
PC.f)ARTS 

一お客様へー
との度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、より良い製品をお届けする
ために、常に研究・改良をおこなっております。そのため、生産ロットにより多少仕様が異怒る製昂がございますが、
ご了承ください。晶買には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございました5、下記までと連絡ください。

〒300・4193茨縄県土浦市藤沢3647・5 (電話番号は間違いの忽いよう、よく確かめてか5おかけください。)

(椋)エポック祉お客機ザーピスセンター [電話受付時間]月~金曜日(祝・祭日及び弊社特休日を除く)
TEL.029・862・5789 10時~12時、 13時~17時

発売元

顎J:m2l~社
東京都台東区駒形2ε・2

β ううタク&

※パッケージや取扱説明曾の画面写真

および製昂は、開発中のものです。

※実際の画面や製品と多少異なる場合

があります。

|固推奨動作謂焼 I 

[オベレーテイングシステム] 一一一一一一一一一WindowsXP{SP2)日本信販 /

Windows Vista日本語版

※64blt版には対応しておりません.

[CPU)-一一一一一 一一一一一一一一一Pentium4 2.0 GHz以上

{鍾低 Pentium111 1.0 GHz以上)

[メインメモリ) 1GB以上(窓低512MB以上)

[/¥-ドディスク空き容E) 1GB以上

[ディスク装箇) CD・ROM
[USB) USB 1.1以上

lディスプレイ] 解像度 8⑪Ox600以上、65，536色 (16bit)以上

[グラフィックl ピデ才メモリ 64MB以上

Di聞 ctX9.0cl辻上が動作するビデオカード

Iサウンドl一一一 DirectX 9以ょが動作するサウンドカード

I入力装置l 一一一一一一一PC-DARTS専凋ダーツボード(本製品問欄)、マウス、キーボード

来DirectX、およびWlndowsは米国 Microso代 Corporationの米国およびその他の園における霊録商標です。

その他、記般の商品名、製昂名、会社名1;>.どl立、一般に各社の商練または登録商標です.

※システムの環焼、およびご利用方法によっては、記事E以外の制限が発生する場合もあります.

※ご利用のPCが推奨励作盟関焼を満たしているかはPCの製造元にお問い合わせください.

[対象年齢16才以上l
園芸誌:::rilt!!lク社@2007 EPOCH CO..L TD. MADE IN CHINA 



ども注意
必ずお読みくださし'0

・小さな部品があります。ロの中には絶対に入れないでください。窒息t"，どの危険があります。

.USBケーブルを首にかけてふざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息1;J.どの危険があります0

・USBケーブルを指などに巻きつけたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。

圏園|:C.餅附誤轍飲 U叩 明 吋S田勤B町ケ一ブル川一故悶の侃危険わが拘町T渇あ

1.ダ一ツは、人や動物芯どに向けて絶対に設げないでください。失明やケガなどの危険があります。

|・ダーツの先端は、機能上尖っていますので危険です。使用目的以外は絶対に使わないでください。

ヱごI{USB電源の誤使用は、火災、 感置など重大な事故の原因となります。下記に注意してください}

~温~ 11・感電注意。濡れた手でUSBケーブルのプラグを触らないでください。

日菌|・USBケーブルを無理に曲げたり、ねじったり、つよく引っ張ったり、加工したりしないでください。

竺つ・USBケーブルの上に家具・電化製品・置物など重いものを絶対に乗せないでください。

問・~I I・USBケーブルが傷んだ5 (接触不良や断線など)、すぐに使用を中止し、新しいUSBケーブルに交

l‘・則l換してください。

抑制、 |・野球投げ恕どの過度の力でダーツを投げないでください。手や肩砿どを痛める恐れがあります。

直面，. :ーツボードを設ーは …一一に問る強度が一選…さい強

| 度の弱い壁に設置すると、落下などの危険があります。また‘安全のため取り付け金具!こゆるみな

山岨棚、 I どが無いかどうか定期的に確認してください。

.ダーツを投げる時は、ダ ツボードの付近に人や動物がいない乙と、また、壊れやすいものがない

ことを十分に確認してください。ダーツの矢がボードからそれたり、矢が跳ね返ることが予想され

ますので、パソコンを置く位置はスローラインの後ろ側!としてください。

・お子様が遊i~i場合は、必す保護者の監視のもとで遊ばせてください。

・遊んだ後は、床などに放霞せす、小さ主主お子様の手の届かない所に保管してください。また、折れ

たチップやダーツの紛失などがないかどうか必す確認してください。

Eet; ;.:{t))陸葺ヨ・・・圃覇軍堅実t#:~

-本製品は、ソフトチップダーツ専用です。スティールチップダーツは絶対に使用し芯いでください。破領、故障

などの原因になります。

・壁1;J.どにダーツが当たるとキス、がつく場合がありますので注意してください。

・破損・故障・変形1;J.どの原因になりますので、 USBケーブルを引っ張ったり、ダーツボードを落とすなど強い衝撃

を与えたり無理主E力を加えたりしないでください。

・破;員・故障・変形主主どの原因になりますので、野J.:j(投げなどの過度な力でダーツを投げはいでください。

・取級説明書に明記されている部分以外の分解 ・改造は行わないでください。

.ゲームで遊，3i前に、大切なデータを必す保存してから遊んでください。

・ゲームを終了させる時は取扱説明書をよく読んでから行ってください。終了のさせ方によっては記録したデータが

消えてしまう恐れがあります。

・断線の原因になりますので、 USBケーブルを抜く時は必すフラグ部分を持コて抜いてください。

・高温、多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。

・屋外では遊ばないでください。

・防水性はありません。水に濡らしたりしないでください。

・透明袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。

・本製品は白本圏内専用です。

・本製品は一般家庭専用です。営業や業務自的での使用は行わ芯いでください。

Ef~措置疎相圃・圃勝、

-疲労、極眠不足、体調不良、飲酒している方、病中病後、医師から激しい運動を制限されている方、妊娠している、

もしくは妊娠の可能性がある方などは遊ばないでください。

・体にケガなど異常がある時は、絶対に遊ば芯いでください。

・疲れた状態や連続して長時間にわたる使用I立、健康上好ましくありませんので避けてください。

.ごくまれに、強い光の刺激や点滅を受けたり、パソコンモニター忽どを見たりしている時に、一時的に筋肉のけい

れんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした症状を経験した人は、使用する前に必ず医師と相談

してください。また、使用していてこのような症状が起きた場合には、使用を止め、医師の診察を受けてください。

・使用中にめまい ・吐き気・疲労感・乗り物酔いに似た症状などを感じた場合は、直ちに使用を中止してください。

その後も不快感が続いている場合は、医師の診察を受けてください。

・使用していて、手や腕などに疲労、不快な痛みを感じたときは、使用を中止してください。その後も痛み、不快感

が続いている場合は、医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性が

あります。

・目の疲労や乾燥、異常に気づいた場合、一呈使用を中止し5分か510分の休憩をしてください。

・他の要因により、手や腕恕どの一部に障害が認めうれたり、疲れている場合には、使用することによって、悪化

する可能性があります。そのような場合には、使用する前に医師と相談してください。

・使用する時は、部屋を明るくし、怒るべくパソコンモニターか5離れてください。また、長時間使用するときは、

1時間ごとに15分程度休憩してください。

E39:唖・・・・・園田験官7
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-本体(ダーツボード)・USBケーブル(約5m)・インストールディスク (CD-ROM)

・ダーツ (6本)・交換用チップ(30個)・取り付け金具(木ねじx3本)・ステッカー

・交換用セグメント(2i固) ・保証書 ・取扱説明書(本書)

〔ソフトウエアのインストールt※USB媛績の前Iこ、ソフトウエアの
インストールを行ってください。

ダーツボー ド

得点

円の外周にある数字が得点を表しています。

1.パソコンを起動し、インストールディスク (CD-ROM)を

お使いのパソコンにセッ卜してください。自動でPC・

DARTSO)セットアッププログラムが起動します。 ゐIl1-l長絞殺制限伊Z すべての?で

※お使いのパソコン!こよってはインストールプログラムが自動で起動し恕い場 己~) Ig繍締結加熱叩円割
合があります.そ征軍軍にはCO-ROMに収録されているI再 OAATS_SETUP.EX日
をダブルクリックしてください。

三l

場 問問:~~縦断ら
す.

置孟;1;Hfi.T!;副 I・
セットアッププログラムが起動後、画面の指示に合わせて、

インストールをしてください。

路昼間、1ヲ守1.n橿;f;Ij.tt肱 制 叫 汀

tfLZe守f.':N~f.ura1烈\W!"また1揖肘

」とヒL_...!止」

セグメン ト

ダーツボードの、矢が刺さる部分をセグメン卜と呼びます。 2. PC-DARTSのインストール後、 MicrosoftDirectXのインストールを行います。お使いのパソ

コンにMicroso代 DirectXがインストールされていない場合はインストールを行ってください。

策Wind口wsXPの場合は、DirectX9.0c以上がインストールされていない渇合、動作しません。
※Wlndows Vistaをお使いの方l孟PC-DARTSのインストールディスクD'SDlrectXのインストールは必要ありません.

UPキー
・メニューの選択に使います。

.ゲーム中に押すと、直前の得点を修正できます。

1役前に戻すことができますので、セグメントを押し
て正しい得点を入力してください。

(パソコンのBackSpaceキーでも同じ操作ができます)

※修正機能はゼロワン・クリケット ・カウントアップの3つの
ゲームのみです.

3針……イね似…ン以刈…ス肝ト

lアイコン !

PLAYER CHANGE / ENTERキー
・メニューの決定などに使います。

・ゲーム中、プレイヤーチェンジするときに使います。

DOWNキー
・メニューの選択に使います。

・ゲーム中に押すと、 スローイングのミスを自己申告す

る事ができます。(パソコンのDeleteキーでも同じ操
作ができます)

-インストールディスクに傷や汚れなどをつけ忽いでください。

・信号函(印刷のない面)には触ら忽いでください。

-インストールディスクは、高温、多湿の湯pfiや直射日光が当たる場所での

保管は行わ1;J.いでください。

〔パソコンでの基本操作について 】

ダーツ 下図の様に組み立ててご使用ください。 フライト

PC-DARTSのメニューでの操作はパソコン側のキーボード、またはマウスで操作するととができます。

[キーボードでの操作]

Enterキー (Spaceキー)…メニュー操作での決定や、プレイヤーの交代で使用します。

カーソルキー (tl←→) ....・H ・-メニュー操作で選択する際に使用します。

Tabキー………………………プレイヤー選択の際にプレイヤーカードとメヱユ一周でカーソルを移動

させる際に使用します。

BackSpaceキー ……....・H ・...前の画面に戻る時に使用します。ゲーム中は 1投前に戻すととができます。

Deleteキー..........………・…・ゲーム中に押すと、スローイングのミスを自己申告する事ができます。

Escキー………................・H ・...ゲーム中に押すと、ゲーム中断メニューを表示させるととができます。

ロで
¥

UWJ 
US8ケーブルコネクタ

‘圃 ※名前入力やコメント入力では、キーボー ドを使用して文字入力をすることができます。

チップ バ レ ル

之、田町田配口}
シャフト

-フライトは広げて、シャフトの十字の

切り込みに奥まで差し込んでください。

[マウスでの操作]

メニューの操作はマウスで行うことができます。選びたい項目にカーソルを移動し、クリックで選択

してください。



図のように、ダーツボード本体とパソコンを USB接続してください。

[注意]

※断線の原因になりますので、 USBケーブルを

抜く時は必ずプラグ部分を持って抜いてください。

※USBケーフ.ルはしっかりと奥まで差し込んでくだ

さい。プラク.がしっかり差し込まれていないと

正しくゲームが動作しない場合があります。

※USBケーブルには向きがありますのでよく確認

して接続してください。

-R四.W::rl冨?宅需.

拡ブJレノ1

-E守毒茸彦君~筒凶・

距離

-ブル(ダーツボードの中心)が

床か61173副になるように固定してください。

臨置方法

①図のフック穴にねじ頭を引っかけて周定します。中心が 173cmの位置にくるように位置決めをし

たら、木ねじを必要な位置に埋め込んでください。その際、木ねじは最後まで壁に埋め込ます、首

の部分を 5mm程度、壁かう出しておくようにしてください。

く取り付け例〉
上下2館所のフック穴を利用して、壁に取り付けます。
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必手柱に木ねじを打ち込んでください。

壁に木ねじを打つときは、後ろに柱があるかどうか、必子確認してください。

②よ下のフック穴にしっかりと木ねじを引っかけてください。

設置後、左右に軽く動かして外れない事を確認してください。

一JIJ 上フック穴

隻

下フック穴

ターツボードの表面か5函蚕函のととろが

スローラインになります。

(壁からの距雛ではないので注意。)

ダーツボードを設置するときは、ダーツボードを十分に

支えうる強度があるところを選んで設置してください。

ダーツボードの下側にあるフック穴には必守木ねじが引っかかるように設置し

てください。下側を固定し砿い寝合、ダーツの矢を引き抜く際、ダーツボード
に負担がかかり危険です。

4b 
|スローライン|

夕、ーツの矢カ，lif{ードかうそれたり、矢が跳ね返るととが予想されますので、パソコン

を置く位置はスローラインの後ろ側にしてください。



①アドレス
狙うポイントを見て、図のように構えてください。

ターッを持つ時は、ダーツの重心を持つようにしましょう。

⑧テイクパック
ひじの位置を動かさす、耳の辺りまでダーツを引き寄せます。

( J't-'VAコ( T4?J~')I?コ 乙の時、手のひらが上を向くようにすると、余分恕力が手首

にかかりません。

ζ豆三コ

ー砂

( 7>tD三Jlt-) 

⑨リリース
ひじの位置を変えすに、引き寄せたダーツをポイントに向か

つて投げます。ひじを中心lこ動かした腕が最も高い位置にき

た時にダーツをリリースしてください。ダーツを支えている

指は、すべて同時に離しましょう。紙飛行機を投げるよう恕

イメージで投げると、上手く投げることができます。

④フォロースルー
投げ終わった腕は無理に止めす、自然にゆっくりと止め、ダ

ーツがボードに刺さったのを見たら、視線をそ5さす!と、次

のスローイングの準備に移ります。

-野球投111ま絶対にしないでください。

・夕、ーツは人や動物などに向けて絶対に投げ忽いでください。失明やケガなどの危険があります。

・ダーツを投げるときは、周りの人や物にあた5tJ;いように注意してください。

e'-\!JO)m~ñ 

的に刺さったダーツを披くときは、時計四りに回し主主がら

抜いてください。こうすることでチップが緩みにくく、ボ

ー ドへの負拐も軽減するととができます。

万が一、チップが折れてダーツボー ドに先端部分だけ残っ

てしまった場合は、ラジオベンチなどで抜くか、奥まで入

ってしまった場合は、「メンテナンスの方法J(P.32参照)

をご覧の上、チップを除去してください。

厘 霊 団
ダーツボードの見方

外周にかかれている数字が、

そのまま得点としてカウン卜

されます。

シングルプJII

真ん中の大きな円。

ソフトダーツではゲームに

よって得点が50点、また

は25点の場合があり、オ

プションでどちらかを選ぶ

こともできます。

※製品の構造上、シングルブルに

当たってもダブルブルの判定に

怠ることがあります。

タブルエリア

外側のリンク1です。

外周に書かれている得点の

2倍の得点がカウントされ

ます。

内側のリンク.です。外周に書かれている

得点の3倍の得点がカウントされます。

真ん中の小さな円。

ダーツポードの中心。

50点がカウントされます。

※このエリアlま得点になりません。

行 川 村 女 ~ 
-ダーツのゲームはさまざまなものがあります。どのゲームも基本的に、自分の順番が回ってき

た63本矢を投げます。これをr1スロー、 3ダーツjといいます。

-綾げ終わったら、本体右下の [PLAYER CHANGEキー1;回申して次の人に交代してください。

(パソコンのEnterキーでもプレイヤーの交代ができます)

-実際のルールではター ッが的か5外れた場合も 1授と数えます。コンビュータでは外れたダー

ツを判定するととができませんので、 外れた寝台I~本体の [DOWNキー] を押して OUTを

自己申告 してください。(パソコンのDeleteキーでも可能です)

※プレイヤーの交代をする前であれば、本体のUPキー、またはパソコンのBackSpaceキーを押すととで
直前のスコアの修正を行うことができます。本体のセグメントを押して得点の修正をしてください。

-・圃
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ダーツボードとパソコンを接続し、，デスクトップ上のPC-DARTSのアイコンをダブル

クリックするか、スタートメ=ューか5ゲームプロ夕、ラムを起動してください。

終了する際は、ウインドウの上部の×ボタンをクリックし、終

了させてください。また、メインメニューでrEXITJを選んで

も終了できます。

ゲームの途中、パソコンのEscキーを押すと、ゲームの中断メ

=ューが表示されます。 rCANCELJでゲームに戻り、 fMENUJ

でゲーム選択画面に、rRESTARTJでゲームをやり直すととが

できます。

メニューの操作方法について

パソコンのカーソルキーで項目を選択し、 Enterキーで決定し

ます。(マウスでも決定の操作が可能です)

メ二ユーによってはダーツボード本体のUP、DOWNキーで

カーソルを移動、本体のEnterキーで決定することができます。

告モードについて

[GAME] 
24種類のゲームを遊ぶことができます。 (P. lO~)

[DATA] 

摩動

ソフトの終了

プレイヤーのデータ入力を行ったり、ゲームの成績などを見ることができます。 (P. 25~)

[SET UP] 
BGMの変更や、アワード表示、音のON/OFFを行うととができます。 (P.28)

E3~1:W; 

メインメニューで rGAMEj を選択するとゲームを遊i~ï i:とができ

ます。

遊びたいゲームをパソコンのカーソルキーの上下で選択し、 Enter

キーで決定してください。(マウスでも操作をするととができます)

ゲームを選択するとプレイヤー選択画面になります。

下記の24種類のゲームを遊ぶことができます。

MODE GAME 

01 301 園

(ゼロワン) 501 圃

701 園

901 圃

1101 圃

1301 • 
1501 • 

CRICKET CRICKET 園

(クリケット〉
CUT THROAT CRICKET 

*ROULETTE CRICKET 

PRACTICE COUNT-UP • (プラクティス)
※CRICKET COUNT -UP 

ROTATION 

*TRAINING 

※ HALF IT 

PARTY *REVERSE 
〈パーティー〉 ※ SPLAT 

MEDLEY 01+ CRICKET • (メドレー〉
※ 01 +01 • 
COUNT-UP+01 • 

官※CHALLENGE BEGINNER 
(チャレンジ) STANDARD 

PRO 
MASTER 

女印は、 TV-DARTSのオリジナルゲームです。
カ印は、 PC-DARTSのオリジナルゲームです。

OPTION 

ROUND LlMIT 

PARITY PLAY 

SINGLE BULL 50/25 

SHANGHAI 

MASTEROUT 

DOUBLE OUT 

DOUBLE IN 

ROUND LlMIT 

SINGLE BULL 50/25 

MANIAC 

01と同じ(SHANGHAIを除く)

※印は、 TV-DARTSに比べてPC-DARTSに新たに追加されたゲーム、モードです。
・印は、 COM対戦が可能なモードです。
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ゲームに参加するプレイヤーは 『プレイヤーカードjから

選択を行います。

プレイヤーカードに名前を入力するには、メインメニューの

fOATAJか5行います。 (P.25-を参照ください)

[マウスでの操作についてi
使用するプレイヤーカードにカーソルを合わせて、クリッ

クしてください。

プレイヤーカード下の4惨を押すことでプレイヤーカード

のページを変更する乙とができます。

参加するプレイヤーが決まったら、メヱュー内の rSTARTJ

をクリックしてください。

間違えたプレイヤーカードを選択した時はメニュー内の

(Tabキーでカーソル移動)

クリックでプレイヤーカードのページ切り替え

roELETEJをクリックすると直前に選んだプレイヤーを外すととができます。

rBACKJをクリックすることで、前の画面にもどることができます。

[キ-mードでの操作について]
使用するプレイヤーカードをカーソルキーで選んでEnterキーで決定してください。カーソルキー

の左右を押し続けることでプレイヤーカードのページを変更することができます。

参加するプレイヤーが決まったら、 Tabキーでカーソルをメニューに移動をさせ rSTARTJを選んで

Enterキーで決定してください。

間違えたプレイヤーカードを選択した時はメニュー内の rOELETEJを選ぶととで直前に選んだプレ

イヤーを外すことができます。

rBACKJを選びEnterキーを押すととで、前の画面にもどるととができます。

.01、CRICKET、COUNT-UPについては、 COM対戦やユーザーデータを基にしたROBOT

との対戦をすることができます。

.COM対戦をする時は、 COM・1-6、COM-PRO、MASTERを選んでください。

(COM-1が弱く、 MASTERが強いキャラクターです)

.ROBOTデータの作成については、 OATA(P.25-)を参照ください。

プレイヤー選択後、 rSTARTJでオプション選択画面になります。

雇 亙 亙副
オプション項目のあるゲームは、ゲームが始まる前に、ゲーム

をスタートさせるか、オプションを選択するかを選ぶことができ

ます。

オプションを設定する場合は、右図の画面で rSETUPOPT旧Nj

を選んでください。

rSTART GAMEJを選ぶとオプションは変更せすにゲームが

はじまります。

オプション画面では変更したいオプションをマウスでクリックするか、

カーソルキーのよ下で選び、 Enterキー(またはカーソルキーの左右)

を押すことで変更をすることができます。

オプションの設定が決まった5、 rNEXTJ ~選択することで次に進

むととができます。ます、全体のオプションを選び、次に各プレイヤ

ーごとのオプションを選んで決定します。決定後、 rNEXTjを選択

するとゲームがスタートします。

※ゲームによっては、 全体に関わるオプションのみのゲームや、 各プレイ

ヤーごとのオプションのみのものもあります。

オプション 使用ゲーム

全体のオプション

プレイヤーごとのオプション

説明

ROUND L1MIT 01 ラウンドの制限を、デフォルトのラウンド数か、 99ラウン ドのどち

CRICKET らかに設定するζとができます。

CUT THROAT CR. 
ROULETTE CR. 

PARITYPLAY 01 SPLAT 01の先攻有利を忽くすため、いすれかのプレイヤーが0点にしたと
しでも、そのラウンドが終わるまではプレイを続けることができます。

SINGLE BULL 01 SPLAT シンヅルブルの得点を50点か、 25点のどち5か選ぶことができます。

COUNT-UP 

SHANGHAI 01 1スローで同じナンバーのシングル、ダブル、トリプルに当たつ
た湯合、勝ちとする設定です。

MASTER OUT 01 SPLAT ダブルエリアか、トリプルエリアの得点でちょうど0点にしないとあが
れ1;>.い設定です。

DOUBLE OUT 01 SPLAT ダブ、ル工りアの得点でちょうどO点にし広いとあがれない設定です。

DOUBLE IN 01 SPLAT ゲームスタート時、ダブルエリアで得点するまでは得点を減5すとと

ができません。

MANIAC REVERSE 相手のヱリアに当ててしまうと、ヱリアの持ち主に得点が入ります。
また、ボーナス点についてもヱリアxlO点では忽く、持っている

エリアの得点に依存して換算されます。

ゲームの結果画面で、Enterキーを入力すると右図のようなメニューが表

示されます。

rMENUJを選ぶとゲーム選択画面に、 rPLAYERENTRYJを選ぶと

同じゲームのプレイヤー選択画面に、 rREMATCHJを選ぶと同じプレイ

ヤーでゲームを初めから遊ぶことができます。

rCANCELJを選ぶと結果画面に戻ります。
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女プレイ人数 :1-4人

宮崎ターゲツト:すべてのエリア

女狩ち 点 :301-1501

宮崎デ7~)l，トラウンド置: 301 =10R、501 =15R、701以降=20R

女W I N:持ち点を震も早くO点ちょうどにしたプレイヤー

or 

ラウンド終3時、趨も持ち点の低かったプレイヤー

ヲft*ルール**
ダーツボードに当たった得点を持ち点から減算していき、ぴったりO点にするゲームです。

持ち点がO点以下になってしまった場合は rBUST(パース ト)Jと表示され、「パーストJする前

のラウンドの持ち点に戻ってしまいます。

また、 fパーストJした場合は、その場でラウンドが終才しますので、例えば1投自で「パーストJ
した場合は2役目、3役目を役げることはできません。

ゲーム画面の見方

ダーツの残り*112
(全ゲーム共通)

プレイヤーごとの得点
プレイヤー告の下の丸が大きく
怠っているプレイヤーが、現在
プレイ申のプレイヤーを哀して
います.(会ゲーム共通)

結果画面の見方

ユーザーごとの成績
酪ったプレイヤーl<t丸
が大きく表示されます.
(主結果画面共通)

現往プレイqJのプレイヤーの得点

クυアするのに
かかった本数 レーティング

現在ラウンド蝕
/総ラウンド数
{全ゲーム共通}

ラウンドごとの得点

ゲーム申に取ったアワード
盛大9種類のアワードを表示する
ととができます.取ったアワード
の稽類を表す表示ですので、回数
は褒示されません..(全ゲーム共通)

E E図画iDJJI盟国

*プレイ入費量:1-4人

*ターゲット:15、16、17、18、19、20とBULL

*持ち点 :0

甲骨子フ幼トラウンド置:20R 

*W  I N:全てのターゲツトをクローズさせ、かつ還も

得点の高いプレイヤー

or 

ラウンド終3時、霞も得点の高いプレイヤー

**ルール女宮崎
シングル→ 1マーク、ダブル→2マーク、トリプル→3マークと力ウントし、1つのターゲット

に対し3マークするとそのエリアを「クロース:Jさせた状態になります。

クローズさせたターゲットに当てると得点を得ることができます。

複敏のプレイヤーで遊ぶ場合、プレイヤー全員が向じターゲツトをクローズさせると、 [デツドJ
となり全員がそのターゲットから得点を得られなくます.

2Pで遊ぶときは、相手との得点差に200点以上の開きが出てしまうと、まだデツドしていなく

ても得点が入らなくなってしまい、 rOVER KILL (オーバーキJレ)Jと表示されます。

ゲーム画面の毘方

実マークの見方宮崎

/1マークした状態

X2マークした状態

国3マークした状態
(との状閉がクローズ}

結果画面の見方

デッドしたエリア

クリケッ トナンバー

会てのエリアを
クローズさせるまでに
かかったダーツ数



• CUT THROAT CRICKET (力ツト スロートクυケット)

*プレイ人数 :3....4人
*ターゲツト:15、16、17，18、19、20とBULL
*持ち点 :0

*デ7~ルトラウンド置: 20R 
*W I N:，全てのターゲットをクローズさせ、かつ温も

得点のfgいプレイヤー
or 

ラウンド終才崎、最も得点の低いプレイヤー

ヲ~*ルール**
基本的なルールはクリケットと同じです。

自分がクローズさせたターゲットに矢が当たった傷合、まだそのターゲツトをクローズさせてい

ない他のプレイヤーに得点が入ります。クリケットとは逆に、得点が低いほうが勝ちになります。

また、得点が1位で主主い状態のプレイヤーが全クリケットヱリアを縫よりも早くクローズさせた

場合、そのプレイヤーに対して得点でも、エリア数でも負けているプレイヤーは rSPOILERJ
と表示され、ゲームを行う権利を失います。

• ROULETTE CRICKETυいレットクリケット)

*プレイ人獄 :1....4人

*ターゲツト:ルーレットによって選ばれた6つのナンバー

とBULL
*持ち点 :0
*デフォルトラウンド目:20R 
*W  I N:クリケットと同僚

宮崎貴ルール**
基本的なルールはクリケッ トと向じです。ゲームの前にルーレット画面がでるので、 1人1本ず

つ矢を投げてクリケットナンバーを決めてください。同じところに当たったら、もう一度やり直

しになります.ナンバーはパソコンのEnterキーや本体のキーでも決定することができます。

6つのクリケットナンバーが決まったらゲーム開始です。

ルーレット画面の見方

ルーレット
矢が当たったところでは怠く、矢が盤

面に当たった時のルーレツトの位置で
数字が決定します.すでに選ばれてい
る燭所に当たった燭含は、もう一度矢

を役げはおしてください.

ルーレットに彼げることが
できるダーツの残り本殿

決定したクリケット
ナンバー

E;M!ii[!J重量週

• COUNT-UP (力ウントアップ)

*プレイ人組 :1....4人

*ターゲツト全てのヱリア

* 持 ち 点 :0

*ラウンド鮫 :8R

*W I N: 8ラウンド終3時、最も得点の高いプレイヤー

ヲ貨安ルール**
当たったエリアの得点を加算してゆき、 8ラウンドの合計点を競うゲームです。

本製品では、強自のシステムを使い、プレイヤーごとに当たったエリアの分布を見ることができ

ます.

ゲーム画面の見方

COLOR HIT CHART 
(CHC) 

当たった固般に応じて、セグメ

ントの色が変わります.これに
より、スローイングの偏りを目
に見える形で表現しています.
色の変化については下記のよう

に1役ごとに1色変わるようにな

っています.

8ラウンド終3隠の
予測得点

ラウンドごとの得点

モノトーンの
緑のグラデーション Q.iiのグラデーション グラデーション膏のグラデーション亡7段階

ー-......../ー ア段階 一-......../'"ー 7段階 一-----v3段階¥

1 j _::_J I 
少争園川川矢の当たった回数 111111-時多



可官 事卜 ~ 

• CRICKET COUNT-UP (クリケットカウントアップ) • ROTATION (ローテーション)

*プレイ人数:1-4人

*ターゲット:ラウンドごとに20、19、18、17、16、15、BULLと

指定されるエリアが変わり、最終ラウンドfel:

15、16、17、18、19.20、BULLの全て

* 持ち点 :0

*デidトラウンド自 :8R

*W I N: 8ラウンド終才時、最も得点の高いプレイヤー

**ルール安安
1ラウンド目では20を、 2ラウンド目では19を・-という

ようにラウンドごとにターゲツトのエリアが巽なります。

ターゲットのみが得点となります。獲得した得点を加算し、

8ラウンドの合計点を競うゲームです。

ゲーム画面の見方
ターゲツト

可再 可昨 可官 可再

*プレイ人敏:1-4人

*ターゲット:i画面で指定されるエリア

* 持 ち 点 :0
*ラウンド鍛 :8R

*W I N: 1誌も早くGOALしたプレイヤー
or 

8ラつンド終3時、量も命~率の高いプレイヤー

**ルール女宮崎
ターゲットが1から順にポイントの分だけ進んでいきます。

ポイントは、シングル→1ポイント、ダブル→2ポイント、

トリプル→3ポイントと擬算し、たとえば、ターゲットが
r 1 Jの場合、 1のトリプルに当てれば一気に r4Jまで 鼠後はBULLに3役当ててゴール l

進むことができますo 3投役げたら次のプレイヤーと交代

します.

ただし、 3投自をターゲツトのナンバーに入れることができれば、 rEXTRATHROWJとなり、

ボーナススロー (3ダーツ)を役げることができます(ラウンドは進みません)。

20までターゲットを進めたら、次にブルを狙い3役当てればゴールです。

プルには必ず3役当てる必要がありますので、18のトリプルなどに当たった湯合でもターゲツ

トは20以上進みません。

誰か一人カマクリアしても、そのラウンドが終才するまでは続けることができます。同じラウンド

内で複数のプレイヤーが24ポイントに達した場合は、命中率の高い方が勝ちになります.

Gilfel:、1-7Rの全てのエリア

結果画面の見方

園一…一一…
一一…一一一

周
回
臨

~ 

ラウンドごとの得点

ゲーム画面の見方

ターゲット

ターゲットごとのマーク豊富
現在のクリア状況

r 1 Jヱυアからスタート

結果画面の見方

ターゲットのうちシングルに当たった怒

ターゲツトのうち
トリプルに当たった率

. -ー

ターゲツトのうち
ブルに当たった率



• HALF-IT (ハーフィット)

*プレイ人鍛:1-4人

*ターゲツト:ラウンドごとに15、16、ダブル(どの得点

でも可)、 17、18、トリプル(どの得点でも

司)、 19、20、BULLと指定されるエリア

が獲わる。

*符ち点:40 

*ラウンド敵 :9R

*W I N: 9ラウンド終3時、震も得点の高いプレイヤー

**ルール**
1ラウンド自では15を、 2ラウンド自では16を…という

ようにラウンドごとにターゲツトのエリアが異怠り、ター

ゲツトのみが得点となります。

そのラウンドで、 1投も指定エリアに当たらなかった錫合

l;t.その時の点数が半分になります。

獲得した得点を加算し、 9ラウンドの合計点を競うゲーム

です.

v 

ターゲットlまラウンドごとに指定
されるエリアが変わります。

ゲーム画面の見方 結果画面の見方

ターゲツト

ラウンドごとの
得点

各ラウンドごとの
ヒット数

• TRAINING (トレーニング)

*プレイ人敏:1-4人

*ターゲット:ユーザー指定のエリア

*鰭ち点 :0

*ラウンド敏 :BR

*W I N: 8ラウンド袋才時、鼠も得点の高いプレイヤー

宮崎貴ルール**
練習したいエリアを自分で選んで決めることわできます。

選んだエリアでの得点を競います。

ゲーム画面の見方

STARTGAME 

選択されたエリア(緑色で表示されます。)

左図の画薗で、練習したいセグメントをマウスでクリック
するとエリアを選択することができます。
同じセグメントをもう1回クリックすると、選奴をキャン
セルすることができます。
選釈し終わったらrSTART GAMEJを選んでENTERキ
ーを抑してください.
rAしLRESETJを選ぶと選択したエリアを全て消すこと
ができます。

※ダブルブル(緑色になっているところ)は必ず選択され
るエリアです。選択を解除することはできません。

※シングルブルは25点です。オプションなどで変更する
ことはできません.

基本的な画面構成lまカウントアップと伺じです。
選んだエリアのみがグレーになり、 1投当たるごとに色が
変わります. 

• 



知果的診練習方法

|LEVEL.ヨ|

〈初級編〉

まずは「ダブルリングの内側jを選訳して全てが命中す
るように練習しましょう.
慣れたら Iトリプルリングの内側Jr上半分Jr下半分Jr4 
分の1カットjなど、在京々にエリアを狭めていきます。

く@級編〉

ゲームごとの戦略的に必要な部分を重点的に練習します.
01の上達のためには「ダブルエリアのみJrトリプルエ
リアのみJra・16のみjなどが育効です。
クリケットの上達のためには「クリケットナンバーのみJ
fクリケットナンバーのトリプルのみjなどを練習しま
しょう.

く上級編〉

fブルのみJrトリプル20のみJなど、一つのセグメン
トだけをピンポイントで選訳して練習をしましょう.

v 事

-~ii"冨置彊-
• REVERSE (リバース)

*プレイ人数 :2-4人
*ターゲット..盆てのエリア

*持ち点 :0

*ラウンド数 :8R

事 可昨

*W  I N:8ラワンド総3時、毎も得点の高いプレイヤー

*宮崎ルールヲ~*

~ 司事 ..， 司曹

ダーツの盤面を利用して、陣取りゲームをします.他のプレイヤーの陣地を自分の陣地で狭むこ

とで、自分の樽旭にする乙とができます。

シングル→1マーク、ダブル→2マーク、トリプル→3マークとカウントし、1マークで陣地を

自分のものにできます。また、自分の陣抱に当てれば得点を得ることができます。

例えば、陣地に怠っていない状態で20のトリプルに当てた場合、 1マーク目で陣t也を取り、残り

2マーク分の得点 (40点)が入ります。

ゲーム終Z時、自分の持っているエリアにあわせたボーナス得点が入り、ボーナスを足した状態

で震も得点の高いプレイヤーが勝ちになります。

ゲーム中にブルに当たると、盤面上の樺他が全てクリアに主主ります。そのとき、リセッ卜される

のはエリアのみで得点はリセッ卜されることはありません。

ゲーム画面の見方

ボーナス得点

プレイヤーごとの陣地
隣同士の工リアで挟むことで

軍事うことができます.

結果画面の見方

震終的に取得した
ボーナス得点



• SPLAT (スプラット)

*プレイ人敏 :2-4人
*ターゲット全てのエリア

*鍔ち点 :0

*デ7~ルトうわド量: 15R 

*W I N:鼠も厚く333点ちょうどにしたプレイヤー

or 

15ラウンド終3時、最も333点に近いプレイヤー

女女ルール**
当たったエリアの得点を加算し、 333点にするゲームです。

333点を超えてしまった場合は、超えた分が333点から引かれます。他のプレイヤーと同じ点数

になった湯合は、同じ点数にされたプレイヤーの点数が滅ります。 (180点以下の場合1a:0点に、
181点以上の場合は1/2に減点されます)この状態をSPLATといいます。

OPTIONでDOUBLEOU丁、 MASTEROUTを選んでいる時、シングルエリアで333点になっ

た時は、そのプレイヤー本人がSPLATになります。

ゲーム画面の見方

結果画面の見方

現状の進行状況

プレイ@のプレイヤーの
煽含、クリアするまでの
点鎗

プレイ申以外のプレイヤー
の潟含、 SPし6.Tするまでの
点獄

-~131].霊園宜盟国・

• 01 +CRICKET (ゼロワン+クリケット)・01+01 (ゼロワン+ゼロワン)

.COUNT圃 UP+ 01 (力ウントアップ+ゼロワン)

*プレイ人敏 :2人

*W I N: 2ゲーム終才後、勝ち数の多いプレイヤー or 3ゲーム終3後、勝ち数の多いプレイヤー

**ルール**
2戦続けてゲームをし、トータルで勝敗を競います。

2戦終3時に引き分けの場合のみ、 3戦目をするととが可能です。

3戦自のゲームは、選んだメドレー2ゲームのうち、どちらかのゲームを選ぶことができます.

1ゲーム自の結果画面

| 円一 IL11 111 11師事干I

1峨自のゲーム結果

2ゲーム自の結果画面 (引き分けの調合)

ーーー-_ 1iU喧1m喧圃
E晶Iitjg文科山町f五五:詞
・・・・・-歩三~ ・-溢-更fトり君主.、-・lDmlC33

闇晋
同息

晶画 よI

2戦自の先攻を選ぶ
ことができます。

3鵜自のゲームを
選ぶことができます.



a-回目一一-曹晴世・ー-.
E剖=間四国【伺司聞

レベルに応じて条件をクリアしていく練習モードです.

fBEGINNERJ fSTANDARDJ fPROJ fMASTERJの4段階があります.01、CRICKET、COUNT-UPの

ゲームについてクリア条件が出されますので、ゲーム肉でその条件をクリアすることを目指します.

プレイヤーカード

メインメ三ユーで rOATAJを選択するとユーザー

データの入力や確認を行うことができます。

ユーザーデータは24人分、 ROBOTデータは8人分

まで保存することができます。

※ゲームの記録はゲーム終了時に自動で行われます。

途中でやめたゲームは記録されません。

メインメニューでrOATAJを選ぶと、右のユーザー

データ(プレイヤーカード)画面が表示されます。

・プレイヤーカードの名前を変更する場合 ページ切り脅え

名前の部分をマウスでクリックして、キーボードで入力してください。名前は、全角で6文字、半角

で9文字まで入力をすることができます。入力後、 Enterキーを縛して決定してください。

T
a
b
キ
ー
で

カ
ー
ソ
ル
位
置
の
切
り
替
え

.プレイヤーカードのデザインを変更する場合

プレイヤーカードを選択すると、カードの表面に4砂が表示されますので、それをクリックすると

カードのデザインが切り替わります。

・成績の確認をする場合

プレイヤーカードをクリックするとカードの周囲が緑の線で図まれます。その時にもう一度クリッ

クするか、下のメニューの rSELECTJを選ぶことでユーザーデータ確認画面(P.26)になります。

下のメニューの‘惨をクリックするととでプレイヤーカードのページを変更することができます。

キーボードで操作する場合は、カーソルキーでプレイヤーカードを選びEnterキーを押してください。

下のメニューにカーソルが移動しますので、 rSELECTJを選んでください。

(Tabキーで、プレイヤーカードか5メ=ユーへ、メ=ューか5プレイヤーカードへカーソルが移動します)

・SAVE
プレイヤーカードを選んだ状態で、下のメニューで rSAVEJ

を選ぶと、ユーザーデータを別ファイルに書き出すことが

できます。

書き出されたユーザーデータは、 PC-OARTSがインス

トールされているフォルダ内の"UserOata"フォルダ内に

「プレイヤーカード名一日付.usrJというファイル名で保存

されます。

保存されたファイルはUSBメモりなどに移動するとと

で他の PC-OARTSがインストールされたパソコンに移動することができます。

• LOAD 
"UserOata"フォルタ内にあるユーザーデータを rLOAOJで読み込むととができます。

USBメモリなどに入っているユーザーデータを読み込ませて使用する場合は、あらかじめ

"UserOata"フォルダにユーザーデータを入れてください。

-ユーザーデータの消去

プレイヤーカードを選んだ状態で、下のメニューで rOELETEJを選ぶと、そのプレイヤーカード

のユーザーデータを消すことができます。

.BACK 
下のメニューの rBACKJを選ぶととでメインメニューになります。

ユーザーデータ確認画面 ページ切り主主え
一一一ーム一一一

プレイヤーごとの成績を確認するととのできる画面です。 rl ..=._ 
マウスで‘惨をクリックするか、カーソルキーの左右でデ

ータ画面を切り笛えることができます。

※アベレージ、レーテイングは最近の32ゲームの成績

を元に算出しています。

ハィスコア等については通算の値の中でもっとも高い

ものが表示されています。

rBACKJ;をクリックするか、キーボードのBackSpace

キーを押すとプレイヤー選択画面に戻ることができます。
ROBOTデータの作成

.ROBOTデータの作成

rROBOTJを押すことで、ユーザーデータを使った対戦用のROBOTデータを作成することがで

きます。ROBOTデータlま8人まで作成することができます。

ROBOTデータは rSAVEl、rLOAOJで書き出し、読み込みをすることができ、 保存された

ファイルはUSBメモりなどを使用するととで、他のPC・OARTSがインストールe!れたパソコン

に移動をすることができます。ROBOTデータのファイル名はrRプレイヤー力一ド名 目付.usrJ

になります。

すでに8人分のROBOTデータがあるときに新しいROBOTを作りたいときは、すでにある

ROBOTデータを rOELETEJしてか5作成してください。



く01GAME>くC刊CKET>くCOUNT-UP>他のデータ

各ゲームの成績になります。

[画面の見方]

く 01GAME> 

STATS (AVG) 1ダーツあたりの得点の平均です。

WIN RATE 01ゲームの勝率です。

HI-STATS STATSのハイスコアです。

BUST (AVG) 1ゲームあたりのパースト回数の

平均です。

く CRICKET>

MARKS (AVG) 1スローあたりのマーク数です。

WIN RATE クリケットの勝率です。

HトSCORE

HI-MARKS 

ハイスコアです。

MARKSのハイスコアです。

く COUNT-UP>

SCORE (AVG) カウントアップの平均得点です。

WIN RATE カウントアップの勝率です。

HトSCORE カウントアップのハイスコアです。

選叙された包ダメントの詳細情額
命。回数と命申率

現在選択されているセグメント
(マウスカーソル位置)

[データのリセットについて]
このシステムはほかのデータを消すことなく、 rC.H.C.RESET Jをクリックすることで単独でリセ

ッ卜することができます。カウントアップのねういを変えたとをや、カウンターがいっぱいに怒った

ときなど、用途に合わせてリセットを使ってください。

緑のグラデーション
14段階

モノトーンの
赤のグラデーション グラデーション

14段階 6段階

少・・1111 矢の当たった回数 1111圃 吟 多

く CRICKETCOUNT-UP > 

HI-SCORE クリケットカウントアップのハイスコアです。

く HALF-IT>

HI・SCORE ハーフィットのハイスコアです。

アワードコメント入力画面

各アワードが出た際にその演出後、自分だけのコメントを出すととができ

ます。

入力したいアワードをマウスでクリックし、メッセージ.欄にキーボードで

入力をしてください。

1つのアワードに3つまで入力できます。表示されるコメントはランダム

で表示されます。AWARD画面

ゲーム中に出したアワードの回数です。 アワードについてはP.30をと参
照ください。

※アワードによって内容が重複するものは、画面での演出は 1種類です

が、データ上は内容が重複するアワードも同時に記録しています。

例)カウントアップで3段ともT20にあたった場合

画面アワード:TON 80 

同時記録アワード:31N A BED、HIGHTON 

メインメニューでrSETUPJを選択するとゲーム中の音楽(BGM)

や音、アワード表示のON/OFFの選択をすることができます。

変更したい項目をパソコンのカーソルキーで選んで、 Enterキーを

押すことで変更することができます。(マウスの傑作でも変更が可

能です)

医彊1m・

C.H.C. (Color Hit Chart) 

カウントアップの結果を元に、当たった回数を色で表した分布図です。 rColorHit Chart (CHC)J 

と呼んでいます。

ゲーム薗面では、 1投ごとに色が変化し、合計24色で表現されていますが、データ画面では下図の

ような色調の変化で5役ごとに色が変化し、合計48色の変化で表示きれています。

SOUND'…・・音のON/OFFを選ぶことができます。

BGM…....・M ・-…BGMの変更をするととができます。

AWARD……..AWARD表示と非表示を選ぶことができます。

DISPLAY…・・ゲーム画面をWINDOW表示で行うか、 全画面で表示するかを選択できます。

BG……・……・・ゲーム画面の背景を変更することができます。

-・』F



付録

eA:9y1'・

ゲーム申の背景やBGMを変更するととができます。

※カスタマイズにIclWindowsのファイル操作の知識が必要になります。

-壁紙の嚢更について
PC-DARTSのソフトがインストールされているフォルダにある"UserData￥BG"フォルダに

使用したい画像データをコピーしてください。

「使用可能フォーマットJ
『圃像ザイズj

『ファイルネーム』

JPEG (.jpg) BMP (.bmp) PNG (.png) 

800x600 これ以外のサイズは使用できません。

ファイルネームは自由です。使用ファイルは5つまでで、それ以上は

使用できません。

これらはゲーム起勤時、 rSET UPJのモードに入った時、読み込ま

れて使用することができるようになります。

メインメ=ューの rSETUPJで fBGJの変更をしてください。

-音楽の変更について

PC-DARTSのソフトがインストールされているフォルダにある"UserData￥BGM"フォルダに使

用したい幽データをコピーしてください。

『使用可能フォーマットJ WAVE (.wav) 

『ファイルネームJ 3曲まで登録することができます。

rBGM_Ol.wavJ、rBGM_02.wavJ、fBGM_03.wavJIこ

ファイル名を変更してください。

メインメニューの rSETUPJで rBGMJの変更をしてください。

3泊まで登録ができ、デフォルトの幽と入れ沓わります。

デフォルトの曲に戻すには"UserData￥BGM"内の登録した幽データを消去してください。

軍翠I!l.i室主ヨ・

• AWARD (アワード)
投げた自によって出る「ご褒美jです。
1スローで101点以上取った揚合、 1スローでブルに3回当たった場合など、たくさんのアワードが
あります。PC-DARTSで出るアワードは下記の16種類のアワードです。

S.BULL 

D.BULL 

T15....... 20 

回 LOWTON 

困 HIGHTON 

園 TON80 

固 3IN THE B. 

圏 SKULL

国 5COUNT 

固 6COUNT 

図 7COUNT 

園 8COUNT 

園 9COUNT 

圃 WHITEHORSE 

圃 HATTRICK 

巴 3IN A BED 

外側のプルに当たった時のアワード。演出はD.BULLと同じ。

内側のプルに当たった時のアワード。演出はS.BULLと同じ。

15....... 20のトリプルに当たった時のアワード。

1スローで101点以上とった時のアワード。

1スローで151点以上とった時のアワード。

1スローの全てが20のトリプルに当たり、180点をとった時のアワード

iTHREE IN THE BLACKJの略。 1スローの全てがダブル

ブルに当たった時のアワード。

1スローの合計が10点未満の場合のNGアワード。

クリケットゲームで、1スローで5マーク取った場合のアワード。

クリケットゲームで、1スローで6マーク取った場合のアワード。

クリケットゲームで、1スローで?マーク取った場合のアワード。

クリケットゲームで、1スローで8マーク取った場合のアワード。

クリケットゲームで、1スローで9マーク取った場合のアワード。

1スローの全てが異なる有効なクリケットナンバーのトリプルに当たった時のアワード

1スローの全てがブルに当たった時のアワード。

1スローのすべて同じ有効なエリアのダブル、もしくはトリプルに

入った時のアワード。

-F 



.ARRANGE (アレンジ)
ゼロワンゲームで残り1スローで上がることのできるf上がり包jです。
自分の狙いやすいナンバーに、持ち点を調整して投げるようにID¥がけましょう.

• BULL (ブル)
ダーツボードの真ん申。f牛の目JIこ似ていることから、fプルズアイjと昭ばれる部分です。外側の赤
い部分はシングルブル(アウターブル)、内側の黒い部分lまダブルブル(インブル)と呼びます。

• CLOSE(クローズ)
クリケットゲームで、同じナンバーに3マークして、次固からそのナンバーで得点を得る事ができる
状態のことを指します。

.DEAD(デツド)
クリケットで2人以上がプレイした場合、1つのナンバーに対し、プレイヤー全員がクローズさせた状
態のこと。デツドするとそのナンバーから得点を得られなくなります。

• FAT BULL(ファツトブル)
シングルブルが50点になっている状態をフアツトブルと呼びます.ソフトダーツでは、クリケット以
外のゲームで広く用いられています。
この状態は実質シングルブルもダブル級いになりますので、01のダブルイン、ダブルアウト、マスタ
ーアウトの畿定の場合も、シングルブルが奇効になります.

• FLlGHT (フライト)
ダーツの羽の部分を錯します。また、データ画面で用いる湯合はダーツの級を表しています。
N、C、CC、B、BB、A、AA、Sの順で上に行くほどレベルが高く怒ります。

• OVER KILL(方ーパーキル)
クリケットゲームの2人用で、相手との得点差が200点を超えた甥合、勝っている方は得点を得るこ
とができません(マークすることはできます)。

.OPTION(才プション)
ゲームによってさまざまなオプションを設定することができます。(P.11参照)

• RATING(レーテインタ)
ダーツの上手さを表す指数です。スタッツを集計して18段階でわかりやすく表現したものです。

• SEPARATE BULL(包パレートブル)
シングルブルが25点になっている状態をセパレートブルと呼びます.

• STATS(スタッツ)
1ラウンドあたりの平句点や、一投ごとの平均点を表します.
PC-DARTSではゼロワンゲームは一投ごとの平均点、クリケットでは1ラウンドごとのマーク数の
平均を表しています。また、PC-DARTSでは100%スタッツを探用しています。

.9DARTS(9ダーツ)
501を3回のスロー(9本のダーツ)で終才させること。
501を最短でクリアした状態のことです。

-湿~)lJA豆~ヨ・
チップが折れて穴に詰まったり、セグメントが割れた場合は下記の手順

でメンテナンスを行ってください。

※チップ、シャフト、フライト、・セグメント(消音部品を含む)は消耗品です。

1. PC・DARTSのソフトが終了していることを確認しでか5、USBケーブル

を本体からはすしてください。

2. 本体を壁か5は曹、し、セグメントの面を下にして、置いてください。

(必す平5なところで作業を行ってください。)

3. 本体裏面の合の付いているビ、スをはすしてください。

⑨‘. 
はずしてもよいビス

ーの{すいていないビスは絶対に

取らないでください。

簸点のシートは絶対に蝕らない

でください。

4. 問題のあるセグメントを取り出します。

①チップの詰まり・・・・・・詰まったチップをラジオペンチなどで引き抜きます。

②セグメントの交換・・・・新しいセグメントと取り替えてください。

交換用セグメントは弊社お客様サービスセンターにて

取り扱っております。(有償)

詳しくは、お客様サービスセンターにお問い合わせ頂く

か、 PC-DARTSのホームページをご覧ください。



-!ifl!W4歪・
-インストールができない

.お使いのパソコンの環境をご確認ください。
J¥ッケージ、取扱説明書にありますパソコンの動作環境をと確認ください。

動作環境を満たしているかどうかはパソコンの製造元にお問い合わせください。

-自動でインストーラが立ち上が5芯い。
お使いのパソコンの設定によっては、自動でインストーラが立ち上がらない場合があります。

その場合|立、インストールディスク内のPC-DARTS_SETUP.EXEをダブルクリックして起動し

てください。

.ディスクの確認をしてください。
インストールディスクの記録画に傷や汚れがないか確認してください。

また、ディスクが正しくパソコンにセッ卜されているか確叡してください。

-動作がおかしい

・USBケーブルの接続を確認してください。

USBがしっかり差されているかご確認ください。また、差し直しをしてみてください。

.お使いのグラフィックカードやサウンドボード等の最新のドライバを製造元

のWebサイトか5入手し、インストールしてください。

.PC-DARTSのソフトを一度アンインストールし、再度インストールして

ください。

・USBHUBをと使用の場合は、 PC-DARTSのUSBケープルを直接パ

ソコンのUSBポートに差してください。

-ターッボードが反応し恕い、誤反応をおこす

・USBケーブルの接続を確認してください
USBがしっかり差されているかご確認ください。また、差し直しをしてみてください。

・メンテナンスの方法(P.32)を参考にボード内に折れたチップなどがないか

確認してください。折れたチップがあった場合はそれを取りのぞいてください。

-セクメントが割れた、壊れた
・セグメントは消耗晶になります。メンテナンスの方法 (P.32)を参考に付属

の予備のセグメントに交換してください。また、交換用セグメントについては

弊社お客様サービスセンターにて販売をしております。

詳しくはホームページをご覧ください。 http://tv-darts.epoch.jp/

圃ゲーム申にエラーメッセージ.の表示がでた

・ゲーム中、セグメン卜のスイッチが押された状態になると「警告:セグメン

トエラーJの表示がでます。

この画面が出た時は表示されているセグメントを軽く動かしてください。

問題が解決しない場合は、ほかのセグメントに問題があることも考え5れま

すので、全てのセグメントを閉じようにチヱツクしてください。

.USBケーブルの接続を確認してください。

USBがしっかり差されているかと確認ください。また、差し直しをしてみてください。

※その他商品についてのお問い合わせは、お手数ですが弊社「お客様サービスセンターJ

へと連絡ください。

TEL:029-862・5789
(電話番号lま間違いのないよう、よく確かめてからおかげください)

[電話受付時間1月~金曜日 (祝 ・祭日及び弊社特休日を除く)

10時-12時、 13時-17時

※ソフトについての最新のサポートについては、

http://tv-darts.epoch.jp/内のPC-DARTSのページをご確認ください。


