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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。

CEROマークについて

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。

・テレビから離れて座る

・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。

ゲームで遊ぶ際の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

このたびは「オトメディウスX（エクセレント！）」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。プレイされる前にこの取扱説明書をお読みいただきますと、より一層楽しく遊んでい
ただけます。正しい使用方法でご愛用ください。なお、この取扱説明書は再発行いたしません
ので、大切に保管してください。

【ごあいさつ】

オトメディウスX （エクセレント！）

ゴーファー姉妹の侵略から数カ月、
秘密時空組織「G」では、

メンバーの入れ替えがあったものの、
平穏な日常を過ごしていた。

しかし、宇宙の彼方から、
強大な“闇の力”が

地球に襲いかかろうとしていたのだった。

今、再び、
空羽亜乃亜ら＜天使達＞の戦いが始まる……
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本ゲームの操作方法です。戦闘中の操作についてはP.08～10もあわせてご覧ください。
一部の操作方法はオプションメニューで変更できます。（オプション→P.12）

本体の電源を入れて本ゲームのディスクを正しくセットすると、タイトル画面が表示され
ます。STARTボタンを押して、メインメニューに進んでください。

『ゲーマー プロフィール』を選択していない状態でゲームを始めると、進行状況などのデータを保存で
きません。データを保存する場合は、『ゲーマー プロフィール』を選んでからゲームを始めてください。Xbox 360® コントローラーの使い方

メインメニュー

メニュー画面での操作について

データの保存（セーブ）について

選択カーソル

ゲームの始め方操作方法

「
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ゲームモード

「ストーリーモード」「マルチプレイ」「スコアアタック」のゲームモードが用意されて
います。プレイしたいものを選んで、ゲームを始めましょう。

- GAME MODE -

STORY MODE／ストーリーモード

MULTI PLAY／マルチプレイ

OFFLINE／オフライン

- GAME MODE -

Xbox LIVE 

Xbox LIVE PARTY SEARCH／Xbox LIVE パーティーサーチ

SCORE ATTACK／スコアアタック

Xbox LIVE

Xbox LIVE を利用するために

保護者による設定
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ゲームの進め方

ゲームはステージ単位で進んでいきます。ステージの最後に登場するボスを倒すと
クリアになり、次のステージに進みます。（ステージ画面と遊び方→P.08）

- HOW TO PLAY -

出撃の準備

ステージの設定を行う1.

キャラクターを選ぶ2.

兵装を選ぶ3.

パワーアップ方式を選ぶ4.

※周回数が上がると、ステージの難易度が上がります。

パワーアップ方式

キャラクターごとに攻撃範囲や威力が異なるよ。
あなたに合ったキャラクターを選んで、
ステージクリアをめざしてねっ！

ゲームレベル

ステージ

開始周回数
終了周回数
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ステージ画面と遊び方 ダメージとミス

アイテムについて
ステータスウィンドウの見方

エモーションアイコンについて 

シールドについて

ゲームオーバーとコンティニュー

※STARTボタンを押すとポーズメニューが表示され、ゲームを一時中断できます。ゲームを再開するとき
は「RETURN GAME」、ゲームをやめるときは「MENU」を選んでください。

※自機の残り数は、アイテムの「Gマーク」を取ると増えます。

ウェポンカードについて
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プラトニックブレイク

パワーアップのレベルについて

ランキング登録について

バースト

リプレイの保存について

パワーアップする  　　　　　Xボタン

特殊攻撃

最終結果画面

マルチプレイモードについて

リザルト画面

パワーアップカプセルを取るとパワーアッ 
プメーターが点灯し、カプセルを取るたび
に点灯する場所が左から右に移ります。

※パワーアップ方式を「SEMI AUTO」にしている場合、パワーアップは自動で行われますが、Xボタンを押
して手動でパワーアップすることもできます。（パワーアップ方式→P.07）

※ランキング登録されるときのプレイヤー情報は、オプションメニューの「PROFILE」で変更することがで
きます。（PROFILE→P.12）

Yボタン長押し

Yボタン

※発動後の効果は、キャラクターごとに異なります。詳しくはP.14～20をご覧ください。

使用したい兵装が点灯したら、Xボタンを
押してください。自機がパワーアップして、
カプセルの所持数が0に戻ります。



12 13

Xbox 360 コントローラーのボタン設定や、音声に関する設定など、ゲームに関す
るさまざまな設定を変更することができます。

オプションメニュー

オペレッタ
OPERETTA

CV：島本 須美

亜乃亜たちが所属する
秘密時空組織「Ｇ」のオペレーションシステム。
所属する「天使」やミッションの管理を行う。
「天使」に対する出撃要請のほか、
目標への誘導など戦闘に必要な
情報を伝える役目を担っている。

キャラクター紹介オプション

CONTROLLER／コントローラー

SOUND／サウンド

PROFILE／プロファイル

12
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AOBA ANOA ERUL TRON

空羽 亜乃亜

CV：佐藤 利奈

ライディングバイパー

＜ビックバイパー＞

CV：下屋 則子

エリュー・トロン
ライディングバイパー

＜ロードブリティッシュ＞

アイコン 名称 効果

1 SPEED 自機の移動スピードが1段階速くなる。

2 MISSILE 地形に沿って進むミサイルを撃てるようになる。

3 DOUBLE 正面と斜め上に同時にショットを撃てるようになる。

4 LASER 敵を貫通する強力なレーザーを撃てるようになる。

5 OPTION オプションを1つ入手する。最大4つまで入手可能。

6 F-FIELD フォースフィールドを入手する。

アイコン 名称 効果

1 SPEED 自機の移動スピードが1段階速くなる。

2 T.MISSILE 地形に沿って進むミサイルを、上下に撃てるようになる。

3 RIPPLE ショットが波紋のように拡大するようになる。

4 C.LASER らせん模様の強力なレーザーを撃てるようになる。

5 MULTIPLE マルチプル（オプション）を1つ入手する。
最大4つまで入手可能。

6 SHIELD シールドを入手する。効果はフォースフィールドと同じ。

スプレッドスフィア 前方に、爆発する球体を２発発射します。
球体は一定距離でさらに分裂します。

秘密時空組織「G」に

自身の秘められた力を見出され、

「天使」となった高校二年生。

「G」の地球での活動拠点のひとつ、

聖グラディウス学園に在籍し、

高校生と天使の二重生活を行っている。

バクテリアンとの戦いは、これで二度目。

惑星「グラディウス」出身の「天使」。

かつては「グラディウス」で兄と共に暮らしていた。

兄がバクテリアンとの時空戦闘中に

行方不明となって以来、

兄を探し続けている。

亜乃亜とは同じクラスで一番の親友。

戦闘経験は非常に豊富。

ホーミングレーザー チャージ中にロックオンした敵に向かって、レーザーを発射します。
ロックオンできる敵は最大６つです。

パワーアップメーター（初期状態）

プラトニックブレイク

パワーアップメーター（初期状態）

プラトニックブレイク
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パワーアップメーター（初期状態） パワーアップメーター（初期状態）

MADOKA DIOL TWEE

マドカ 

CV：石毛 佐和

ライディングバイパー

＜マードックバイパー2＞

ジオール・トゥイー

CV：生天目 仁美

ライディングバイパー

＜セレニティバイパー＞

アイコン 名称 効果

1 SPEED 自機の移動スピードが1段階速くなる。

2 BACK 正面と斜め後方に同時にショットを撃てるようになる。

3 R.PUNCH 敵を貫通して戻ってくるミサイルを撃てるようになる。

4 VALCAN 連射性能の高いショットを撃てるようになる。

5 BEE-UNIT 敵のいる方向を攻撃するオプションを入手する。
最大3つまで入手可能。

6 BARRIER バリアを入手する。効果はフォースフィールドと同じ。

アイコン 名称 効果

1 SPEED 自機の移動スピードが1段階速くなる。

2 WINDER 自機の移動に追従するショットを撃てるようになる。

3 S.LASER ワープ技術を応用した光学兵器。敵をサーチし直角に曲がる。

4 EAGLEWIND プレイヤーの位置によって、ミサイル発射角が変化する。

5 FLINT Aボタン／Bボタン長押しで、隊列を固定するオプションを入手
する。最大3つまで入手可能。

6 F-FIELD フォースフィールドを入手する。

カモン☆
シューティングスター フリント地獄突き画面外よりシューティングスターを召喚します。シューティング

スターは、３種類の攻撃をしつつ画面を横断していきます。
機体の前方に、フリントの触手３本で攻撃を行います。触手は
一瞬で収納されますが、通り道にあるものすべてを攻撃します。

惑星「メル」出身の「天使」。

若干14才で、星立メローラ女子大の

機械生命工学科に在籍。

その極めて高い知性を買われて

「G」にスカウトされ、地球にやってきた。

飛び級で編入したために、

聖グラディウス学園では高校一年生。

秘密時空組織「G」で、

「天使」のチームを率いるリーダー。

聖グラディウス学園の高校三年生。

亜乃亜たちの憧れの先輩。

普段はおっとりした優等生タイプで、

自分から前にでることはない。

戦闘中は過激な性格になることも。

プラトニックブレイク プラトニックブレイク
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パワーアップメーター（初期状態）

プラトニックブレイク

TITA NIUM Arnval

ティタ・ニューム

CV：広橋 涼

ライディングバイパー

＜ビックコアエグザミナ＞

アイコン 名称 効果

1 SPEED 自機の移動スピードが1段階速くなる。

2 A.LASER ヒットした場所に波紋が広がるレーザーを撃てるようになる。
波紋でも敵を攻撃できる。

3 TAIL GUN 前後同時にショットを撃てるようになる。

4 R.CORE 自機の動きで攻撃方向が変化するオプションを入手する。
最大4つまで入手可能。

5 H.MISSILE 敵を追尾するミサイルを撃てるようになる。
ミサイルは2発同時に発射される。

6 F-FIELD フォースフィールドを入手する。

バーティカル・ビィム 機体の前後に４箇所、レーザーの柱を発生させます。

聖グラディウス学園の高校一年生。

マドカと同学年。

敵であるバクテリアンに関する情報に妙に詳しい。

手作りのお菓子をくれるからか、

マドカとは仲がいい。

学園理事長の娘だが、

どこか不思議な影を帯びていて、

近寄り難い雰囲気を持つ。

Arnval

パワーアップメーター（初期状態）

プラトニックブレイク

アーンヴァル

CV：阿澄 佳奈

ライディングバイパー

＜アンスリウム＞

アイコン 名称 効果

1 SPEED 自機の移動スピードが１段階速くなる。

2 F.TORPEDO 上下同時に発射される魚雷型ミサイル。
ショットボタンを離すと前方へ方向転換する。

3 F.OPTION 自機上下に固定されるオプションを１つ入手する。
最大４つまで入手可能。

4 REVERSE 前方と任意の方向（自機の移動とは逆方向）に、一発ずつ同時
にショットを撃てるようになる。

5 T.LASER 短いレーザーを２発同時に撃てるようになる。

6 F-FIELD フォースフィールドを入手する。

ハイパーブラスト 機体の前方に強力なレーザーを照射します。一定時間で消滅
するまでの間、すべての物を貫通して攻撃できます。

秘密時空組織「G」の戦力増強のため、

ホビー用小型ロボットをカスタマイズした

試作の「人工天使」。

アーンヴァルは急遽試作されたため、

オリジナルからの転用部分が多く、

兵器でありながら「個性」を持つ。
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GessHi Hanafuuma

クリスタルマインステージ 3

ウォーターフロントステージ 1

エンシェントジャングルステージ 4

ミッドナイトシティステージ 2

ステージ紹介

※本製品をプレイするにあたって、ご使用になるテレビによっては画像と実際の操作とのタイミングが合わない
場合がございます。この場合テレビを製造した会社などにゲームプレイに適しているかお問い合わせください。

KONAMI is a registered trademark of KONAMI CORPORATION.

おことわり

GessHi Hanafuuma

パワーアップメーター（初期状態）　※オプションの項目がない機体

プラトニックブレイク

月士 華風魔

CV：佐藤 聡美

ライディングバイパー

＜波動剣＞

アイコン 名称 効果

1 NEN-DO-
HA 波動剣専用武器。正面三方向に小型のウェーブを撃てるようになる。

2 DAGGER 短剣を模したエネルギー兵器。敵を貫通する。

3 SPEED 自機の移動スピードが１段階速くなる。

4 M-DAMA 守り玉を入手する。効果はフォースフィールドと同じ。

5 T.SWORD 正面と上下の三方向にクナイ状の弾を撃てるようになる。

6 F.MINE 縦長のマイン爆発を発生させる浮遊機雷を発射できるようになる。

ドラゴンレーザー 敵を追尾する炎の龍を召喚します。
龍は一定時間、画面内の敵に攻撃を続けます。

戦力不足に陥った「G」が招聘した退魔武者。

古代より続く退魔の一族出身であり、

身体能力・魔力に優れるため

「天使」となった。

三兄弟の次女ではあるが、

武者として育てられたため、

立ち振る舞いは古風である。


