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*本書に掲載されている画面写真は、すべて開発中のものです。
*�Xbox、Xbox�360、Xbox�LIVE、Xbox�関連ロゴは米国�Microsoft�Corporation�および/またはその関連会社の
商標であり、Microsoft�からのライセンスに基づき使用されています。

警告 このゲームで遊ぶ前に、Xbox 360® および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。すべての取扱説
明書は、後で参照できるように保管してください。Xbox 360 およびアクセサリーの取
扱説明書の更新については、http://www.xbox.com/jp/support/ をご覧ください。

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
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。

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。

Xbox LIVE®

Xbox LIVE を利用すると、さまざまなゲームやコンテンツを楽しむことができます。
詳細については、http://www.xbox.com/jp/live/ を参照してください。

Xbox LIVE を利用するために
Xbox LIVE を利用するには、Xbox 360 本体をブロードバンド環境に接続し、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 とブロードバンド回線の
接続に関する詳細は http://www.xbox.com/jp/ 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 
http://www.xbox.com/jp/familysettings/ をご覧ください。
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GREEK

アイアス Ajax
かつてトロイとの戦いに勝利した、サラミスの王・
テラモンの息子。ギリシャ軍の戦士たちの中でも
剛勇を誇り、名誉を重んじる戦士でもある。

プロローグプロローグ

アキレウス Achilles

アキレウスの部下であり、親友でもある。最強の
武勇に恵まれながら時に冷静さを欠くアキレウ
スの側にあって、よき補佐役を務めている。

パトロクロス Patroklos

誓
い
The Oath

スパルタ王・メネラオスは激怒した。同盟の使者として訪
れていたトロイの王子・パリスが、同盟交渉を放棄して
妻のヘレネを連れ去ったからである。メネラオスは、実兄

にしてミュケナイの王であるアガメムノンに訴えた。アガメムノ
ンはギリシャの諸王を招集して、誓いを果たすべきと語り、自ら盟
主となって挙兵する。こうして、ギリシャ各国より名だたる英雄
たちが集い、千隻もの船が出航した。目指すは、トロイ。

ギリシャ軍の最も偉大な戦士でミュルミド
ン人のリーダー。ギリシャ軍の目的であるヘ
レネの奪還には目もくれず、ただ自身の栄誉
を求めて、この戦争に参加している。

世界一美しいと謳われる
ヘレネを妻に迎えよう
と、ギリシャ各国から

求婚者がスパルタに集まった。
争いを避けるため、誰がヘレネ
の結婚相手に選ばれようとも、
二人を祝福し、護ることを、ギ
リシャの王族たちは誓った。
神々の前で立てたこの誓いが、
のちにトロイ戦争を引き起こ
す遠因となる。

トロイ戦争とは、古代ギリシャの詩人ホメロスの叙事詩「イリアス」に描
かれている、ギリシャ軍とトロイ軍による戦争である。紀元前1200年ご
ろ、スパルタ王妃で絶世の美女でもあるヘレネが、トロイの王子・パリス
によってさらわれたことに端を発し、名だたる英雄たちに率いられたギ
リシャ軍と、トロイ王家の王子たちに率いられたトロイ軍との衝突とい
う構図で約10年間続いた。

千隻の船
A Thousand Ships

ギリシャ軍が誇る知将。イタカの王。戦争の一因
である「誓い」を提言したことに責任を感じ、不毛
な戦争を一刻も早く終わらせたいと考えている。

オデュッセウス Odysseus



4 5

ペンテシレイア Penthesilea

軍神・アレスの娘で、アマゾネスの女王・ヒッ
ポリュテの妹。アテネ王・テセウスにさらわれ
た姉を奪還するため、アマゾネス軍団を率いて
アテネに乗り込むが、その戦いの中で思いがけ
ない悲運に見舞われる。

TROJAN プロローグ

ヘクトル Hektor

トロイ王・プリアモスの長子。パリスの兄。王
子たちの中で、最も勇敢な戦士である。トロイ
の人々は、パリスが無謀な恋で戦争を引き起
こすとこれを蔑んだが、ヘクトルだけは弟を守
り、ギリシャ軍と戦い抜く決意を固めている。

パリス Paris

ダルダニア地方の有力者・アンキセスの子。その家系は、
トロイの王家に連なり、プリアモス王の信頼も厚い。愛
する家族や市民を守るため、ギリシャ軍と対峙する。

アイネイアス Aeneas
トロイ戦争が始まる数年

前、最も美しい女神の
座をめぐり3人の女神が

争っていた。神々の王たるゼウス
は、女神たちの争いに自ら関与す
ることを避け、若きパリスに審判
を委ねた。3人の女神はパリスの
気を引くため、自分を選んだなら
ば、王の座、戦いの勝利、愛と情熱
を授けると約束した。パリスは愛
と情熱を選び、これがスパルタ王
妃・ヘレネとの禁断の愛を生む。

捨てられた王子・パリスがトロイ王家に戻ってきた
とき、王女の一人・カッサンドラにはトロイが滅び
ゆく様がはっきりと見えた。彼女は、未来を見通す

力を、神から授かっていたのである。しかし、彼女は同時に
誰にも信じてもらえないという呪いもかけられていた。不吉
な預言に耳を傾ける者は誰もいない……。

預言Kassandra's Prophecy

神々の気まぐれに翻弄され、ヘレネと恋に落
ちた。自分の行いがトロイの悲劇を生んでし
まったことを苦悩するが、やがて破滅への運
命を打ち破ることを決意し、戦場に向かう。

パ
リ
ス
の

審
判

Judgement
of Paris
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❶  『TROY 無双』のディスクを
セットする。

❷  タイトル画面で>START ボ
タンを押すと、メインメニュー
が表示される。

ストーリー再開
前回の続きからプレイする。
＊�ストーリーのセーブデータが保存されている場合のみ選べます。

ストーリー開始
最初のチャプターからプレイする。
＊新しくストーリーを開始すると、既存のセーブデータは上書きされます。ご注意ください。
＊セーブには900KB以上の空き容量が必要です。
＊�セーブ・ロードするためには、サインインした状態でプレイしてください。また、サインインせずにゲー
ムを開始し、プレイ中にサインインした場合は、使用するデータ保存機器を選びます。
＊�セーブデータは、ゲーマー�プロフィールごとに作成されます。Xbox�ダッシュボードで複数のプロ
フィールを作成し、別のプロフィールでログインすると、複数のセーブデータを使い分けられます。
詳しくはXbox�360�本体の取扱説明書をご覧ください。

チャプター選択
クリア済みのチャプターを選んでプレイする。
＊装備アイテム、所持Kleos（P.21）のデータは、ストーリーと共通で使用できます。

チャレンジモード
操作キャラクターを選び、いずれかのコースに挑戦する。

連闘 トロイの闘技場で、名のある戦士たちと連続して決闘する。5回勝利するごとに
ボーナスKleosを獲得。16連勝するとクリア。

激闘 Kleosカウンター（P.16）をリセットさせることなく戦う。特殊兵を撃破するとボー
ナスKleosを獲得。最後に登場する強敵を撃破するとクリア。

死闘 徐々に減っていくLife（体力）を回復させながら戦う。特殊兵を撃破するとボーナ
スKleosを獲得。最後に登場する強敵を撃破するとクリア。

＊選択できるコースやキャラクターは、ストーリーを進めると増えていきます。
＊ストーリーの進行により、難易度が大きく上昇した「極」コースも登場します。
＊ここで獲得したKleosは、アイテム購入（P.23）で使用できます。
＊各コースをクリアすると、特別なアイテムを購入できるようになります。

ギャラリー
ムービー、アートワーク、ミュージックを鑑賞できる。
ストーリーを進めるほど、鑑賞できる内容が増えていく。

ゲームの始め方 ゲームの始め方

オプション
ゲームのプレイ環境を設定する。

ゲーム設定

チュートリアル表示 【On/Off】 チュートリアルの表示／非表示を
切り替える。

字幕表示 【On/Off】 字幕の表示／非表示を切り替える。

流血表示 【On/Off】 流血演出の表示／非表示を切り替
える。

カメラ振動機能 【On/Off】 カメラが振動する演出の有効／無
効を切り替える。

難易度 【Easy/Normal/Hard/Expert】 ゲーム難易度
を切り替える。

オートセーブ機能 【On/Off】 オートセーブ機能の有効／無効を
切り替える。

画面設定

敵Lifeゲージ表示
【全表示/リーダー表示/非表示】 敵Lifeゲージ
の表示を設定する。「リーダー表示」にすると、
リーダー格以上の敵のみ表示される。

拡大マップ回転機能
【On/Off】 拡大マップの表示を設定する。
「On」にすると、カメラが向いているほうが常
に上になるようにマップが回転する。

サウンド設定
BGM音量 BGMの音量（小  大）を設定する。
SE音量 効果音の音量（小  大）を設定する。
ボイス音量 キャラクターの声の音量（小  大）を設定する。

コントローラー
設定

ボタン設定 操作タイプを選ぶ。「カスタム」を選ぶと自由
に設定できる。

左右カメラ操作 【標準/反転】 カメラの左右操作を切り替える。
上下カメラ操作 【標準/反転】 カメラの上下操作を切り替える。
左右カメラ操作感度 カメラ操作の感度（遅い  速い）を設定する。
振動機能 【On/Off】 振動機能の有無を切り替える。

ロックオン
【ホールド式/スイッチ式】 「スイッチ式」にす
ると、]左トリガーを押すごとにロックオン
／解除を切り替える。

ボーナスコマンド ゲームを進めて特定の条件を満たすと選べるようになる。
＊難易度「Expert」は、一定の条件を満たすと選べるようになります。
＊流血表示設定・サウンド設定は、ムービーには反映されません。

サラウンド設定方法
このゲームはドルビー ®デジタル 5.1に対応していま
す。ドルビーデジタル 5.1サラウンド音響でお楽しみ
いただくためには、Xbox 360 本体とドルビーデジ
タル対応サウンドシステムの接続が必要です。
光デジタルケーブルを、ドルビーデジタル対応サウン
ドシステムの光デジタル音声入力端子と、AV ケーブ
ル（Xbox 360 D 端 子 HD AV ケ ー ブ ル、Xbox 
360 コンポーネント HD AV ケーブル、Xbox 360 

VGA HD AV ケーブル、Xbox360 SビデオAV ケー
ブル）の光デジタル音声出力端子に接続します。
Xbox 360 本体に HDMI 出力端子がある場合は、
HDMI ケーブルをご使用いただけます。
また、必ず Xbox 360 本体ダッシュボードの「システ
ム」から「本体の設定」を選んだのち、「オーディオ
設定」の中から「デジタル出力設定」を選んで、最
後に「ドルビーデジタル 5.1」を選んでください。
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戦闘の操作 Xbox 360® コントローラー

＊ポーズ画面などでの操作は、画面に表示されるキーガイドをご覧ください。
＊�各ボタンの割り当て、カメラ操作、ロックオン操作は、［オプション］の［コントローラー設定］
（P.7）で変更できます。

戦闘の操作

<BACK ボタン　マップ切り替え P.17
マップ表示を全体／拡大に切り替える。

>START ボタン　ポーズ画面表示 P.18
ポーズ画面を表示する。

] 左トリガー　ロックオン P.10
トリガーを押し続けると、操作キャラクターは常
にロックオンした相手のほうを向くようになる。
ロックオンの対象は、右スティックの左、右で切り
替えられる。

L 左スティック　移動

z  前転回避 P.12
進行方向に前転して、敵の攻撃を回避する。

x 右トリガー　防御／弾き返し P.13
前方からの攻撃を防御する。
敵の攻撃に合わせて防御すると「弾き返し」となり、
敵をのけぞらせる。

ボタン　強攻撃／必殺攻撃 P.10
強力な攻撃技。
弱攻撃から続けて出すと、コンボ攻撃となり、様々
な技を繰り出す。ターゲットマーカー表示中に ボ
タンを押すと、さらに強力な必殺攻撃が出る。

ボタン　弱攻撃 P.10
連続攻撃できる基本技。
強攻撃や崩し攻撃につなげると、多彩なコンボ攻撃
を繰り出せる。

ボタン　Fury P.12
Furyゲージが一定以上あるとき、Fury状態になる。
周囲の敵をのけぞらせ、一定時間、攻撃力が上がる。

ボタン　崩し攻撃 P.11
盾による攻撃や回し蹴りなどで、相手の防御を崩す。

C 右スティック　カメラ操作
右スティック�ボタン（右スティックを押し込む）で、
カメラ位置をリセットし、初期状態に戻す。

y  武器拾い P.14

敵が落とした武器を拾う。拾った武器は、 ボタン
で攻撃したり、 ボタンで投げたりできる。
もう一度yを押すと、武器を捨てる。
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ロックオン　]左トリガー
トリガーを押し続けている間、敵１
体をロックオンする。主人公は常に
ロックオンした相手のほうを向くよ
うになる。また、遠距離攻撃（武器
を投げつける攻撃）の標的になる。

弱攻撃　 ボタン
素早く連続で攻撃できる。
強攻撃や崩し攻撃につなげると、コ
ンボ攻撃（P.11）を繰り出す。

強攻撃　 ボタン
強力な攻撃技を出す。
相手の盾にもダメージを与えられ
る。弱攻撃からつなげると、コンボ
攻撃（P.11）になる。
＊�オデュッセウスは短剣を投げつける攻撃に、
パリスは矢を放つ攻撃になる。

崩し攻撃　 ボタン
盾による攻撃や回し蹴りなどで、相
手の防御を崩す。
通常攻撃からつなげると、コンボ攻
撃になる。
＊�相手が強敵の場合、防御を崩せないこともある。

必殺攻撃
ターゲットマーカー表示中に、
強攻撃を出すと、必殺攻撃を
繰り出す。必殺攻撃だと、一撃
で確実に息の根を止められる。
崩し攻撃の直後や、敵の背後
を取ったときなどに出やすい。

コンボ攻撃
弱攻撃から強攻撃・崩し攻撃につなげると、様々なコンボ攻撃を繰り出す。

戦闘の操作

＊強攻撃コンボ3、崩し攻撃コンボ3は、特定のアイテム（P.24）を装備すると出せるように�
� なる。

強攻撃コンボ

崩し攻撃コンボ

弱攻撃

ボタン

ボタン

ボタン

ボタン

ボタン

　ボタン

　ボタン

　ボタン
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Fury　 ボタン
Furyゲージが一定以上あるときに

ボタンを押すと発動する。
雄叫びを上げて周囲の敵をのけぞ
らせたあと、Fury状態になる。こ
の状態では、攻撃力が上がり、敵の
防御を無視して攻撃できるように
なる。
Furyゲージがなくなるか、周囲に敵
がいなくなると、元の状態に戻る。
＊�Fury状態は無敵ではない。攻撃を受けるとダ
メージを負うので要注意。
＊�Furyゲージは、敵を攻撃したり、敵から攻撃
されたりするごとに上がる。

前転回避　z

進行方向に前転して、敵の攻撃を回
避する。
＊�前転回避中に_を押すと、回避しながら武
器を拾える。

戦闘の操作

防御　x右トリガー
正面からの攻撃を、盾で防御する。
防御しながら移動できる。
＊�上空から降り注ぐ矢も、防御できる。ただし、
防御中の移動はできない。

弾き返し　x右トリガー
敵の攻撃に合わせてx右トリガー
を押すと、攻撃を弾き返して相手を
のけぞらせる。
＊�敵の攻撃が当たる直前のタイミングでトリ
ガーを押すと、カウンターになることがある。
カウンターになると、攻撃を弾き返し、さらに
反撃を加える。

前転攻撃　前転回避中に ボタン
前転回避中に ボタンを押すと、起
き上がりながら斬りつける。

パーフェクト攻撃
１つの攻撃動作が終わる直前に、武器が一瞬きらめく。そのタイミングで
連続攻撃やコンボ攻撃を出すと、パーフェクト攻撃になる。
パーフェクト攻撃に成功すると、攻撃範囲が1.5倍に広がり、攻撃力も1.5
倍高くなる。また、強攻撃コンボでパーフェクト攻撃が決まると、防御して
いる相手にもダメージを与えられる。
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決闘に勝利するには
強力な戦士に出会うと、決闘になるこ
とがある。
決闘が始まると、その場から逃げられ
なくなる。敵・味方の将兵が見守る中、
戦士の名誉を懸けた戦いが始まる。

相手をロックオン
決闘が始まったら、まず相手をロックオンしよう。
相手がどんな動きをしても、すぐに対応できるようにしておくことが大切
だ。

弾き返しを狙え
盾を持つ相手には、普通に攻撃してもダメージ
を与えられない。また、名のある戦士が相手だ
と、強攻撃でも盾を壊せず、崩し攻撃も通用し
ない場合がある。そこで有効なのが弾き返し
だ。相手が武器を振りかぶったら、すかさずx

右トリガー。攻撃を弾き返したら、続けて攻撃
し返そう。

前転攻撃で側面から攻撃
鉄壁の防御を誇る相手でも、側面や後方からの
攻撃には弱い。前転回避で素早く側面や後方に
回り込み、前転攻撃で斬りつけよう。動きの遅い
敵が相手のときは、特に有効だ。

Fury で勝負を決めろ
相手のLifeが残り少なくなったらFuryを使おう。
Fury状態で連続攻撃を出し、一気に決着をつけ
てしまおう。逆に、相手がFuryを使ってくること
もあるので要注意。Fury状態になった敵の攻撃
は防御できないので、前転回避を使って逃げ回
ろう。

武器拾い　y

落ちている武器を拾う。
拾った武器を所持した状態で ボ
タンを押すと、その武器で攻撃でき
る。もう一度yを押すと、武器を捨
てる。

武器投げ　 ボタン
拾った武器を所持した状態で ボ
タンを押すと、武器を投げつける。
＊�]左トリガーで標的をロックオンしてから投
げると、命中しやすい。

拾った武器の使い方
撃破した敵が武器を落とすと、その武器を拾って攻撃できる。

盾を持つ敵には槍が有効
槍を使うと、盾による防御を無視して攻撃で
きる。
ただし、何度か攻撃すると、槍は折れる。
＊�槍以外の武器を拾った場合も、通常より盾に対する攻
撃力が高く（盾を破壊しやすく）なる。
＊�リーダー格以上の敵が所持する武器は、やや攻撃範囲
が広い。

遠距離の敵を倒せ
拾った武器を投げつけると、遠距離の敵を攻
撃できる。武器投げで敵を撃破すると、通常
よりも多くのKleos（P.21）を獲得できる。
＊逃走中の敵は防御しないので、武器投げが特に有効。

戦闘の操作
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メイン画面 メイン画面

>STARTボタンを押すと戦闘が一時中断され、ポーズ画面に切り替わる。

Life ゲージ
主人公のLife（体力）。ダメージを
受けると減り、なくなるとゲーム
オーバー。非戦闘時に、リカバー
ゲージの分だけ回復する（P.21）。

リカバーゲージ
非戦闘時に回復するLifeゲージ
の最大値。Kleosカウンターが
上がると増える。

Kleos カウンター
戦闘で得た栄光の値。敵に当て
た攻撃の種類によって獲得でき
るKleosが変わる。獲得するほ
どリカバーゲージが増える。
また、チャプタークリア後、獲得
したKleosを使って、アイテムを
購入できる（P.23）。

Fury ゲージ
敵を攻撃したり、敵から攻撃を受
けたりするごとに上がる。一定値
以上あると、Furyを発動できる。

 オートセーブアイコン
オートセーブ中に表示される。ミッ
ション達成などのチェックポイント
（P.20）で、オートセーブされる。

敵 Life ゲージ
敵のLife（体力）。オプションで、
全表示/リーダー表示/非表示に
切り替えられる（P.7）。

落ちている武器
yで拾える（P.14）。

マップ
<BACKボタンを押す
ごとに、全体／拡大に切
り替えられる。
は、ミッション（サ

ブミッション）の目標地
点・目標人物を示す。

　 ��主人公
　 ��味方
　 ��敵
　 ��市民
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ポーズ画面 ポーズ画面

メイン画面で>STARTボタンを押すと、ポーズ画面になる。
ポーズ画面では、マップやミッション内容の確認などができる。

ミッション
現在発生中のミッション・サブ
ミッションの内容を確認する。
確認したいミッション・サブミッ
ションを選ぶと、マップ上の目標
地点・目標人物が明滅する。

マップ
視界範囲内の敵味方の位置や、ミッション・サ
ブミッションの目標地点を確認できる。

　 �主人公　 �味方　 �敵　 �市民
　 � �ミッション目標　 � �サブミッション目標���

アクション操作
操作キャラクターのアクション

（出せる技）を確認する。
＊�装備するアイテムの内容によって、アク
ションが変わる。

オプション
プレイ環境を変更する（P.7）。
＊�戦闘中、「難易度」「オートセーブ機能」は
変更できない。

システム
戦闘を中断、またはやり直す。
＊�戦闘中、ゲームオーバーになった場合も
この画面になる。

 システムメニュー

直前のチェックポイントから再開 直前のチェックポイントから、戦闘を再開する。
再開する前に、アイテムの装備内容を変更できる。

チャプターの初めから再開
チャプターの最初から、戦闘を再開する。
再開する前に、アイテムの装備内容と難易度を変更
できる。

終了 メインメニューに戻る。

＊�「直前のチェックポイントから再開」するとき、難易度がEasyだとLifeを全回復してゲームを再
開できる。難易度がNormalのときは、同じチェックポイントで3回以上ゲームオーバーになる
と、Lifeを全回復して再開できる。

拠点
敵の拠点は、守備兵
を撃破すると制圧で
きる。���
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ゲームの流れ ゲームの流れ

ブリーフィング画面
［アイテム］でアイテムの装備や購
入（P.22）、［アクション操作］でア
クション（出せる技）を確認できる。
＊�所有アイテムは全キャラクター共通だが、
装備はキャラクターごとに設定する。主人
公が変わったら、忘れずに装備しよう。

トロイ戦争のストーリーは、21のチャプター（章）で構成されている。
チャプターごとに変わる主人公（操作キャラクター）を操作して戦闘に勝
ち、それぞれの立場や視点でストーリーを進めていく。

ミッション
戦闘開始後、すぐにミッション
が発生する。ミッションを達成
していくと、チャプターをクリ
アできる。
＊�ミッション内容や目標地点は、ポーズ画面
（P.18）で、いつでも確認できる。

サブミッション
ミッションと並行してサブミッ
ションも発生する。達成すると、
Kleos（P.21）を獲得できる。
また、すべてのサブミッションを
達成してチャプターをクリアする
と、購入できるアイテムが増える。
＊�サブミッションに失敗しても、チャプターをクリアできる。

Kleos を稼ぐ
敵を攻撃するごとにKleosカウン
ター（P.16）が上がる。Kleosカ
ウンターが上がった分だけ、リカ
バーゲージ（非戦闘時に回復でき
るLifeの最大値→P.16）が増える。
また、戦闘中に獲得したKleosを
使って、チャプタークリア後にアイテムを購入できる（P.23）。
＊�必殺攻撃（P.10）や武器投げ（P.14）で敵にダメージを与えると、通常より多くのKleosを獲得できる。

強敵との決闘
強敵が現れると、決闘になること
がある（P.15）。決闘になると逃げ
られなくなり、どちらかが倒れる
まで決闘を続ける。
＊�決闘中は、Lifeを回復できない。

Life の回復
非戦闘状態になる（敵がいる場所から一定の距離を置いて数秒経過する）
と、リカバーゲージ（P.16）の分だけLifeが回復する。
＊�リカバーゲージは、Kleosを獲得すると増える。

チャプタークリア
すべてのミッションを達成する
と、チャプターをクリアできる。
プレイ内容に応じて、購入できる
アイテムや、ギャラリーの鑑賞項
目が増える。また、アイテム購入
に必要となるKleosを獲得できる。
＊�チャプタークリア後に獲得できるKleosは、戦闘中に稼いだKleosに、Kleosカウンターの最大値、
サブミッション達成ボーナス、難易度ボーナスなどが加算される。

チェックポイント
チェックポイントでは画面右上に  が表示され、そこまでの中断デー
タがオートセーブされる。ゲームを中断したり、ゲームオーバーになった
りしても、直前のチェックポイントから再開できる。
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アイテムの装備と購入 アイテムの装備と購入

ブリーフィング画面（P.20）で［アイテム］を選ぶと、アイテム装備画面に
なる。

アイテムの購入
アイテム装備画面で<BACKボタンを押すと、アイテム購入画面になる。
アイテムは、所持Kleosを使って購入する。購入できるアイテムの種類は、
チャプターのクリアなどによって増えていく。

アイテムの大きさ
装備に必要なアイテムスロット
数と形状。小さいほどアイテム
スロットに配置しやすい。

在庫数／所有済
購入できる上限の数と、すでに所有
している数。購入したアイテムは、
全キャラクターで共有する。

所持 Kleos
チャプタークリア後に、戦闘内
容に応じて獲得する。

アイテムの装備
アイテムの装備は、キャラクターごとに設定する。
リストからアイテムを選び、アイテムスロットに配置して装備する。
装備が完了したら、 ボタンでブリーフィング画面に戻る。
＊アイテムは、全キャラクターで共有する。他のキャラクターで装備済みのアイテムも装備できる。

アイテムスロット
ここにアイテムを配置して装備する。配置済みアイテム
にカーソルを合わせて ボタンを押すと、取り外す。
「アイテムスロット拡張」を購入すると、スロットの数（広
さ）を最大11×9まで増やせる。

アイテムリスト
購入済みアイテムのリスト。アイ
テム名の右の数字は、装備数／所
持数。［E］は装備済みのアイテム。
y／zでページが切り替わる。

能力値
装備済みアイテムによって補正され
たキャラクターの能力値。リストか
らアイテムを選ぶと、装備して増加
する分の能力値が明滅する。

<BACK　　 ボタン

アイテムリスト
y／zでページが切り替わる。サ
ブミッションを達成してチャプター
をクリアすると、購入できるアイテ
ムの種類が増える。
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アイテムの装備と購入

ユニークアイテムの獲得隠し Kleos

多くのアイテムは、サブミッションをすべて達成しながらチャプターをクリア
していくと購入できるようになる。さらにアイテムを獲得したいなら、難易度
「Expert」に挑戦するといいだろう。
ただし、最も高い効果を持つ「ユニークアイテム」は、特殊な条件を満たさない
と手に入れられない。LOADING画面で、まれにユニークアイテムを手に入れ
るための条件が表示されるので、見逃さないようにしておこう。

25

アイテムの種類
アイテムは90種類以上。チャプターをクリアするごとに購入できるアイテ
ムの種類が増えていく。また、サブミッションをすべて達成する、難易度

「Expert」でチャプターをクリアするなど、特別な条件を満たすと入手でき
るようになるアイテムも存在する。

 ゼウスのスモールリング Lifeゲージの最大値が少し上がる。

 アレスのスモールリング Furyゲージの最大値が少し上がる。

 ヘルメスの
　　　 スモールリング

弱攻撃の威力が少し上がる。

 アテナの矢の破片 強攻撃の威力が少し上がる。

 ポセイドンの
　　　 スモールリング

崩し攻撃で敵を気絶させる時間が
少し長くなる。

 ペルセウスの宝石 弱攻撃５と６をマスターする。

 ベレロポンテスの宝石 強攻撃コンボ３をマスターする。

 トリトンの宝石 崩し攻撃コンボ３をマスターする。

 アリステイアの飾り Fury発動中の攻撃力が少し上がる。

 クロノスの飾り パーフェクト攻撃の威力が少し上がる。

 パラスのコインの破片 敵の盾を攻撃したときの
盾に与えるダメージが少し増える。

 ニケのコインの破片 弱攻撃と強攻撃の威力が少し上がる。

 アゴンの飾り 拾った武器で攻撃したときの威力が
少し上がる。

 ティタンのリング 攻撃したとき、敵が転倒しやすくなる。

 ニケのコイン 弱攻撃と強攻撃の威力が上がる。

 英雄のコイン
攻撃中に敵から攻撃を受けても
のけぞらない。
＊�受けるダメージは増える。

 豊穣の土 遠距離攻撃を受けたときのダメージが減る。

 コマンダーの腕輪 味方の攻撃力が２倍になる。

アイテム購入に必要となるKleosは、チャ
プタークリア時に獲得できるが（P.21）、
マップ上のどこかにある「隠しKleos」に
触れると、さらに多くのKleosを獲得でき
る。マップごとに必ず数カ所隠されてい
るので、探してみよう。
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人物相関図

神々との関わり
トロイ戦争の時代、人間は神々の存在を身近に感じて暮らしていた。神々の王
たる雷神ゼウス、ゼウスの妻ヘラ、大地を揺るがすポセイドン、遠矢を射るアポ
ロン、冥界の王ハデス、愛の女神アフロディテ……。神々はオリンポス山より
人界を見下ろし、気に入りの者には加護を授け、憎き者には神罰を下す。人々
は気まぐれな神々に翻弄されながらも、自らの運命を切り開いていった。

親子 親子

ギリシャ軍GREEK トロイ軍TROJAN

援軍

同盟

同盟

信頼親子

姉妹

恋に落ちる

親子

さらう

人物相関図

親子

対立

兄
弟

夫
婦

親子

「誓い」を提案

捕える

従兄弟

アガメムノン
【Agamemnon】
ミュケナイの王
ギリシャ諸王の盟主

オデュッセウス
【Odysseus】
イタカの王

ギリシャ軍の知将

アイアス
【Ajax】

サラミスの王子
誇り高き豪傑

パトロクロス
【Patroklos】

ミュルミドンの副将
アキレウスの親友

ヘレネ
【Helen】

スパルタの王妃
絶世の美女

アキレウス
【Achilles】

ミュルミドンのリーダー
ギリシャ軍最強の戦士

メネラオス
【Menelaos】
スパルタの王
ヘレネを奪われる

ブリセイス
【Briseis】

リュルネソス王の娘

テセウス
【�eseus】
アテネの王

テュンダレオス
【Tyndareos】
前スパルタ王 プリアモス

【Priam】
トロイの老王
心優しき父親

ヘクトル
【Hektor】

プリアモスの長男
トロイの英雄

パリス
【Paris】

トロイ王子の一人
ヘレネを連れ帰る

アイネイアス
【Aeneas】
ダルダニア領主
王の信任厚き勇将

デイポボス
【Deiphobos】
トロイ王子の一人
ヘクトルの補佐役

恋に落ちる

ペンテシレイア
【Penthesilea】
女王ヒッポリュテの妹
アマゾネスを率いる

ヒッポリュテ
【Hippolyte】
ペンテシレイアの姉
アテネに幽閉される

アンドロマケ
【Andromache】
ヘクトルの妻

サルペドン
【Sarpedon】
リュキエの王
ゼウスの血を引く

エエティオン
【Eetion】
テーベの王

トロイの有力な盟友

クリュセス
【Chryses】

アポロンに仕える神官

カッサンドラ
【Kassandra】
トロイ王女・預言者

親子

親
友

夫
婦
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日本語版キャスト

 アキレウス 神奈延年
 オデュッセウス 石塚運昇
 アイアス 堀 之紀
 パトロクロス 置鮎龍太郎
 ヘクトル 桐本琢也
 パリス 緑川 光
 ペンテシレイア 渡辺美佐
 アイネイアス 中井和哉
 メネラオス 高塚正也
 デイポボス 石川英郎
 アガメムノン 江川央生

 ナレーション 矢田耕司

赤羽根健治　角田雄二郎　川庄美雪　川津泰彦
斉藤佑圭　塩山由佳　庄司宇芽香　砥出恵太

徳山靖彦　中尾良平　日比愛子　服巻浩司　松村幸洋
宮坂俊蔵　宮崎寛務　宮原弘和　山本圭一郎

＊�本ソフトウェアでは、フォントワークス株式会社のフォントを使用しています。フォントワークスの社名、フォントワーク
ス、Fontworks、フォントの名称は、フォントワークス株式会社の商標または登録商標です。

●ゲームの攻略法やデータなどのご質問にはお答えいたしかねます。　
●誠に勝手ながら本製品のサポートは発売日より3年間とさせていただきます。　　
●お買い間違いによる交換等は一切いたしておりません。
●複製品、無許諾のレンタル品、営業使用品等はサポートいたしません。

　

ユーザーサポート

045－561－8181
げつ きん しゅくじつ のぞ

月～金（祝日を除く）10:00～17:00

http://www.gamecity.ne.jp/新製品のご案内（ホームページ）

でんわ

〒223-8503　横浜市港北区箕輪町1-18-12　株式会社コーエーテクモゲームス
よこはましこうほくくみのわちょう かぶしきがいしゃ

本製品が正常に動作しない場合は、ユーザーサポート係までお問い合わせください。
どうさ あかかり とせいじょう ばあいほんせいひん

※おかけ間違いのないよう、お願いいたします。
ま ちが ねが

お問い合わせ http://www.gamecity.ne.jp/support/と あ

Xbox 360　DL 版
ばん

『T
ト ロ イ

ROY 無
む そ う

双』ユーザーサポート係
かかり


