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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。
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主な登場人物

セバスチャン・カステヤノス
勘や経験則を優先しがちではあるものの、優秀かつ
経験豊富な刑事。実績を上げてはいるが、事件解決の
ためには規則違反もいとわないため、賞罰ともに多い。
連続失踪事件の捜査を担当していたが、上層部から不
自然な中止命令を受けていた。

ジュリ・キッドマン
セバスチャンがいる部署に転属したばかりで、セバスチャンとジョセフのチームに入った女性刑事。落ち着いていて、観察力も判断力もある。セバスチャンたちとともに向かった精神病院で突然、異変に巻き込まれてしまう。

ジョセフ・オダ

セバスチャンの相棒として、長

年コンビを組んでいる刑事。合

理主義者で口数は少なく、常に

冷静。性格は温厚で人当たりが

よく、たびたび暴走するセバス

チャンを抑える役目も務める。

性格も趣味もセバスチャンとは

正反対だが、相性はいい。
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ゲームを開始するにあたって
画面の説明に従ってPsychoBreak をインストールして
ください。

新しくゲームを始めるには PsychoBreak を起動し、
「NEW・GAME」を選択します。続く画面でディスプレイ
の明るさ調整を行い、難易度（詳細は7ページの「難易
度設定」を参照してください）を設定するとゲームを開始
できます。

タイトルメニュー
CONTINUE GAME：
最後に保存したセーブデータからゲームを再開します。

NEW GAME：
新しくゲームをします。

LOAD GAME：
保存されたセーブデータからゲームを開始します。

OPTIONS：
ゲーム内の各種設定の変更・確認をすることができます。

CREDITS：
スタッフロールを見ることができます。

Xbox Live
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 を利用するために
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。

保護者による設定
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。
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ゲームクリア後に追加されるメニュー
NEW GAME+：
ゲームをクリアすると、セーブファイルにスペシャルアイ
コンが追加されます。メニューの「NEW・GAME+」から、
セーブファイルの選択画面に移動します。ここでスペシャ
ルアイコン付きのセーブファイルを選択すると、全ての
チャプターに武器やスキル、ボーナスを所持した状態でプ
レイが可能となります。
クリアタイムを計測するにはチャプター１からプレイしな
ければいけません。

MODEL VIEWER：
ゲーム内のキャラクターやクリーチャー、武器などの3D
モデルの閲覧ができます。

ゲーム難易度
初めてプレイするときに選択できる難易度は「CASUAL」
「SURVIVAL」のみです。ゲームクリアすると新たな難易
度が選択できるようになります。
プレイ中に、ゲームが難しすぎると感じた場合は、
OPTIONSメニューから難易度を下げることができます。
ただし、難易度を下げると、そのチャプターの最初から再
度スタートすることになります。また、一度下げた難易度
はゲームを通して上げることはできません。

CASUAL：
サバイバルホラー初体験のプレイヤーにおすすめの、難し
いながらも穏やかな難易度です。

SURVIVAL：
サバイバルホラー経験が豊富なプレイヤー向きのチャレン
ジングな難易度です。
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アイテムメニュー

ランタン
ON／OFF

カメラ

移動

撃つ／近接攻撃

アイテムショート
カット

スニーク／隠れる

近接攻撃

リロード

キャンセル／燃やす

決定／行動

狙う

ダッシュ

操作方法*

Xbox 360 コントローラー

ポーズメニュー

*コントローラーの操作はOPTIONSメ
ニューから変更することができます。
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HUD
HUDは戦闘時に表示されま
す。戦闘以外の時は画面に表
示されません。

1.マッチ本数：現在、持っ
ているマッチの本数

アイテムメニュー

hボタンでアイテムメニューを開きます。

で武器やアイテムを選択します。Aボタンを押すとア
イテムを装備する、またはその場で使用します。Yボタ
ンを押すと選択しているアイテムに関する情報を表示しま
す。アイテムを選択している状態でlのいずれかの方
向を押すことで、4つあるアイテムショートカットのひと
つに設定されます。・

2.ヘルスメーター：現在のヘルス状態

3.スタミナメーター：現在のスタミナ状態（走っている
時のみ表示）

4.武器：現在、装備している武器

5.装填弾数：リロードまで銃に残っている弾数

6.予備弾数：現在、予備として持っている弾数

1

2

3

4

5
6
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アガニボルトの作成

アイテムメニュー画面でアガニクロスボウを選択します。

Xボタンでアガニクロスボウ専用特殊弾頭を切り替えられ
ます。画面の右側には現在持っているトラップパーツの数が
表示され、トラップパーツの数が足りていればzを押すこ
とで選択しているボルトを作成できます。・

スキルのアップグレード

セバスチャンのスキルはゲーム中に入手できるグリーン
ジェルでアップグレードが可能となります。

yとzでアップグレードの種類を切り替え、 で選択
すると画面下に必要なグリーンジェルと現在持っている
グリーンジェルの数が表示されます。
必要数のグリーンジェルを持っていればAボタンでスキ
ルを取得できます。Bボタンで前の画面に戻れます。
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攻略のヒント アクション

Aボタン
窓や障害物を乗り越える、ハシゴ
の昇り降りなどのアクションを行
います。

爆弾を回避する

zスニーク
スニーク中は設置された爆弾が反
応しません。

爆弾の解体

Aボタンで針を停止
青　成功／赤　失敗
回転している針を青の範囲内で止
めると爆弾の解体に成功します。針
が赤の部分で停止すると失敗です。
爆弾を解体するとトラップパーツを入手できます。
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ロックチェーンの破壊

x撃つ／近接攻撃　または
Y近接攻撃
ロックチェーンは銃で撃つか近接攻
撃で破壊することができます。

音への敵の反応

ドアを蹴って開けるなど大きな音
を立てると、敵に気づかれる場合
があります。

気配アイコン

接近　一定の距離内に敵が
います。

発見　敵が自分の存在に気
付いています。

敵が一定の距離内に近づくと、接近アイコンが表示されま
す。敵に気付かれると発見アイコンが表示されます。

※この機能は難易度CASUALではONとなっています。・
SURVIVALではOPTIONSメニューでON、OFFの選択が可能
ですが、さらに上の難易度ではONにすることはできません。

近接攻撃

Yボタン
素手や近接武器で敵への攻撃や、
樽や木箱などの物体を破壊できま
す。近接攻撃の威力はとても弱いの
で、最終手段と考えましょう。
倒れている敵のところでYボタンを押し、踏みつけることで
ダメージを加えることもできます。
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トラップの解除

Aボタン長押しでトラップ解除
ワイヤートラップを解除するとトラ
ップパーツが手に入ります。

トラバサミの解除

zスニーク＋Aボタンで解除
スニーキングしてトラバサミに近づ
くことで解除が可能となり、トラップ
パーツが手に入ります。

マッチで燃やす

倒れている敵に近づきBボタンを
押すと、燃やすことができ、敵を無
力化できます。
複数の敵が十分近い距離で倒れて
いる場合には、1本のマッチで燃や
すことが可能です。
敵や死体以外にも燃やせるものもあります。何かを燃やすこ
とでマッチを1本消費します。

ランタンの操作

jでランタン点灯／消灯
ランタンを点灯させることで周囲を
照らすことができますが、敵に見つ
かりやすくなります。
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カスタマーサポート
製品の不具合などが発生した場合は下記サポートセンター
までお問い合わせください。

お問合せ先：ベセスダ・ソフトワークス（ゼニマックス・
アジア株式会社）
0570-080300

受付時間10:00～20:00（年中無休）

また、ゲームに関する情報等は、以下の公式サイトでもご
案内しています。

ベセスダ・ソフトワークス公式サイト
www.bethsoft.com/ja

サイコブレイク公式サイト
・www.psychobreak.com/sp


