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VHS MJ98-027
魔術士オーフェン
第1回
我が名はオーフェン

オーフェンは自称宮廷魔術士。少年マジクに
魔術を教えながら，エバラスティン家を見張っ
ている。美しい姉妹クリオウ，マリアベルの住
むその舘を見張る理由は…。

25 Ｃ－１

VHS MJ98-028
魔術士オーフェン
第2回
血の八月の恐怖

突然，暗雲が立ちこめ，人間の知恵を持った
超魔獣アザリーが現れる。実は，元はオーフェ
ンの牙の塔時代の憧れの女性だった。彼女は
エバラスティン家の家宝『ﾊﾞﾙﾄｱﾝﾃﾞﾙｽの剣』が
あれば，魔術が解けて元の人間の姿に戻れる
と信じていた。

25 Ｃ－１

VHS MJ98-029
魔術士オーフェン
第3回
我が旅立ちに集え仲間たち

クリオウとマリアベルがアザリーにさらわれた。
助けだそうとするオーフェンの前に超魔獣アザ
リーが現れた。

25 Ｃ－１

VHS MJ98-030
魔術士オーフェン
第4回
我が花園に眠れ魔物

オーフェンと弟子のマジクの修業の旅にクリオ
ウも同行する。魔物がすむと言われるカル
ナーの山にさしかかると，オーフェンの反対を
無視してクリオウとマジクが山に登ってしまう。

25 Ｃ－１

VHS MJ98-031
魔術士オーフェン
第5回
ドラゴンに抱かれし巫女

旅の途中，マジクはドラゴン信仰の集団に襲
われる。巫女フィエナに介護してもらい，危機
一髪のところ，共にオーフェンに救いだされる
が，巨大なディープドラゴンが牙をむいて襲い
かかってくる。

25 Ｃ－１

VHS MJ98-032
魔術士オーフェン
第6回
我が森に吼えろ狼

オーフェンはディープドラゴンに精神を破壊さ
れ意識を失う。フィエナの力で甦るが，そのす
きに悪人バトラフの陰謀で村は焼き払われ，村
の守り神ドラゴンは怒り狂う。

25 Ｃ－１

VHS MJ98-033
魔術士オーフェン
第7回
バルトアンデルスの遺跡

3人は，6年前オーフェンとアザリーがバルトア
ンデルスの剣をみつけた遺跡のある島へ渡
る。２人で隠した魔力を増幅させるブレスレット
もそのままあった。アザリーを救う手掛かりは
見つかるのか。

25 Ｃ－１

VHS MJ98-034
魔術士オーフェン
第8回
天魔の魔女の秘密

ブレスレットを使って魔力を増幅させてもブラッ
ディオーガストを封印できなかった。オーフェン
はひとり落ちこみ，アザリーとの思いで出を語
り出す。

25 Ｃ－１

VHS MJ98-035
魔術士オーフェン
第9回
運河の都のパートナー女

アレンハタムの街，天人の遺跡をたず訪ねた
オーフェンたちは，そこで昔のパートナー，ステ
ファニーに会う。遺跡の調査を続けている彼女
だが何か秘密がありそうだ。

25 Ｃ－１
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VHS MJ98-036
魔術士オーフェン
第10回
我が命にしたがえ機械（ﾄﾞｰﾙ）

ステファニーは遺跡調査の途中でキリングドー
ルを目覚めさせてしまった。オーフェンを知って
いることを彼らに気づかれ，街の平和と引きか
換えにオーフェンを差し出すことを脅迫されて
いた。

25 Ｃ－１

VHS MJ98-037
魔術士オーフェン
第11回
レキの小さな冒険

旅の途中ではぐれてしまったディープドラゴン
の子レキ。助けてもらった幼い兄弟は，出稼ぎ
に出た母を待っていた。夜道，母を迎えに出た
兄弟は，恐ろしい野犬に取り囲まれる。

25 Ｃ－１

VHS MJ98-038
魔術士オーフェン
第12回
我が友情の海老男

牙の塔へ向かうオーフェンたちの前に海老男
（ブラックタイガー）が現れ，オーフェンたちの
牙の塔侵入を阻止する。アザリー抹殺をたくら
む牙の塔の本当の目的とは…。

25 Ｃ－１

VHS MJ98-039
魔術士オーフェン
第13回
我が故郷に帰れ追憶

オーフェンたちは，アザリーを元に戻す手掛か
りをみつけるため牙の塔に侵入した。牙の塔
の資料館でバルトアンデルスの剣に関する書
物を発見する。書いた人の名はロックス・ロ
ウ。

25 Ｃ－１

VHS MJ98-040
魔術士オーフェン
第14回
超えられぬ想い…

ロックス・ロウを探しに，サンレイクスの街に着
いた。以前，この街は魔術士に助けられたこと
があり， 人々は、オーフェンたちを歓迎する。

25 Ｃ－１

VHS MJ98-041
魔術士オーフェン
第15回
月下の魔術士

ブラッディオーガストを倒せば、アザリーは生き
返ることができるのか。だが，今のオーフェン
の魔術力では不可能に近い。アザリーはチャ
イルドマンと魂を入れ変えようと企むが…。

25 Ｃ－１

VHS MJ98-042
魔術士オーフェン
第16回
海老男ふたたび

アザリーに魂がすり変わったチャイルドマンの
肉体は目を覚まさない。これはオーフェンの仕
業と，牙の塔のフレイムハートが追ってくる。助
けるために再び海老男が登場し…。

25 Ｃ－１

VHS MJ98-043
魔術士オーフェン
第17回
我が剣に秘められし謎

大陸一の予知能力者，ロックス・ロウにアザ
リーを救う方法を聞くためにオーフェンたちは
夕霧の谷へ向かった。しかしロックス・ロウの
前にアザリーが現れ…。

25 Ｃ－１
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VHS MJ98-044
魔術士オーフェン
第18回
てめえらとっとと剣返せ！

ロックス・ロウに，剣の秘密を完全には聞き出
せなかったオーフェン。一方，ドーチンたちは
オーフェンから逃れるために木に上った。しか
し，その木に住む生物はすべて巨大なもの
だった。

25 Ｃ－１

VHS MJ98-045
魔術士オーフェン
第19回
それぞれの想い…

ブラッディオーガストに会いたい。一度アザリー
に会いたいと願うオーフェン。そこに海老男が
現れ，クリオウまでも怪我をしてしまう。

25 Ｃ－１

VHS MJ98-046
魔術士オーフェン
第20回
虹色の秘密

バルトアンデルスの剣を使いこなす方法を求
め，遺跡に戻ってきたオーフェン。しかし，開か
ずのドアを開ける方法に悩む。そこにステファ
ニーが現れ…。

25 Ｃ－１

VHS MJ98-047
魔術士オーフェン
第21回
聖なる過去の幻影

剣の力の開放もアザリーを救うにも，あと一つ
の天人の遺産が必要だった。しかしその一つ
がわからず，悔しがるオーフェン。そんな時，
時間のひずみが起き，オーフェンは過去の世
界へ入り込んでしまった。

25 Ｃ－１

VHS MJ98-048
魔術士オーフェン
第22回
迷える碧き瞳

アザリーを救ったその時，オーフェンが死ぬ
…。「わたしには関係ない」と自分に言いきか
せるクリオウだが，なぜか胸が苦しむ。そこに
海老男が現れ…。

25 Ｃ－１

VHS MJ98-049
魔術士オーフェン
第23回
魔女アザリー

アザリーは白魔術を使って，チャイルドマンの
魂と入れかわっていた。アザリーはオーフェン
が思うような人間ではなかったのか？オーフェ
ンはアザリーに思いのすべてを話してほしいと
願う。

25 Ｃ－１

VHS MJ98-050
魔術士オーフェン
第24回
我が旅路の終焉

チャイルドマンの肉体は剣の力で消滅してし
まった。アザリーの肉体に２つの魂はは入れな
いため，２人の魂は行き場を失う。このままで
は２人とも消滅してしまう。オーフェンは２人を
救うことができるのか。衝撃の結末！

25 Ｃ－１

VHS MJ99-077
魔術士オーフェンリベンジ
第1回
我が魂いやせお温泉

オーフェンとクリオウ，マジクの3人の復讐（リベ
ンジ）の旅が始まった。温泉で栄える観光地
セーオンを訪ねるが，一見華やかに見えるこ
の街にも何か秘密がありそうだ。

25 Ｃ－１
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VHS MJ99-078
魔術士オーフェンリベンジ
第2回
裏切りの大浴場

オーフェンたちは，泊まったホテルの最後の客
として厚いもてなしを受ける。ホテルは温泉を
独占支配するドンポナパルトによって温泉の配
給を停止されるのだった。温泉の源泉を調査
すると意外な秘密が見え出した。

25 Ｃ－１

VHS MJ99-079
魔術士オーフェンリベンジ
第3回
地獄の洋品店

王立治安騎士団のリコリスという少女が，オー
フェンを正義の魔術士としてスカウトするため，
一行について回る。クリオウはリコリスをセー
オンの化け物では？と怪しむが…。

25 Ｃ－１

VHS MJ99-080
魔術士オーフェンリベンジ
第4回
怪奇・愛の波紋

自称マスマチュリアの闘犬ボルカンとドーチ
ン。普段は悪行を重ねる２人だが，頭を打った
ボルカンに，湖の伝説の少女の魂が乗り移っ
てしまった。突然かわいらしくなったボルカンだ
が，オーフェンたちは何とか少女の魂を救おう
と…。

25 Ｃ－１

VHS MJ99-081
魔術士オーフェンリベンジ
第5回
目覚めよ、愛しき女

一行は旅の途中，魔術士の弟子であるリード
という青年に出会う。リードの恋人エレナは，
天人の魔術の犠牲となり，眠り続けていると言
う。真相を究明するオーフェンたちが見たもの
は…。

25 Ｃ－１

VHS MJ99-082
魔術士オーフェンリベンジ
第6回
海老男、蟹女

牙の塔からエリスとハーティアがやってきた。２
人は，ホワイトクラブとニューブラックタイガー
の名の元にオーフェンの助太刀に来たらしい。
魚の骨がのどに刺さり，音声魔術が使えなく
なったオーフェンに代わり，２人は…。

25 Ｃ－１

VHS MJ99-083
魔術士オーフェンリベンジ
第7回
おつかいの甘いワナ

騒がしいクリオウとリコリスにうんざりしたオー
フェンは，二人に買出しを依頼する。しっかり者
のリコリスと，気ままに買い放題のクリオウ。二
人は全く気が合わなかったが，ひょんなことで
強盗を追いかけるはめになり…。

25 Ｃ－１

VHS MJ99-084
魔術士オーフェンリベンジ
第8回
鳥！　鳥！　鳥？

前回の買出し事件以後，すっかり姉妹のように
仲良くなったクリオウとリコリス。度重なる出費
にピンチ…。リコリスは稼ぎに出ようと決心する
が。

25 Ｃ－１

VHS MJ99-085
魔術士オーフェンリベンジ
第9回
音速のき貴婦人

リコリスがボルカンたちにだまされて買った物
の中に魔術文字入りのゼッケンがあった。手に
した途端，走り出したエアロカスタム婦人。音
速より速く，魔術が届かない。

25 Ｃ－１
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VHS MJ99-086
魔術士オーフェンリベンジ
第10回
まぼろしの雪山

ボルカンの欲望の声が実体化され，奇妙なこ
とが次々と起こる。吹雪の中，疲れ果てたオー
フェンはリコリスに助けられた。それがきっかけ
で，オーフェンもようやく王立治安騎士団に向
かう気になった。

25 Ｃ－１
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