ手が来たら
あんたの弓矢で 追い払ってね
相手のねらいは おそらく
荷台のミルクビンよ
わかった？

いいえ
はい
3ｼいい？ もう１度言うわね！
ありがとう！ 頼りにしてるわ
無事 ここを抜けたら
ビッグな お礼するからね！
大切なミルクが メチャメチャ・・
私・・・牧場主、失格ね
ゴメン 疲れちゃった・・・
もう 寝るわ
今夜は アリガト・・・
バーテンさん、ひさしぶりの
ミルクだから喜んでいたわ！
ありがとう・・・
あんた カッコよかったよ
これ、ビッグじゃないけれど
お礼に受け取って！
いいことを １つするごとに
子供は オトナになっていくわ
そのお面は かぎられた
オトナのお客さまに お渡しする
会員証なの
私は アナタを
オトナとみとめます！
けさ 逃げてきた人から
聞いたんだけど
大変みたいね あの大きな月
今夜くらいに 町に落ちるんだって
ここは 大丈夫なのかな・・・？
ほんとうは・・・・
わかってるんだ・・・
ここも あぶない事・・・
ムズカシイこと わかんないけど
そんな気がするの、
けど・・・
私たちが アタフタしても
どうにも ならないコトも
あるんだよね・・・・
あら、こんばんわ
今夜のむ ミルクをしぼってるの！
「シャトー・ロマーニ」よ
飲むの はじめて！
おねえさま！ いままでは
「あんたは オトナになってから」
って 言ってたのに どうして？
・・・・・・・
あんたは、オトナになったのよ
ロマニー・・・・
おねえさまが、みとめるわ
じゃあ、ロマニーにも
お面 くれるの？
そうね
つくってあげる・・・
'�今夜は 私のベッドで
いっしょに 寝ようね ロマニー
はい、おねえさま
おやすみ・・・・
また・・・
あした・・・ね
また あしたね！
よかったら乗っていく？

はい
いいえ
こんな お礼でゴメン
あんた、ロマーニのお面
持ってるのね
それ、ミルクバー の会員証なの
ロマーニは、ちょっと高いけど
バーで、飲んでってね
最近・・・けっこう前からかな
お父さまが 亡くなってから
ブッソウに なったんだ牛に イタズラされたり
ミルクビンを こわされたり
犯人は・・・わからないけど
妹の ロマニーも 気にしてて
弓矢の練習してる・・・
オバケの しわざだってね
ねえ、町の人は あの月のこと
なんて言ってるの？
前より・・・大きくなってるよね
町にね・・友だちが いるんだ
アンジュって いうんだけど
アンジュ・・・
あさって、結婚式なんだよね
落っこちるかな・・・あれ・・・
やった！ クリミアに
ギュッと してもらった！
とっても あったかい

クセに なりそう・・・
バーテンさん、ひさしぶりの
ミルクだから喜んでいたわ！
ありがとう・・・
あんた カッコよかったよ
これ、ビッグじゃないけれど
お礼に受け取って！
こんな お礼でゴメン
あんた、ロマーニのお面
持ってるのね
それ、ミルクバー の会員証なの
ロマーニは、ちょっと高いけど
バーで、飲んでってね
こいつら、みんな
オンドリなんだな
へへッ！
オレ、じいちゃんに聞いたよ
月が、落っこちるんだって？
あんなに でっけえんだ
この牧場も ダメだろうな
はあ・・・・ まあ いいや
オレの心残りは
こいつらが コッコになった晴れ姿
が 見れねえことかな
よく わかんねえけど
みんな いっちょまえに
トサカなんか つけちまって
これで 心残りはねえよ
ほれ、やるよ
こいつら、みんな
オンドリなんだな
へへッ！
なんだ、オマエは？
ここが、なにか知ってるのか？
オレたち ゴーマン兄弟の
馬の 調教場だぜ！
馬が なけりゃ 用のないところだ
とっとと 帰りな！
だから、ここは 馬の調教場！
馬が いなけりゃ 意味ないの！
わかる？
あっ、ダンナ
へへッ なにか ご用で・・・
ここは、私たち ゴーマン兄弟の
馬の調教場でして・・・
馬がないと・・・その・・・
いや、怒らないで
別に 馬がいなくても
見学なら どうぞ ご自由に
ここだけの話
馬なら、となりのロマニー牧場に
たくさん いるんですよ
若い娘が やっているんで
１頭ぐらい 盗んでも
わかりゃしませんぜ！
こらこら、
こんなところで 何やってんだ！
ここは、オレたち ゴーマン兄弟の
馬の調教場だぞ！
馬も 乗れねえのに
こんなとこ 来んな！
オマエ、
しんせんなミルク 買わねえか？
・・・ここだけの話
となりのロマニー牧場のミルクは
実は、かなり うすめてあって
飲めたもんじゃ ないぜ
ウチのは そんなことしないから
いつも しんせんで 栄養満点
これ、ホント！
特別に 安くするから どうだ？
１パイ ５０ルピーで いいぜ！

買う
買わない
あっ、そう！
こんな 上質なミルク
町で買ったら 倍の値段はするよ
これ、ホント！
ルピー たりねえよ・・・
売るのは ミルクだけ！
あきビンがないと 入れられねえよ
まいどあり
ミルク 買うか？
ウチのは、ロマニー牧場のと違って
しんせんで 栄養満点
これ、ホント！
その チンケなのは
オマエの 馬か？
オレは てっきりロバかと思ったぜ
なあ、弟！
そんな チンケな馬でも
Μを前にたおして
Αでムチを入れれば 走るのか？
こいつは おもしれ～や
１０ルピーで オレたちと
勝負しねえか？
勝ったら、ボクちゃんに
いいモノ やるぜ！
どうする？

やる
やらない
じゃあ、馬なんかで
こんなとこ 来んな！
１０ルピー ぐらい持っとけよ！
りっぱな サイフ 持ってるくせに
勝負は カンタンさ
トラック１周して オレたちより
先にゴールしたら オマエの勝ち
くくっ
準備は いいな？
へへ～ん
勝ち～！！
なんなら もう１度
してやっても いいんだぜ
どうする？

やる
やらない
ノリの悪いヤツだ！
だから、オマエは出世しないんだよ
オレたちが 負けるなんて～
大アンちゃん
コイツに アレやっても
いいかなあ・・・？
しょうがねえなあ～
まあ、子供だから 大丈夫だろ？
そのかわり ダレにもらったか
言うんじゃねえぞ！
しょうがねえ、ミルクをやるよ・・
と、思ったけど
あきビンが ないんじゃ
しょうがねえな～
ホント、おしい ことしたな～
あげようと 思ったのに
ザンネン！ ザンネン！
ったく、大事に 飲めよ・・・
１０ルピー でオレたちと
勝負しようぜ！
勝ったら、ボクちゃんに
いいモノ やるからさ～！
その馬は ダンナの馬じゃ
ないですよね・・・・
だって 子馬ですよ・・・
それ
こんなところで ウロウロしてると
そこにいる馬に 食われるぞ！
なんだ？
オマエも 町から逃げてきたのか？
だってよ さっきから そんなヤツ
ばっかり だからなあ
悪いけど オマエを かくまう
ところなんて ねえよ
もうすぐ、月が落ちるんだってな？
フン、バカバカしい
ここは、馬の調教場！
馬がいなけりゃ 意味ないの！
わかる？
あっ、ダンナ こんな 大変な日に
私たち ゴーマン兄弟の
馬の調教場に なにかご用で・・・
こらこら、こんな日に
こんなところで 何やってんだ！
ここは オレたち
ゴーマン兄弟の 馬の調教場だぞ
早く 帰んないと
あの月に 食われちまうぞ！
なんか 昨日 ロマニー牧場に
バケモノ ガロ がでて
ミルクを乗せた 馬車が
おそわれたそうじゃねえか
まったく あそこはキケンな場所だ
どうやら、ミルクは ウチでしか
手に入らないみたいだぜ ククッ
なんなら、売ってやろうか？
１パイ ５０ルピーで いいぜ！

買う
買わない
あっそ！
こんな 上質なミルク
もう よそでは 手に入らないぜ
へへっ まいどあり
これからは、オレたちの 時代だな
たっぷり、かせがしてもらうぜ！
もう、ミルクは ウチでしか
手に入らないよ
・・・売って やろうか？
その馬 オマエんだろ？
そんな 馬でも Μを前にたおして
Αでムチを入れれば
ちょっとは、走るんだろ？
１０ルピーで オレたちと
勝負しねえか？
今日は オレたちキゲンがいいんだ
勝ったら、ボクちゃんに
いいモノ やるぜ！
へへ～ん 勝ち～！！
やっぱり オレたちゃ ついてるぜ
なんなら もう１度
してやろうか・・・？
どうする？

やる
やらない
じゃあ、オレたちゃ
いそがしいんだ
あっち いきな！
オレたちが 負けるなんて～
大アンちゃん
コイツ 子供だから
アレやっても いいかなあ・・・？
しょうがねえなあ～
もう 使わないし・・・
まあ、いいだろう！
そのかわり ダレにもらったか
絶対、言うんじゃねえぞ！
しょうがねえ、ミルクをやるよ・・
・・・と、思ったけど
あきビンが ないから やれねえな
ザンネンだな～
あきビン持ってたら あげたのに
いや～ ザンネン ザンネン
ったく、世間は大変だって言うのに
めでたいヤツだ！
１０ルピー でオレたちと
勝負しようぜ！
オレたちゃ 気前がいいから
勝ったら、ボクちゃんに
いいモノ やるぜ！
あっ、ダンナ
どこかに 避難したほうが
いいんじゃないですか
ほら、あのウワサのことですよ
こんなとこで うろうろしていると
バケモノ ガロに
食われちまうぞ！
あっ、その お面・・・
ちいアンちゃん のだぜ
大アンちゃん！
そうか、アイツは 芸の世界で・・
しかし、あの弟が ナミダなんて
苦労しているんだなあ・・・
それにくらべて
オレたちの やっていることは・・
なんて セコイんだ・・・
いかん いかん
ゴーマンな 兄弟と言われた
この オレたちと したことが・・
こんな ことぐらいで
センチな 気分になるなんてよ！
悪いが、そのお面 はずしてくれ
そいつをつけて 見つめられると
何もできなくなる じゃねえか・・
・・・・・・・・
その お面 はずしてくれよ
それをつけて 見つめられると
何も 言えなくなる じゃねえか
・・・・・・
・・・ダメだ
ソレをつけて 見つめられると
何も 言えねえ・・・
なんか 昨日 ロマニー牧場に
オバケがでて
ウシが いなくなっちまった
そうじゃねえか
まったく あそこはキケンな場所だ
な～に、アナタ？
ここは、カンバンに書いてある通り
ママム・ヤンのドッグレース場よ！
アナタ、ドッグレースをしたいの？
だけど レースのかけ金は
最低 １０ルピーからよ
それでもする？

はい
いいえ
じゃあ、まず中に入って アナタが
１番速いと思う ワンちゃんを
ココに連れてきなさい！
はやく、１番速いと思う
ワンちゃんを
ココに連れてきなさい！
だから言ってるでしょ！
最低 １０ルピー 以上ないと
参加できないわよ！
そのワンちゃんで いいのね？

はい
いいえ
じゃあ、グズグズしないで
はやく 決めなさい！
選んだワンちゃんが、
１着なら かけ金の３倍
２着なら ２倍
３～５着までなら かけ金は
そのまま返してあげるわ！
そのワンちゃんに何ルピーかけるの？
Μの上下で数字を動かし Αで決定
で いいのね？

はい
いいえ
あらやだ！
アナタ１着よ、１着！
賞金は かけ金の３倍の
よ！
あら、２着ですって！
まあーすごい！
賞金は かけ金の２倍で
ね！
あら、おしいわね・・・
かけ金はそのまま返してあげるわ！
全然 ダメじゃない・・・・
ワンちゃんの キモチが
わからないと、なにやってもダメね
もっと、しっかりしなさい！
と、いうことは・・・
１５０ルピー以上だから
副賞もあげなくっちゃ！
な～に、ナニかよう？
な～に、アナタ？
こんな 夜に、一人で
そこのカンバン よんだ？
ここは、ママム・ヤンの
ドッグレース場よ！
な～に、アナタ？
こんな 天気に
ここは、ママム・ヤンの
ドッグレース場よ！
まあ、レースを楽しむ以外は
な～んにも、することがない場所
だけど・・・
な～に、アナタ？
こんな 夜に・・・
ここは、ママム・ヤンの
ドッグレース場よ！
わかってる？
な～に、アナタ？
こんな 日に
ここは、ママム・ヤンの
ドッグレース場よ！
知ってるの？
な～に、アナタ？
こんな ところに いていいの？
ここは、ママム・ヤンの
ドッグレース場よ！
わかってる？
あら、そう・・・
そんなに ルピー持ってないでしょ
もっと、しっかりしなさい！
それじゃあ、 レース
できないでしょ！
もっと、落ち着きなさい！
ワン！
・・・オレ、今日けっこう
いけそうだなぁ
ワン！
今日は、足がいつもより軽い！
ワン！
今日の私は、勝てる気がする・・・
ワン！
・・・妻と子供のために
負けるわけにはいかない！
ワン！
うーん、調子よさそうだ・・・！
負ける気がしない！
ワン！
ご主人様 あんなカワイイ顔して
オレを マトにして 練習するの
やめてくんねえかなあ・・・
ウ～、ワン！
まあまあ、かな！
ウ～、ワン！
勝てるような気もするし
負けるような気もする・・・
ウ～、ワン！
よく、わかんないなあ・・・？
ウ～、ワン！
別に、いつもとかわんねえ・・・
ク～ン
あ～腹いてぇ～！
あ～調子わりぃ・・・
ク～ン
あ～だるいなぁ
明日、休もうかなぁ・・・
ク～ン
寝不足で頭が痛い・・・
夜遊び するんじゃなかった・・・
ク～ン
オレもトシかなぁ～
右足・・・筋肉痛だよ
ク～ン
私、家のカギ 閉めたかしら・・？
あら、そう・・・
だけど ムリね
そのインパクトのある顔を見たら
ウチのワンちゃんたち
ビックリ するわ
あら、そう・・・
だけど ムリね
きっと アナタの そのニオイを
かいで ワンちゃんたち
じゃれついて 離れないと思うわ
あら、そう・・・
だけど やめときなさい！
ウチのワンちゃん イタズラ好き
だから アナタが近よったら
イジメられちゃうわよ！
あら、アナタ ウチのワンちゃんを
どうしようっていうの？
早く はなしなさい！！
アナタ、もう１回 する？

はい
いいえ


