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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。

紡
が
れ
る
の
は
、神
と
人
、運
命
と
意
思
の
物
語

―
。

1



方向パッド… コマンドの選択／移動
左スティック… コマンドの選択／移動
右スティック… コマンドの選択／マップ画面のセクター切替／平行移動
Aボタン… コマンドの決定／調査
Bボタン… キャンセル／キャンセル
Xボタン… ギルドに戻る／アイテムのソート／マップの表示
Yボタン… パーティメニューの表示／アイテムの情報切替／行動開始・リピート行動
LB… キャラクターの切替／マップ画面の階層変更／左平行移動
RB… キャラクターの切替／マップ画面の階層変更／右平行移動
左トリガー… タブの切り替え／団員ステータスの表示
右トリガー… タブの切り替え／装備画面での全装備解除／待ち伏せ
STARTボタン… ヘルプダイアログの呼び出し
BACKボタン… 商店… … 倉庫と道具袋の切替
… 団員ステータス… 武器セットの切替
… 戦闘… … 戦闘ログの表示
※赤文字は迷宮内の操作、黒文字は戦闘時を含めた共通の操作です。
※ゲーム内のヘルプダイアログ＞［操作説明］からも、操作方法を確認することができます。

ゲームの基本的な操作方法を説明します。

Xbox…360…コントローラー

Prologue
主人公であるあなたの乗った旅客機を襲った

原因不明の消失事件。

機体は発見されることなく、
乗客の生存は絶望的とされた。

目覚めたあなたを迎えたのは見知らぬ極夜の星空。
光る蝶の舞う、剣の街…エスカリオ。

異種族の住人、恐るべき魔物、そして知られざる数多の迷宮。
あなたはそこで、こう呼ばれた。

剣の街の異邦人―と
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タイトル画面
ゲームを起動するとロゴが表示され、タイトル画面
に移動します。方向パッドでメニューを選択し、
Aボタンで決定して下さい。

New Game  
ゲームを初めから開始します。

Load Data  
セーブで保存した箇所から、ゲームの続きを開始します。

Option  
ゲームの各種設定を変更します。

ゲームモードの選択
OPムービー後、ゲーム難易度の選択があります。
一度決定した難易度を変更するには、異邦人ギル
ド：商店（→P.20）であるアイテムを購入する必要
があります。

ノーマル… 通常の難易度でのプレイとなります。
ビギナー… ノーマルよりも敵の出現レベルがやや低くなります。

セーブ・ロード
異邦人ギルド：回廊の［システム］（→P.19）から
ゲームのセーブ・ロードを行うことができます。
ゲームをセーブするには、データを保存する機器に
256KBの空き容量が必要となります。

オプション
各種設定を変更できます。
タイトル画面、及び異邦人ギルド：回廊の
［システム］、パーティメニュー（→P.26）から、
［オプション］を選択して下さい。

音量… BGM／SE／環境SE／ボイスの音量を変更します
ボイス再生… ボイス再生の設定を行います
… … BGMボーカルライン…BGMをボーカル版・インスト版で切り替えます
… … NPCボイス… イベントのキャラクターボイスを設定します
… … 戦闘ボイス… 戦闘中のプレイヤーキャラクターのボイスを設定します
操作・表示… 操作方法の設定を行います
… … 方向パッド下…迷宮内の移動設定を「振り向く」か「後退」に設定します
… … コマンド記憶…直前の戦闘コマンドを記憶するか設定します
… … ミニマップ… 迷宮画面にミニマップを表示するか設定します
… … ポートレート… 表示されるポートレートを「通常」か「シルエット」に設定します
ガンマレベル… 画面の色味の調整をします
適用して終了… 変更を適用してオプションを終了します
キャンセル… 変更を適用せずにオプションを終了します
…
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剣の街の異邦人は迷宮に巣食う「血統種」から「純血晶」を入手し、
「器の者」に渡すことでゲームが進行します。
進行状況は、パーティメニューの［Info］より、［血統種手配帳］や
［クエスト］で確認することができます。

キーワード

勢力
エスカリオには3つの勢力があり、特別な力を持つ
「器の者」がそれぞれを代表しています。
光の精霊神を奉じる神官である「マリリス」、スラム
を支配する商会の当主「アルム」、そして中立の立
場である異邦人ギルドの副団長「リウ」。
一体どの「器の者」に純血晶を託すのか、その選
択によって物語の結末は大きく変化します。

血統種
血統種は力の源である「純血晶」を奪わな
い限り、完全に倒すことのできない恐ろしい
魔物です。その「純血晶」を奪うことができる
のは、異邦人の中でも「選ばれし者」の力を
持った者だけです。
血統種を討伐し、純血晶を入手することが
重要となります。

生命点
団員はそれぞれに生命点を持っています。生命点は死亡する
と１つ減少し、０になるとその団員は消滅します。消滅した団
員は二度と復活できません。
生命点は「療養」（→P.19）することで回復可能ですが、回
復には一定時間の入院が必要で、その間は探索に連れて行
くことができません。日頃から予備のメンバーを育成しておけ
ば、急な入院があっても戦力の低下を防げるでしょう。

転職
習得したスキルを持ったまま、新たなクラスに転職することができます。
持ち越したスキル（ストックスキル）は、スキルスロットにセットすることで自由に使用できるよ
うになります。
転職をするとレベルが半減しますが、多くのスキルを持つことで、より強力な団員になってい
きます。アイテムの装備に必要な「装備スキル」（→P.36）も持ち越せるので、フルプレー
トを着た重装甲ウィザードや、二刀流で斬り込むクレリックなど、プレイスタイルに合わせた
団員を育てることができます。

魔石
エスカリオの各所にある膨大な魔力を有した石です。
触れて起動させると、その魔石から街へ移動することが可能にな
ります。
また反対に、街からその魔石への移動も行えるようになります。

待ち伏せ
待ち伏せ（→P.27）とは、宝箱を運んでいる敵の輸送隊を狙い撃ちにする行動です。
宝箱のレリーフで中身が推測できるので、欲しいアイテムを狙って獲得することができます。
待ち伏せの成功する場所は各迷宮にいくつか存在し、その発見も探索の目的となります。

神気
スキル

を習
得‼

血統
種を
倒せ
‼

冒険の拠点となる「異邦人ギルド」で
パーティを編成、装備を整えて迷宮に挑みましょう。

入手した純血晶を「器の者」に渡し、神気スキルを習得します。

罠や魔物が待ち受ける迷宮を探索しましょう。
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新規団員の登録方法
団員（プレイヤーキャラクター）の新規
登録は、異邦人ギルド：団長室の
［登録］（→P.20）より行います。
登録最大数は16名で、最初の5名ま
では装備品が支給されます。

団員の登録
1容姿・性別の設定
団員の容姿（36種）と性別を選択します。
容姿や性別による能力の違いはありません。
あらかじめ5名の団員が登録されています。

2年齢の設定
団員の年齢を選択します。
年齢が高いと生命点の最大値が低くなりますが、得られ
るボーナスポイントは高くなります。また、年齢が若いほど
蘇生・療養（生命点回復）にかかる時間が短くなります。

3種族の設定
団員の種族を選択します。種族によって初期特性値が異なります。

4才能の設定
才能を選択します。種族ごとに初期設定の才能がありますが、自由に変えることができます。

5能力の設定
ボーナスポイントを各特性値に振り分けます。
ボーナスポイントはランダムで決定されますが、年齢が高
いほど高い値が出やすくなります。［再ロール］を押すと、ボ
ーナスポイントが再度振り直されます。
各特性値の影響については、団員ステータス（→P.14）を参照して下さい。

6クラスの設定
クラス（→P.10）を設定します。
種族、特性値によるクラスの制限はありません。

7ボイスの設定
ボイスを選択します。Yボタンでサンプルボイスを再生します。

8名前・愛称の設定（文字入力）
名前と愛称を入力します。
名前は最大18文字、愛称は最大6文字です。
ゲーム内ではほとんどの場合、愛称が使用されます。

9登録の完了
すべての項目を入力すると登録が完了します。
登録した新規団員は、異邦人ギルド：居住区のコマンド
［編成］・［蘇生・療養］、団長室の［登録］からパーティ
への編入が行えます。

Str Int Pie Vit Agi Luc
ヒューマン 9 9 9 9 9 9

エルフ 7 13 8 8 10 8
ドワーフ 13 6 9 13 6 7
ミグミィ 6 8 12 7 11 10

ネイ 11 7 6 9 13 8

選ばれし者 主人公専用 血統種から純血晶を奪える特別な才能。死亡しても生命点が減少しない
武運 ヒューマン 武の神に愛され、敵の奇襲を受け難い。団員登録時にボーナスポイント＋３

豊かな教養 エルフ 幼少より積み上げた豊かな知識を有し、アイテムの鑑定や敵の識別に秀でる
不屈の肉体 ドワーフ 生まれつき持った頑健な肉体で、麻痺（状態異常ゾーンを除く）と致命を防御する
宝探しの勘 ミグミィ 用心深い性分で、宝探しが得意。特に罠の可能性の絞り込みに勘が働く
野生の瞳 ネイ 野生の本能たる鋭い五感を持ち、迷宮に隠された秘密にいち早く気づく

攻撃ボイス 攻撃時のボイスです
ダメージボイス ダメージを受けた時のボイスです
死亡ボイス 死亡時のボイスです
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ファイター
前衛での近接戦を得意とする生粋の戦士。
強力な武器を扱い、瞬間破壊力は最強。

ナイト
主に前衛で仲間たちを守るディフェンダー。
重装備で身を固めれば、鉄壁の盾となる。

サムライ
前衛としては軽装のスピードファイター。
一撃必殺の剣を操り、敵の群れをなぎ倒す。

ウィザード
攻撃や戦闘補助のスペルに長けた魔法使い。
非力なため、近接戦には向かない後衛。

《習得スキル》
LV3 反撃 敵から攻撃を受けた時に一定確率で反撃。防御時は高確率で発動
LV6 集中 集中の必要な各種スキルが使える
LV6 ラッシュ 敵1列の不特定対象に3回攻撃

LV10 不屈の心 戦闘不能になっても稀にHP1で踏み留まる。防御時は高確率で発動
LV13 スキルトークン セット可能なストックスキル数＋1
LV15 ヘビースイング 命中し難いが当たれば敵に大打撃
LV21 バーサーク 敵1列の不特定対象に5回攻撃。ただし攻撃が若干低下
LV28 ジェノサイド 敵1列の不特定対象に7回攻撃。ただし攻撃が低下

■［集中］が必要

《習得スキル》
LV1 防御修練 一定レベル毎に防御に上昇ボーナス。稀に敵からのダメージを半減
LV3 魁の守り 一定確率で後列の仲間をかばう。防御時は高確率で発動
LV6 剣の騎士道 全ての列の敵1体に攻撃。弓・投擲では不可。生物に効果大。自身の防御半減

LV10 鉄壁の守り 敵の攻撃を自分に引き付ける。回避が上昇。ただし自分の列以外への攻撃は防ぎ難い
LV13 スキルトークン セット可能なストックスキル数＋1
LV15 闇の騎士道 全ての列の敵1体に攻撃。弓・投擲では不可。人族と精霊に効果大。自身の防御半減
LV21 守りの奥義 敵からの麻痺、致命攻撃を絶対防御
LV28 光の騎士道 全ての列の敵1体に攻撃。弓・投擲では不可。不死と魔族に効果大。自身の防御半減

《習得スキル》
LV1 マジックウェポン MPを2消費して、味方全員の武器に戦闘中「対精霊」の種別特性を付与
LV6 魔力強化 戦闘中に唱える魔法の効果を強化
LV7 ソウルブラスト 微量のHPを消費して衝撃波を撃つ。レベルアップで威力とターゲットが増加

LV13 スキルトークン セット可能なストックスキル数＋1
LV14 ハイキャスト 同じスペルを2回連続で使用。MPは2回分消費
LV20 魔術の達人 ウィザードスペルの効果を強化
LV27 マスターキャスト 同じスペルを3回連続で使用。MPは3回分消費

《習得スキル》
LV1 二刀流 弓以外の片手武器を二刀流できる
LV4 斬り込み　壱 敵1列に範囲攻撃。攻撃が若干低下。MとS射程二刀でSをMに強化
LV8 修羅　表式 敵の反撃を回避する限り、敏捷性に応じた回数の連続攻撃

LV13 スキルトークン セット可能なストックスキル数＋1
LV13 斬り込み　弐 敵2列に範囲攻撃。攻撃が低下。MとS射程二刀でSをMに強化
LV19 修羅　裏式 敵か自分のどちらかが倒れるまで、敏捷性に応じた回数の連続攻撃
LV28 斬り込み　参 敵3列に範囲攻撃。攻撃が大幅低下。Mと射程二刀でSをMに強化
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クレリック
スペルで傷付いた仲間を癒す回復の要。
鈍器を扱えば中衛クラスとしても戦える。

レンジャー
弓による遠距離攻撃ができる中衛クラス。
火力は前衛に劣るが、命中は随一。

ニンジャ
敵をかく乱して戦う上級者向けのクラス。
盾役、敵の足止め、暗殺など能力は多彩。

ダンサー
歌や踊りを得意とするトリックスター。
飛び道具やアイテムを駆使して華麗に戦う。

《習得スキル》
LV1 ホーリーウェポン MPを2消費して、味方全員の武器に戦闘中「対不死」の種別特性を付与
LV7 マナ回復Ⅰ 迷宮内を歩く事でMPが回復。レベルアップで回復速度が成長

LV12 マナ交換 自分のMPを他の団員と交換
LV13 スキルトークン セット可能なストックスキル数＋1
LV18 ホーリーシールド 敵の攻撃から仲間を守る障壁を作る。レベルアップで耐久力が成長
LV19 聖術の達人 クレリックスペルの効果を強化
LV25 マナ回復Ⅱ 戦闘中に一定ターンでMPが回復。神秘性が高いほど回復ターンが短縮
LV26 聖なる魂 敵の魅了攻撃を回避する

《習得スキル》
LV1 狩人の目 敵の選択時に現在の敵HPがわかる
LV3 遠方射撃 矢の飛距離が長いほど威力が増す。敵の4列目を攻撃時が最大ダメージ
LV6 足止め 威力は落ちるが狙った敵の移動力を奪う。敵1体の命中と回避が低下

LV10 撃ち抜き 弓による攻撃時に一定確率で攻撃が貫通。一部スキルとの併用不可
LV13 スキルトークン セット可能なストックスキル数＋1
LV15 集中 集中の必要な各種スキルが使える
LV15 狙撃 撃ち抜きが発動する必中攻撃。ダメージも倍になる
LV21 乱れ撃ち 敵1列の不特定対象に3回攻撃。攻撃力が若干低下
LV28 狩りの奥義 使用者がダメージを受けるまで、集中が途切れない超集中を会得する

■［集中］が必要

《習得スキル》
LV1 回避修練 一定レベル毎に回避に上昇ボーナス。防具を装備しないと効果が大きい
LV3 凶刃 一定確率で攻撃回数+1の致命攻撃が発動
LV6 隠れる 成功すれば敵に見つかるまで隠密行動
LV6 暗撃 命中率の高い隠密攻撃。敵に見つからない

LV10 分身 1ターンの間、回避の高い幻影を作って敵の攻撃から仲間を守る
LV13 スキルトークン セット可能なストックスキル数＋1
LV15 空蝉 一定確率で攻撃を受け流す。防御時は高確率で発動
LV21 影縫い 発動ターンと次ターン、敵の動きを封じる。敵にみつかる
LV28 必殺の一撃 隠れ続けるほど威力を増す必中の攻撃。敵にみつかる

■［隠れる］が必要

《習得スキル》
LV1 トリックユーズⅠ スタックアイテムを1度に2個連続で使用
LV3 集中 集中の必要な各種スキルが使える
LV3 トライステップ 敵1体に3回の連続攻撃
LV6 ウェポントリック 装備している武器の射程が無限になる

LV10 剣を結ぶ歌 歌の力で士気を回復。ただし士気が下がる事もある
LV13 スキルトークン セット可能なストックスキル数＋1
LV14 テトラステップ 敵1体に4回の連続攻撃。命中が少し低下
LV18 トリックユーズⅡ スタックアイテムを1度に3個連続で使用
LV23 スターステップ 敵1体に5回の連続攻撃。命中が低下
LV28 奇跡を愛する歌 神気スキルを士気を消費せずに使用できる。ただし現在のHPが半分になる

■［集中］が必要
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1Basic Informations
　基本情報

LV 現在のレベル
NAME 愛称
CLASS 現在のクラス
HP [現在値／最大値]で表示。現在値が0になると死亡（→P.24）
MP [現在値／最大値]で表示
L point 現在の生命点（→P.7）。[現在値／最大値]で表示

2Enhancement
　補助効果

Resistance 敵の特殊攻撃に対する防御補正
Spell Defense 魔法防御への補正
Spell Enhance 魔法攻撃への補正

3Adventuring ability
　探索能力

Identify アイテム鑑定・敵識別能力
Open Lock 宝箱の罠の調査および罠が発動した際の回避の能力
Feat 才能

4Set-A／Set-B
　現在の武器セット

Main Hand 利き手の装備
Off Hand 逆手の装備
Head 頭装備
Body 胴装備
Underwear 下着
Accessory 装飾

5Skill Point
　特性値

Str 腕力　：主に攻撃の威力に関係
Int 知性　：ウィザードスペルなどに関係
Pie 信仰心：クレリックスペルなどに関係
Vit 体力　：最大HPに関係
Agi 敏捷性：命中、回避、行動順などに関係
Luc 運　　：あらゆる判定に関係

6Fighting efficiency
　攻撃・防御スタッツ

Main Hand 利き手装備の攻撃威力×攻撃回数
Off Hand 逆手装備の攻撃威力×攻撃回数
Penalty 逆手の武器の攻撃威力が数値分(%)減少。Agiが高いほど低くなる
Hit 命中
Avoid 回避
Defense 防御
Damage Reduce ダメージ軽減率

団員ステータスコマンド

Equipment
団員の装備を変更します。
部位を選択後、装備するアイテムを決定してください。
アイテムによっては、タイプに対応した「装備スキル」
（→P.36）を習得している必要があります。
また、装備によっては特定の特性値が要求されることもあります。

Mastery
団員のスキルを確認します。
転職後は「ストックスキル」の設定が行えます。

スキル管理　スキルスロットの管理を行います。

習得確認　現在のクラスで習得できるスキル（→P.10）・スペル（→P.33）の一覧です。

才能　団員の才能です。

神気スキル　習得している神気スキル（→P.35）の一覧です。

Profile
現在までの転職履歴です。

Level up
レベルアップを行い、新たに入手したボーナスポイント
を割り振ります。
ボーナスポイントは1レベルにつき1ポイント入手します。
レベルアップに必要なEXP（経験値）を入手するまで表
示されません。

スキルスロットには、これまでの転職で習得したストックスキルを自由にセットして使うことができます。
同時にセットできるスキルの最大数は、開放されているスキルスロット数までとなります。
各クラス共通のレベル13のスキル「スキルトークン」を習得すると、スキルスロット数が1つ増設されます。

異邦人ギルド：団長室では、転職（→P.7）が行えます。
転職後のレベルは元のクラスの半分となりますが、HP・MPは転
職後のクラス・レベルでの値に、元のクラスのHP・MPの半分が
ボーナスとして加算されます。
特性値も引き継がれますが、以前のクラスでの最大到達レベルを超
えるまで、特性値は成長しなくなります。
転職までに習得したスキルは、転職後もスキルスロットにセットして
使用することが可能です。
転職は各団員につき5回まで行うことができます。
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アイテム詳細データ
アイテムデータの表示中、Yボタンで
詳細データに切り替わります。
装備アイテム以外は表示されません。

装備アイテムの付与効果
入手した装備アイテムには、下記の付与効果がつく場合があります。

属性効果… ：土／火／水／雷
種別効果… ：人族／生物／不死／精霊／魔族／神
状態異常効果… ：沈黙／混乱／睡眠／毒／麻痺／気絶／致命
※精霊・不死には、該当の種別効果がなければダメージを与えられません。

ユニークアイテム
ユニークアイテムとは、この世に1つしか存在しない
アイテムです。
特殊な場合を除き、売却したり捨てたりすると二度
と手に入りません。

ランク表示が黄色い物がユニークアイコンです。

未鑑定アイテム
迷宮で入手したアイテムは「未鑑定状態」のままでは使用できません。
パーティメニューの［Party］＞［鑑定］（→P.26）から鑑定を行い、アイテムの正体を見極める
必要があります。鑑定に失敗すると、アイテムは「呪い状態」となり、迷宮を出るまで使用するこ
とができなくなります。
街へ戻ると自動鑑定が行われ、未鑑定・呪い状態のアイテムはすべて鑑定済みとなります。

強化値
入手したアイテムには、まれに「＋10」などの「強化
値」がついていることがあります。
強化値が大きいほど、本来の性能よりも強化され
ている事を意味します。
同じアイテムでも入手する度に強化値は変化し、大
きな強化値を持つアイテムはランクが上がる場合
もあります。

Rank アイテムのランク（E～Sランクがあります）
Type 装備のタイプ（必要な「装備スキル」と対応します）
Range 武器の射程（→P.31）
Hand 2Hand 両手持ち武器（盾や補助の武器は装備不可）

Main 片手持ち武器（盾や補助の武器を装備可）
Off 盾・補助武器（二刀流スキルがなくても逆手に装備可）

Attack 攻撃の威力×攻撃回数
D.Reduce ダメージ軽減率。数値％分ダメージをカット
Hit 命中　　　：値が高いほど命中しやすい
Avoid 回避　　　：値が高いほど回避しやすい
Defense 防御　　　：値が高いほどダメージを軽減
Required 要求特性値：装備するために必要な特性値

Str 腕力にボーナス Rst(Resistance) 敵の特殊攻撃に対する防御の強化
Int 知性にボーナス SpD(Spell Defense) 魔法防御の強化
Pie 信仰心にボーナス SpE(Spell Enhance) 魔法攻撃の強化
Vit 体力にボーナス ID(Identify) アイテム鑑定・敵識別能力の強化
Agi 敏捷性にボーナス OL(Open Lock) 宝箱の罠の調査能力の強化
Luc 運にボーナス HP 一歩ごとのHP増減
Comment アイテムの解説 Enchantment そのアイテムが持つ付与効果

通常のアイテム ユニークアイテム
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剣の街エスカリオの全景です。
街は大きく5区画に分かれ、それぞれに迷宮や施設が点在しています。

1異邦人街

冒険の拠点となる異邦人ギ
ルドがあります。
ギルドの団長室では「器の
者」リウに純血晶を渡せます。

4地下区画

放棄され、人の住まぬ場所
となった地下区画です。

3貧民街

貧民街の中心となるメデル
商会があります。
「器の者」アルムに純血晶を
渡せます。

2王宮市街

市街の中心となる王宮があ
ります。
「器の者」マリリスに純血晶を
渡せます。

5上層区画

エスカリオでも険しい極地。
人が立ち入ることのできない
神域とされています。

異邦人ギルド : 回廊
異邦人ギルドの入口です。
セーブ・ロードの他、ギルド内の各施設に向かう
ことができます。

システム

セーブ　プレイデータをセーブします。

ロード　セーブしたデータをロードします。

オプション　各種設定(→P.5)を変更します。

タイトルに戻る　タイトル画面に戻ります。

外に出る　エスカリオ全景へ移動します。

異邦人ギルド : 居住区
パーティの編成、団員の蘇生・療養を行う施設
です。

編成　パーティの編成を行います。

蘇生・療養　「蘇生」（死亡からの復活）と
「療養」（生命点回復）を行います。
それぞれ「通常」と「即時」があります。
主人公の蘇生は有料のみとなります。
お金（血晶）が不足している場合にも蘇生は可能ですが、所持金がゼロとなります。

その他　進行に応じたコマンドが表示されます。

時間の経過
通常での蘇生・療養には、回復までに一定の時間がかかります。
時間は、迷宮内で戦闘に勝利することによって経過します。 
出現する敵のレベルが高い迷宮ほど１回の戦闘で多くの時間が経過します。
蘇生や療養を行っている時は、代わりの団員をパーティに加えましょう。

通常 料金はかかりませんが、対象者はパーティから外れ回復に一定期間の入院が必要となります。
生命点が多く、年齢が若いほど早く回復します。

即時 非常に高額の料金が必要となりますが、即座に回復します。
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異邦人ギルド : 団長室
団員の登録・管理、神気スキルの習得を行う
施設です。

登録　新規団員の登録を行います。
最初の5名の登録までは装備品が支給
されます。

管理　登録済みの団員の情報の編集、不要な団員の消去を行います。

転職　現在のクラスから別のクラスに転職します。
転職には現在のレベルや転職回数に応じた料金が必要となります。

純血晶を渡す　純血晶を渡し、神気スキルを習得します。

その他　クエストやゲームの進行に応じたコマンドが表示されます。

異邦人ギルド : 商店
アイテムの売買、倉庫の管理を行う
施設です。

購入　アイテムを購入します。
商品の中には在庫数の限られたもの
もあります。

売却　不要なアイテムを売却します。
一度売却したアイテムを買い戻すことはできません。

倉庫　アイテムの倉庫への収納・取り出しを行います。
預けることのできるアイテムの最大数は999個（種類）です。

その他　クエストやゲームの進行に応じたコマンドが表示されます。

純血晶
純血晶を団長室・王宮・メデル商会の「器の者」に渡すと、様々な神気スキルが習得できます。
純血晶は血統種と呼ばれる魔物を討伐すると入手できます。

神気ツリー

各施設にて[純血晶を渡す]を選択すると、神気ツリーが表示されます。
同フェーズに位置する神気スキルは1つしか習得できません。

1習得できるスキル
2習得に必要な純血晶の数
3所持している純血晶の数
4「器の者」に渡した純血晶の数
5同フェーズの神気スキル

神気スキルは、それぞれ3つの勢力のどれかに対応しています。
各勢力の拠点で純血晶を渡すと、その勢力に属する神気スキルを獲得できます。

異邦人ギルド 王宮騎士団 メデル商会
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1施設メニュー名
2現在の施設で行えるコマンド
3団員一覧リスト
4現在のパーティ
5選択中の簡易キャラクター情報

団員の管理は異邦人ギルドの施設から行うことができます。
各施設で選択できるコマンドは以下の通りです。

居住区＞編成
団員一覧リスト選択時
ＰＴ加入… 団員をパーティに加えます
序列変更… 団員の表示序列を変更します
団員詳細… 団員ステータスを表示します

現在のパーティ選択時
待機… 選択した団員をパーティから外します
隊列変更… パーティの隊列を変更します
団員詳細… 団員ステータスを表示します

居住区＞蘇生・療養
団員一覧リスト選択時
蘇生する… 死亡した団員を治療します
療養する… 団員の生命点を回復します
ＰＴ加入… 団員をパーティに加えます
序列変更… 団員の表示序列を変更します
団員詳細… 団員ステータスを表示します

現在のパーティ選択時
蘇生する… 死亡した団員を治療します
療養する… 団員の生命点を回復します
待機… 選択した団員をパーティから外します　
団員詳細… 団員ステータスを表示します

団長室＞登録
団員一覧リスト選択時
登録… 団員を登録します
ＰＴ加入… 団員をパーティに加えます
団員詳細… 団員ステータスを表示します

現在のパーティ選択時
登録… 団員を登録します
待機… 選択した団員をパーティから外します
団員詳細… 団員ステータスを表示します

団長室＞管理
団員一覧リスト選択時
編集する… 団員の登録情報を編集します
登録抹消… 団員の登録情報を削除します
序列変更… 団員の表示序列を変更します
ＰＴ加入… 団員をパーティに加えます
団員詳細… 団員ステータスを表示します

現在のパーティ選択時
編集する… 団員の登録情報を編集します
登録抹消… 団員の登録情報を削除します
待機… 選択した団員をパーティから外します
団員詳細… 団員ステータスを表示します

パーティ構成

パーティは、前衛３名と後衛３名の計６名で構成されます。
直接攻撃を受ける前衛には、ファイターなどの攻撃職を、比較的安全な後衛にウィザードなどの魔法職や、
レンジャーのように遠距離攻撃の得意な職を置くと、バランスのよいパーティとなります。
あらかじめ登録されている団員たちを活用するのもいいでしょう。
迷宮探索中に死亡した団員を無料で蘇生させるには、しばらくの間パーティから外さなければなりません。
必ず予備の団員を登録しておきましょう。
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1士気ゲージ／神気アイコン 神気スキルや待ち伏せを行う時に使用します
戦闘中に神気スキルを使用すると、アイコンが点灯します

2ミニマップ 周辺の迷宮構造が表示されます
表示、非表示はオプションから切り替えできます

3団員のステータス 現在のHPとMPです
4隊列 左の3人が前衛、右の3人が後衛となります

前衛はどの武器でも敵を攻撃できますが、敵から狙われ易くなります
後衛は狙われ難いですが、敵に届く武器が限定されます
隊列はOrder（→P.29）から変更できます
隊列と攻撃の射程（→P.31）に注意して下さい

5状態異常ゾーン表示 迷宮内にはパーティ全体に状態異常を及ぼすゾーンがあります
状態異常ゾーンに入ると、画面にアイコンが表示されます
状態異常ゾーンには毒・麻痺・沈黙があります

6常駐スペル 常駐スぺルが発動していると、点灯します
7迷宮内のショートカットボタン Ａボタン　：調査を行います。隠し扉を発見したり、罠の解除を行います

Ｙボタン　：パーティメニューが開きます
左トリガー：団員ステータスを開きます

状態異常
団員は状態異常になることがあります。戦闘で不利な状態となりますので、早めに治療しましょう。

迷宮内の諸要素

蝶の巣
迷宮内には蝶の巣と呼ばれる場所が出現することがあります。
蝶の巣では、蝶の力で帰還したり、討伐して冒険に有利な
アイテムを入手することができます。

扉
制御扉… 仕掛けによって施錠された扉です。
… 付近にあるスイッチやイベントによって開きます。
隠し扉… 隠された扉です。
… 壁の前でAボタンを押すと発見できます。

罠とダメージ床
罠… 除去可… 迷宮に仕掛けられた罠
… 前に立ってAボタンで除去
ダメージ床…除去不可… 地形ダメージを受ける床
雷撃の床… 除去不可… 条件等で罠が発動する床

ゲームオーバー
迷宮内で全員のHPが0になると、ゲームオーバーとなりタイトル画面に戻ります。

混乱
敵味方問わず無差別に攻撃
戦闘中に確率で回復

沈黙
スペルが使用不能
戦闘終了時に回復

睡眠
行動不能になり被ダメージが増加
戦闘中に確率で回復

毒
戦闘中と探索中にHPが減少
スペル、アイテムで回復

気絶
防御が大幅に減少、気絶後1ターン行動不能
戦闘ターン経過により回復

麻痺
スキルが使用不能
スペル、アイテムで回復

死亡
HPが0の状態、行動不能
アイテム、蘇生（→P.19）で回復

魅了
味方を対象に攻撃
一部のスぺル、アイテムで回復

出入口
迷宮外や他の迷宮に移動

制御装置
主に付近の制御扉を解放

NO 
ICON

暗闇の霧
視界が闇に包まれ視認不能

昇降口
上下の階層へ移動

エネミーポイント
敵と遭遇

NO 
ICON

麻痺ゾーン
スキルが使用不能

転送装置
別の場所へ移動

ボスポイント
強力な敵と遭遇

NO 
ICON

水中
スペルが使用不能

魔石
迷宮外への転送

蝶の巣
蝶と遭遇

NO 
ICON

毒ゾーン
毒状態となる

イベント
イベントが発生

ダメージ床・罠
踏むとダメージ

NO 
ICON

ワープ
決まった座標へ強制移動

NPC
NPCと接触

落とし穴
下の階層に落ちてダメージ

NO 
ICON

転移不可ゾーン
転移アイテムの使用不可

アイテム
アイテムを入手

水流・氷床
強制的に矢印の方向へ移動

NO 
ICON

隠し扉
隠された扉。Aボタンで発見

財宝
多くのアイテムを入手

迷いの回廊
進行方向が突然変化

制御扉
スイッチやイベントで開錠

■状態異常ゾーン
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迷宮内でYボタンを押すと、パーティメニューが表示されます。

Party
メニューを開くとレベルと血晶（お金）、
EXP（経験値）を表示します。
EXPが100%になるとレベルアップ
（→P.15）ができます。

団員　団員ステータス（→P.14）
を表示します。また、装備の変
更やスキルのセットができます。

スキル　現在、使用できるスキルを確認します。

スペル　習得しているスペルを表示します。
スペルには攻撃、回復、補助と3種類あり、LB、
RBでスペルを使用するキャラクターの変更、左トリ
ガー・右トリガーでスペルの系統を変更することが
できます。

アイテム　アイテムの使用、確認、また不要なものを捨てることができます。
各アイテムを表示している時には、左トリガー・右トリガーで種類を選択することができ
ます。

鑑定　入手したアイテムの鑑定を行います。
入手したばかりの未鑑定アイテムは、鑑定を行わ
ないと、使用・装備することができません。未鑑
定のアイテムを所持して街に帰還した場合は、全
てのアイテムが自動鑑定されます。

アイテムの鑑定と呪いについて
未鑑定のアイテムを所持して鑑定を選択すると、一覧が表示されますので、鑑定した
いアイテムを選択して下さい。
この時、パーティ内で最も鑑定の成功率の高い団員が自動選択されます。
鑑定に失敗するとアイテムは呪い状態となり、街で自動鑑定を行うまでは使用すること
ができなくなります。
装備アイテムを使用した時にも、呪い状態となることがあります。

Hiding（待ち伏せ）
待ち伏せを行うと、敵の輸送隊を襲
い、宝箱を入手することができます。
待ち伏せは、迷宮内にある待ち伏せ
ポイントにて士気を使用して行います。
ただし、待ち伏せポイント以外では、
待ち伏せを行っても敵は出現しません。
場所によっては、「血統種」（→P.7）
が出現する場合もあります。

戦う　敵の輸送隊と戦闘を行います。
この戦闘で輸送隊のリーダーを討伐すると、宝箱を入手することができます。

敵を確認　敵のレベルを確認することができます。

やり過ごす　敵の輸送隊をやり過ごし、次の輸送隊の宝箱を狙うことができます。
しかし、やり過ごしてしまうと、奇襲（→P.32）を受けやすくなります。

撤退する　宝箱の入手をあきらめ、待ち伏せ戦闘を終了します。

宝箱の種類
宝箱には中身を推測できるレリーフがついていま
す。また、木・鉄・白銀・黄金のランクがあり、
入手できるアイテムのランクが異なります。

ターゲットアイコン
戦闘コマンド（→P.30）を選択すると、敵の上
に「ターゲットアイコン」が表示されます。
青いアイコンが表示される敵には攻撃が可能で
す。赤く表示される敵は、攻撃範囲外となります。
王冠のあるアイコンの敵が、敵パーティのリーダーです。
リーダーは一定ターンで逃走しますので、リーダーの討伐が必須となる待ち伏せの戦闘
においては注意して下さい。

26 27

パーティメニューパーティメニュー



Map
Yボタンで開くパーティメニューより
選択できます。
また、迷宮内にてXボタン押すことで
もマップを開くことができます。
この時、右スティックで隣のセクターへ
の移動、RB、LBで階層を切り替える
ことが可能です。

1現在のセクターのマップ（20×20のブロック単位が1セクター）
2表示しているセクターの名称
3状態異常ゾーンの表示
4カーソルのあるブロック座標
5カーソルのあるブロック情報
6階層の切替表示
7表示しているセクターがある階層の全体構造

自動移動
踏破したブロックは、自動で移動ができます。
マップ画面でカーソルを動かし、Aボタンで目的地を決
定すると、ルートが算出されます。問題がなければ、再
度Aボタンを押して移動を開始して下さい。
自動移動中にボタン操作を行うと、自動移動をキャンセルすることができます。

Info

純血晶　神気ツリー（→P.21）が表示され、
習得した神気スキルの確認ができます。

血統種手配帳　血統種手配帳は、迷宮ごとに
出現する血統種のヒントを確認できます。
1右記の血統種が出現する迷宮が表示されます
2WANTEDは未討伐の血統種です
3SLAYEDは討伐済みの血統種です
4RESPAWNは魔石にて復活している血統種です

血統種の再討伐
血統種は討伐後も魔石（→P.7）の力を奪い、復活することがあります。その時、
魔石は一時的に使用ができなくなりますが、復活した血統種を再討伐することで、支
配された魔石を解放することができます。
血統種は強力なアイテムを所持しているので、積極的に再討伐を行えば、以降の冒
険を有利に進められるようになるかもしれません。

クエスト
受領したクエストの状況を確認できます。

アイテム事典
これまでに入手したアイテムが表示されます。

モンスター事典
これまでに倒したモンスターが表示されます。

地図帳
これまでに足を踏み入れた迷宮の地図が表示されます。

戦歴
これまでのプレイ時間・種別ごとの敵討伐数・戦闘の勝利回数・
待ち伏せ回数・発見した最上位レア装備の情報が表示されます。

Option
ゲームの各種設定を変更します。

Order
パーティの隊列を変更できます。
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戦闘コマンド

Fight
敵列を選択し、攻撃対象を選びます。
対象を選択すると、敵のレベルと名称が表示されます。

Defend
次の行動入力時まで1ターン、回避が上昇します。

Skill
スキルを使用します。事前に「集中」や「隠れる」が必要なスキルもあります。

Spell
MPを消費してスペルを使用します。

Item
所持しているアイテムを使用します。また、セットしている装備の切り替えができます。

敵を全滅させれば勝利となり、血晶（お金）とEXP（経験値）を入手できます。

1遭遇している敵です。正体が不明な場合はシルエット表示されます
2戦闘コマンドです。団員が実行できる行動が表示されます
3選択済みのコマンド情報です
4各団員の命中（HT）と回避（AV）です

Run
戦闘から逃走します。失敗すると1ターンの間は行動ができません。

Divinity
士気を消費し、神気スキルを使用します。

戦闘ログの表示
戦闘中にBackボタンを押すと、戦闘ログを表示することができます。

神気スキル
神気スキルとはパーティの全員が協力して
繰り出すスキルです。
先頭の団員のコマンド入力時に、Divinity
でスキルを選択できます。
使用にはスキルに応じた士気が必要です。

士気ゲージの回復
敵にダメージを与える、または敵からダメージを受けることで回復します。
スキルの効果で回復することもあります。

属性について
一部のアイテムやスペル、敵には属性が
あります。
属性は４種あり、優劣によってダメージが
変化します。
一度でも勝利した敵の属性はモンスター
事典（→P.29）で確認できます。

射程について
武器には3種の射程が存在します。射程によっては遠い列の敵を攻撃できません。

射　程 S M L
前　衛 敵1列目を攻撃可 敵1～2列目を攻撃可 全列攻撃可
後　衛 攻撃不可 敵1列目を攻撃可 全列攻撃可

水に強く弱点がない

土に強く水に弱い

火に強く雷に弱い
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敵の種別について
精霊や不死者などの敵に、一般的な武器は効果がありません。
ダメージを与えるには、スペルや特殊な武器・スキルを必要とします。

奇襲と先制
先制や奇襲が発生すると、1ターンの間、
射程を無視した攻撃が一方的に行われます。
ただし、敵から奇襲を受けた場合は、対抗
して神気スキルを発動することができます。

宝箱について
待ち伏せ戦闘でリーダーを逃さずに勝利す
ると、宝箱が入手できます。
宝箱には罠が仕掛けられているため、解除
する必要があります。

蝶の手を使う　アイテムを使用し、安全に宝箱の罠を解除します。

立ち去る　宝箱を開けずにその場を立ち去ります。

表示された罠の解除を行う　宝箱に仕掛けられている可能性のある罠が表示されます。
表示されている中から罠を予測し、選択して解除して下さい。
正解であればアイテムを入手することができます。

罠の種類
宝箱に仕掛けられた罠には以下の種類があります。

ウィザードスペル

ニードル 全員にダメージ
主に木の宝箱で定番の罠

リッチの手 全員のＭＰが減少
主に鉄の宝箱で定番の罠

毒ガス 全員に状態異常「毒」
主に鉄や銀の宝箱で定番の罠

大爆発 全員に大ダメージ
主に銀や金の宝箱で定番の罠

ミミック ミミックとの戦闘
主に金の宝箱で定番の罠

テレポーター パーティを別の場所へ転移
ごく稀に金や銀の宝箱で見かける罠

習得LV スペル名 効　果

1 ファイア 敵1体に激しい炎が襲いかかる。土属性の敵に効果大

2 スロー 敵1体を拘束し、回避を低下させる。追加使用で効果が増加

3 アイス 敵1体に氷結の刃が襲いかかる。火属性の敵に効果大

4 マルチスロー 敵1列を拘束し、回避を低下させる。追加使用で効果が増加

5 サンダー 2列の敵1体ずつに雷撃を落す。全属性の敵に効果大

8 ファイアブラスト 敵1列を灼熱の炎でなぎ払う。土属性の敵に効果大

9 マジックウォール 敵の魔法攻撃を軽減する魔法の壁。効果は1ターンのみ

10 アイスブラスト 敵1列に氷結の刃が襲いかかる。火属性の敵に効果大

11 バイオウォール 敵のブレスや状態攻撃を軽減する霧の壁。効果は1ターンのみ

12 サンダーブラスト 全ての列の敵1体ずつに雷撃を落す。全属性の敵に効果大

15 フォースチャイム 常駐 挑発を行い、出現する敵を強くする。戦闘で先制され難くなる

16 フォースマジック 常駐 敵の魔力攻撃を軽減する魔法の壁

17 フォースバイオ 常駐 敵のブレスや状態攻撃を軽減する霧の衣

18 フォースハイド 常駐 殺気を消し、弱い敵との遭遇を回避する。戦闘で先制し易くなる

21 ファイアストーム 炎の嵐で、敵全てを攻撃する。土属性の敵に効果大

22 フォースブレイク 魔力を吸い込む渦を作り、敵全体を取り巻く魔法効果を全て消し去る

23 アイスストーム 氷の嵐で、敵全てを攻撃する。火属性の敵に効果大

24 マジックブレイク 敵1列の魔法攻撃の威力や効果を半減させる。戦闘内なら効果が持続

25 サンダーストーム 雷の嵐で、敵全てを攻撃する。全属性の敵に効果大

28 デバインウェポン 戦闘 味方1人の物理攻撃の威力を強化する

29 ドライボルト 敵1体を火・水・雷の3属性で攻撃する究極の奥義

30 オメガインパクト 魔力の核を投げ、核の爆発によって敵全てを攻撃する大魔法
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神気スキルクレリックスペル

■常駐スペル
スペルの中には常駐スペルと呼ばれるものがあります。
一度唱えると、解除されるまで効果が持続します。常駐スペルは以下の条件で解除されます。
●迷宮から出る　●水中に入る　●常駐スペル解除攻撃を受ける

■戦闘常駐スペル
戦闘の間、常駐するスペルです。敵の特定の攻撃を受けると解除されることもあります。

習得LV スペル名 効　果

1 キュア 味方1人のHPを聖なる力で回復する。レベルに応じて回復量が増える

2 アボイド 味方1人の回避を光の祝福で上昇させる。追加使用で効果が増加

3 キュアポイズン 味方1人を聖なる力で解毒する

4 ヒット 味方1人の命中を光の祝福で上昇させる。追加使用で効果が増加

5 マルチキュア 味方全員のHPを聖なる力で回復する。レベルに応じて回復量が増える

8 マルチアボイド 味方全員の回避を光の祝福で上昇させる。追加使用で効果が増加

9 マルチヒット 味方全員の命中を光の祝福で上昇させる。追加使用で効果が増加

10 ハイキュア 味方1人のHPを大幅に回復する。レベルに応じて回復量が増える

11 ヘルスキュア 味方1人の混乱、睡眠、沈黙、毒、麻痺を回復する

14 フォースアボイド 常駐 味方全員の回避を高める光の加護

15 ホーリーライト 敵1体を聖なる光で撃ち抜く。不死種別の敵に効果大

16 フォースヒット 常駐 味方全員の命中を高める光の加護

17 デバインライフ 戦闘 手持ちのMPを犠牲にして死亡を防ぐ。MPを持つ味方全員に効果が及ぶ

20 レクイエム 鎮魂の鐘で敵1列の魂を昇天させる。強い魂には効果が薄い

21 ハイマルチキュア 味方全員のHPを大幅に回復する。レベルに応じて回復量が増える

22 ホーリーシャイン 敵1列を聖なる光で撃ち抜く。不死種別の敵に効果大

23 フルキュア 味方1人のHPを聖なる力で完全回復する

24 フォースガード 戦闘 聖なる光の壁で、味方の常駐魔法を消滅させる攻撃を1度だけ防ぐ

27 デバインアーマー 戦闘 味方1人の物理ダメージを軽減する

28 ハイヘルスキュア 味方全員の混乱、睡眠、沈黙、毒、麻痺を回復する

29 グランドクロス 審判の鐘で全ての敵の魂を昇天させる。強い魂には効果が薄い

30 ファイナルキュア 味方1人の死亡以外の状態とHPを聖なる力で完全に回復する

スキル名 習得勢力 効　果

閃光退却 リウ 戦闘から必ず退却できる。イベント等、特殊な戦闘を除く

地竜の手Ⅰ リウ 敵1列の命中と回避を-5。リーダー以外の敵の逃走を防ぐ

地竜の手Ⅱ リウ 敵1列の命中と回避を-10。リーダー以外の敵の逃走を防ぐ

地竜の手Ⅲ リウ 敵1列の命中と回避を-15。リーダー以外の敵の逃走を防ぐ

天竜の翼Ⅰ リウ 1ターンのみ必ず先制攻撃。先制ターンは命中と回避が+3

天竜の翼Ⅱ リウ 2ターンの間必ず先制攻撃。先制ターンは命中と回避が+6

天竜の翼Ⅲ リウ 3ターンの間必ず先制攻撃。先制ターンは命中と回避が+9

剣の絆Ⅰ リウ 絆の力で敵の魅了攻撃を1回防ぐ。常に与える物理ダメージを20％増加

剣の絆Ⅱ リウ 絆の力で敵の魅了攻撃を2回防ぐ。常に受ける物理ダメージを30％軽減

剣の絆Ⅲ リウ 絆の力で敵の魅了攻撃を3回防ぐ。常に経験値とお金の取得が20％増加

聖なる光Ⅰ マリリス 毎ターン味方全員のHPが10％ほど回復

聖なる光Ⅱ マリリス 毎ターン味方全員のHPが15％ほど回復

聖なる光Ⅲ マリリス 毎ターン味方全員のHPが20％ほど回復

十字突撃Ⅰ マリリス 最前列の敵1体に必中、攻撃力+20％の一斉攻撃。突撃ターンは回避+5

十字突撃Ⅱ マリリス 最前列の敵1体に必中、攻撃力+40％の一斉攻撃。突撃ターンは防御2倍、回避+15

十字突撃Ⅲ マリリス 最前列の敵1体に必中、攻撃力+60％の一斉攻撃。突撃ターンは防御3倍、回避+20

精霊の壁Ⅰ マリリス 2ターンの間魔法と特殊攻撃を防ぐ

精霊の壁Ⅱ マリリス 3ターンの間魔法と特殊攻撃を防ぐ

精霊の壁Ⅲ マリリス 4ターンの間魔法と特殊攻撃を防ぐ

光のヴェール マリリス 後方の敵からの物理攻撃を防ぐ。常に味方のHP最大値が30％増加

黒金の壁Ⅰ アルム 1ターンの間受ける物理ダメージを軽減

黒金の壁Ⅱ アルム 2ターンの間受ける物理ダメージを軽減

黒金の壁Ⅲ アルム 3ターンの間受ける物理ダメージを軽減

一斉突撃Ⅰ アルム 敵全体に防御無視の一斉攻撃。突撃ターンは命中-10、回避+10

一斉突撃Ⅱ アルム 敵全体に防御無視の一斉攻撃。突撃ターンは命中-5、防御2倍、回避+15

一斉突撃Ⅲ アルム 敵全体に防御無視の一斉攻撃。突撃ターンは防御3倍、回避+20

魔人の鼓動Ⅰ アルム 2ターンの間、魔法効果が50％強化

魔人の鼓動Ⅱ アルム 3ターンの間、魔法効果が75％強化

魔人の鼓動Ⅲ アルム 4ターンの間、魔法効果が100％強化

闇のヴェール アルム 後列の敵からの物理攻撃を防ぐ。常に味方のMP最大値が50％増加

竜王の矢 敵か味方のどちらか1体に回避不能の超強力ダメージ

神の奇跡 神の奇跡が起こる。ただし何が起こるかは不明
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装備スキル
キャスト
リウ… 三浦　綾乃
マリリス… 氷上　恭子
アルム… 田村　マミ
ドランサーク… 新垣　樽助
アンナ… 中上　育実
キョウ… 平辻　朔耶
ヘルガ… 秋奈
レイン… 中恵　光城
老人… 比嘉　良介
ギリウス… 遠野　志貴
グルルバ… 竹内　裕美

他
大熊誠一郎
神部　伶那
伊賀上真由
岩間瑠里菜
亀井　剛志
田中　沙姫
露口　裕人
春本　直輝
松島　敦樹
山本　智哉
横田　萌々

スタッフ
ディレクター… 安宅　元也

企画・シナリオ… Team…Muramasa

キャラクター・モンスター・ポートレート
　　塚本　陽子… 風間　雷太

サウンド… 神保　直明

制作協力
株式会社KIZAWA…studio
クラーク記念国際高等学校　秋葉原ITキャンパス
株式会社クリープ
株式会社ドリームス
有限会社獏プロダクション
株式会社フロンティアワークス

プロデューサー… 千頭　元

制作・著作・発売
株式会社エクスペリエンス
〒192-0904
東京都八王子市子安町1-9-6 SKビル3F
エクスペリエンス公式サイト
http://www.exp-inc.jp

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。

このゲームでは、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。

お問い合先：株式会社エクスペリエンス…カスタマーサポート

042-649-8832　受付時間 14時～17時（土日祝日を除く）
ウェブ http://www.exp-inc.jp/web0904/modules/inquiry/
メールアドレス support@exp-inc.jp

各クラス習得LV
フ ナ サ ウ ク レ ニ ダ

軽刃の心得 「軽刃」に属する武器を装備できる 1 1 1 – – 1 1 1

重刃の心得 「重刃」に属する武器を装備できる 1 1 – – – – – –

異刃の心得 「異刃」に属する武器を装備できる – – 1 – – – 7 –

鈍器の心得 「鈍器」に属する武器を装備できる 1 4 – – 1 – – –

長柄の心得 「長柄」に属する武器を装備できる 4 1 7 – – – – –

拳刃の心得 「拳刃」に属する武器を装備できる 7 – – – – – 1 –

特器の心得 「特器」に属する武器を装備できる – – – 13 4 1 1 1

杖の心得 「杖」に属する武器を装備できる – – – 1 1 – – 7

弓の心得 「弓」に属する武器を装備できる 7 – 13 – – 1 – –

盾の心得 「盾」に属する防具を装備できる 1 1 – 7 13 7 – –

軽装の心得 「軽装」に属する防具を装備できる 1 1 1 1 1 1 1 1

準装の心得 「準装」に属する防具を装備できる 1 1 4 – 7 4 4 7

重装の心得 「重装」に属する防具を装備できる 1 1 – – – – – –

36 37

スタッフクレジットスキル一覧



http://ihoujin.jp

©EXPERIENCE All rights reserved.


