


 警告 このゲームで遊ぶ前に、Xbox 360® 本体、Kinect® センサー、アクセサ
リーの取扱説明書をお読みになり、安全と健康についての重要なお知らせをご確認
ください。詳しくは www.xbox.com/support をご覧ください。

健康についての重要な警告 : 光の刺激による発作について

ごくまれに、ゲーム中の強い光、光の点滅、パターンなどにより、発作を起こすこ
とがあります。発作やてんかんなどの病歴がない方も、ゲームを見ている間に、原
因不明の光過敏てんかん発作を起こすことがあります。この発作には、めまい、視
覚の変調、目や顔の痙攣 (けいれん)、手足の筋肉の痙攣やふるえ、前後不覚や意識
の一時的な喪失などのさまざまな症状があります。また、発作による意識喪失やひ
きつけのために転倒したり周囲のものにぶつかったりして、けがをすることもあり
ます。このような症状を感じた場合は、すぐにゲームを中止し、医師の診察を受け
てください。

保護者の方は、ゲームをしているお子様に注意を払ってください。年少者は、この
ような発作を起こしやすい傾向にあります。ゲームをするときは、次のことに注意
しましょう。

・テレビから離れる

・画面の小さいテレビを使う

・明るい部屋でゲームをする

・疲れているときや眠いときはゲームをしない

あなたやご家族、ご親戚の中に、過去にこの種の発作を起こした人がいる場合に
は、ゲームをする前に医師に相談してください。

CERO マークについて

本製品は、コンピュータエンターテインメントレーティング機構 (CERO) の審査を
受け、パッケージには年齢区分マーク (表面) 及びアイコン (裏面) を表示していま
す。年齢区分マークは、CERO 倫理規定に基づいて審査され、それぞれの表示年齢
以上対象の表現内容が含まれていることを示しています。パッケージ裏面のアイコ
ンは対象年齢の根拠となる表現を表すもので、ゲーム全体の内容を示すものではあ
りません。なお、全年齢対象のゲームソフトにはアイコンを表示していません。ま
た、CERO の対象年齢は、本製品に対してのみ適用されるものであり、オンライン
プレイなどを通して得られる追加の表現に関しては、この限りではありません。詳
しくは CERO のウェブサイト (http://www.cero.gr.jp) をご覧ください。
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Xbox 360 コントローラー 

■ ゲーム操作方法

■ MENUでの操作
【左スティック/方向パッド】　項目選択
【Aボタン】　決定
【Bボタン】　戻る

■ GAMEでの操作

※ ボタンの割り当てはSETTINGで変更できます（⇒P.４）

左スティック/方向パッド
Aボタン
Bボタン
Xボタン
STARTボタン
BACKボタン

ペンゴ！
移動
アクション
アピール

ゲーム開始/ポーズ
ゲーム終了

コンバットジール
移動
ショット（連射）
ショット
ショット
ゲーム開始/ポーズ
ゲーム終了

シューティング技能検定
移動
ショット（連射）
ショット
ショット
ゲーム開始/ポーズ
ゲーム終了

アクション技能検定
移動
アクション
ジャンプ
ふっ飛ばし
ゲーム開始/ポーズ
ゲーム終了

■ 閲覧

■ MENU

■ ゲームの始め方

タイトル画面でSTART ボタンを押すと、メニューが表示されます。

 左スティックまたは方向パッドで選択します。
※操作できるのはタイトル画面でスタートに使用したコントローラーのみです。

ランキングや
保存されたリプレイを閲覧をします。実績を閲覧します。
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■ SETTING

コントローラーの設定をします。

ゲームの設定をします。

・REPLAY SAVE (YES or NO)
　ゲームプレイ後にリプレイファイルを保存するか選択
・PENGO! STAR (1-4)
　ペンゴ！開始時の★の数を設定
　※２以外に設定した場合リーダーボードに記録が登録されません。
・PENGO! LASTMAN STAR (1-4)
　ペンゴ！LASTMAN(2on2含む)
　スタート時の★の数を設定

音量の調節をします。

ストレージを変更し変更したストレージに
ゲームデータを保存します。

ゲームを終了しタイトル画面に戻ります。

■ チャレンジモード スコアアタック

■ GAME PLAY

ペンゴ！以外のアーケードモードプレイするとチャレンジステージやスコアアタックがアンロックされます。

アーケードモードをプレイすると解除されるゲーム。
１人プレイ専用です。

１人プレイの場合のみリーダーボードに成績を登録します。
20位以内にランクインした場合リプレイデータをアップロードします。
ペンゴ！[ARCADE MODE]の場合 [SETTING GAME]->[PENGO! STAR]を2以外の数値に設定
した場合、リーダーボードに記録は登録されません。リプレイファイルの保存も行われません。

■ゲーム中操作
START or A　ゲーム開始（乱入）
START 　　ポーズ
BACK 　　ゲーム終了（メニューに戻る）

■リプレイ閲覧中
START 　　ポーズ
BACK 　　閲覧終了（メニューに戻る）
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■ シューティング技能検定

■ アクション技能検定

様々なミニゲームをプレイして、
ゲームの腕前をゲーマー年齢として１６～80歳の間で判定します。平均値は25歳。

様々なミニゲームをプレイして、
ゲームの腕前をゲーマー年齢として１６～80歳の間で判定します。平均値は25歳。

対戦の場合ゲーマー年齢の若い方が勝ちとなります。

対戦の場合ゲーマー年齢の若い方が勝ちとなります。

■ コンバットジール

１人プレイ

プレイヤー人数分独立したゲーム画面が表示される対戦特化シューティング。相手
よりも早く敵を倒さないと自分の画面の同じ敵が消えてしまうオブジェクト同期ステ
ージ、同期の無い純粋なスコアアタック勝負といったステージがあります。

対戦プレイ
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■ ペンゴ！

ARCADE MODE

乱入対戦プレイは対戦相手(他プレイヤー)が居なくなるまで続きます。

LAST MAN STANDING
（他プレイヤーとの）対戦専用モード
最後の1人になるまで勝残り戦を続けます。

コントローラーが2つ以上接続されている時にプレイ可能

LAST MAN STANDING
（他プレイヤーとの）対戦専用モード
最後の1チームになるまで勝残り戦を続けます。

コントローラーが３つ以上接続されている時にプレイ可能、
3人で開始した場合2人対1人の対戦になります。

一定時間操作しない場合表示されるメッセージ

ペンゴ！[ARCADE MODE]2人協力プレイ時は、ボタン3（デフォルトではXボタン）
を長押しする事で同じチームの自分以外のプレイヤーの操作をCPUが担当するよ
う切り替える事が出来る用になっております。CPU操作からプレイヤーの操作に戻
す場合はボタン3を長押しするかプレイヤー番号に対応したコントローラーで操作
を開始します。

■ Xbox Live

■ Xbox Live を利用する為に

■ 保護者による設定

Xbox Live® は、Xbox 360 のオンラインのゲームとエンターテイメントのサー
ビスです。本体をインターネットに接続するだけで無料で参加できます。ゲーム
の体験版を無料で入手できるほか、ハイビジョン ムービーにすぐにアクセスする
こともできます ( 別途費用がかかります )。Kinect を使用すると、簡単な操作で
再生や早送りなどができます。有料の Xbox Live ゴールド メンバーシップにアッ
プグレードすると、世界中のフレンドとオンラインでゲームができます。Xbox 
Live を利用すれば、さまざまなゲームやエンターテイメントに接続できます。詳し
くは www.xbox.com/live をご覧ください。

Xbox Live を利用するには、Xbox 360 本体をインターネットに接続し、Xbox 
Live サービスに加入することが必要です。Xbox Live サービスや Xbox 360 と
インターネット回線の接続に関する詳細は www.xbox.com をご覧ください。

保護者の方は、CERO 年齢区分などに基づき、児童や青少年がプレイできるゲーム
を制限したり、Xbox Live の各機能・サービスのご利用を簡単に制限したりするこ
とができます。また、プレイ時間を限定することもできます。詳しくは Xbox 360 
本体の取扱説明書および www.xbox.com/familysettings をご覧ください。

有限会社トライアングル・サービス
カスタマーサポート

TEL: 03-5371-1012
MAIL: cs-support@triangleservice.co.jp

ゲーム内容、裏技等に関するご質問にはお答えできませんので予め御承知下さい。

最新情報はWebでチェック！
http://triangleservice.co.jp

有限会社トライアングル・サービス
カスタマーサポート

E-mail: cs-support@triangleservice.co.jp

ゲーム内容、裏技等に関するご質問にはお答えできませんので予め御承知下さい。

最新情報はWebでチェック！
http://triangleservice.co.jp

8 9


	MAN_00_nc
	MAN_01
	MAN_23
	MAN_45
	MAN_67
	MAN_89_nc

