


        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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Story

遥かな未来、人類はすでに太陽系外に進出し、

繁栄を謳歌していた。

これまでに6つの星が開拓され、多くの人々が

移住していった。

そして、7番目の地球型惑星『セブンティア』に到達する。

すでに人々から新惑星開拓の熱気は失せ、

セブンティアにはいくつかの企業と数少ない移民が、

希少資源を求めて移り住んでいった。

時は過ぎ、セブンティアにも繁栄の光が見え始める。

この物語は、惑星セブンティアをめぐる

開拓民たちの物語である。
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Xbox 360® コントローラー

操作方法
ゲームの操作方法は次のとおりです。

右トリガー左トリガー

LB

左スティック／
左スティックボタン

右スティック／
右スティックボタン

RB

STARTボタン

BACKボタン

Xboxガイドボタン

方向パッド

Yボタン

Xボタン

Bボタン

Aボタン

基本的な操作

《左スティック／方向パッド》 プレイヤー機の移動

《Xボタン》 メインウェポン発射

《Aボタン》 サブウェポン発射

《右トリガー》 スペシャルウェポン使用

《RB》 プレイヤー機のスピード変更

《STARTボタン》 一時停止してPAUSEメニューを開きます。

※ボタンの割り当ては設定画面で変更できます。(⇒P.18)

メニュー画面での操作

《左スティック／方向パッド》 カーソルの移動

《Aボタン》 決定

《Bボタン》 取り消し／戻る

メインウェポンとサブウェポンは

同時に発射できます。
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ゲームを起動すると、オープニングムービー

とタイトル表示を一定時間おきに繰り返し

ます。

まずSTARTボタンを押して、データの保存

先を選択します。選択が完了すると、メインメ

ニューに進みます。

タイトル画面

メインメニュー

ゲームの始め方

最も基本となるメニューです。プレイするモードや各種の設定などを選択できます。

STORY MODE : ストーリーモードをプレイします。（⇒P.5へ） 

SCORE ATTACK : スコアアタックをプレイします。（⇒P.15へ） 

GALLERY MODE : ギャラリーモードに移行します。（⇒P.17へ） 

OPTIONS : 各種の設定を行います。（⇒P.18へ） 

ACHIEVEMENTS : 実績を表示します。

Xbox LIVE MARKETPLACE : Xbox LIVEⓇ マーケットプレースを表示します。

↑ カーソルを合わせてメニューを選択します。
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ストーリーモード
ストーリーモードとは

「ストーリーモード」は、ストーリー仕立てでゲームを進めていくモードです。ストー

リーは「チャプター」という単位で分かれていて、プレイヤーはチャプター1から順

にクリアしていきます。すべてのチャプターをクリアするとエンディングを迎えるこ

とができます。

ストーリーデータの選択

ストーリーモードの最初に、ストーリーデータ（＃1～＃15）を選択します。選択する

と、前回に保存した状態から、その続きをプレイすることができます。

← 初めてプレイする場合には

「NO DATA」を選択して、ストー

リーデータを新規作成しましょ

う。

選択すると、ストーリーモード・

メニューの画面に移行します。

ストーリーデータとは？

「ストーリーデータ」はストーリーモードにおけ

るプレイ状況を保存したデータです。データに

はチャプターのクリア状況や、プレイヤー機の

装備、所持しているパーツやCRなどの情報が

記録されています。

ストーリーデータは最大で15件まで保存でき

ます。

CRとは？

「CR」はゲーム内に登場す

る架空のお金のことです。

CRは「部隊予算」として貯

めたり、使ったりすることが

できます。
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MISSION START : ミッションを開始します。

PARTS SHOP : パーツを購入します（⇒P.13へ）。

REPORT : レポートを表示します（⇒P.14へ） 。　

OPTIONS : 各種の設定を行います。 

EXIT TO MAIN MENU : メインメニューに戻ります。

ストーリーモード・メニュー

チャプター選択

チャプターを選択します。過去にクリアしたチャプターでも繰り返しプレイすること

ができます。

ストーリーモードの基本となるメニューです。

残機。機体の数はチャプターによって違います。

難易度。
EASY（簡単）、NORMAL（普通）、
HARD（難しい）の3種類です。

プレイできるチャプターの一覧です。
選択できないチャプターは空白で表示されます。

チャプターを選択すると、
イクイップメントの画面に移行します。

初めてプレイする場合、チャプター1のEASYとNORMALが選択できます。
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イクイップメント(装備の選択)
プレイヤー機の装備を選択します。ここで攻略したいチャプターに最適なパーツを

選びましょう。初めてプレイする場合には、各パーツが1種類しかないため、装備を

変更する必要はありません。

「START」を選択すると、

次に進みます。

MAIN WEAPON : メインウェポンの選択。

SUB WEAPON : サブウェポンの選択。

SPECIAL WEAPON : スペシャルウェポンの選択。

ENGINE : エンジンの選択。プレイヤー機の移動速度に反映されます。

SPARE SHIPS ： プレイヤー機の残機数です。

EXTRA SLOT1～3 : 追加スロット1～3の選択。装備しているだけで効果を

発揮します。

COLOR CUSTOMIZE : 機体のカラーリングを選択します。
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ミッション開始

選択した装備でミッションに挑みます。

冒頭でカットシーンが再生さ

れます。再生中、STARTボタ

ンを押すと、中断（スキップ）

することができます。

カットシーン

戦闘

プレイヤー機を操り、敵機と戦います。プレイ中にSTARTボタンを押すと、一時

停止の状態となり、PAUSEメニューに移行します。

←↑ 視点は状況により自動的
に変わります。
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画面の見方
ミッション遂行中の画面は次のとおりです。

カウントダウンタイマー ： プレイ中に発生した課題をクリアするまで

の残り時間です。

獲得したCR

獲得したスコア

移動スピード

プレイヤー機の残機

プレイヤー機

巨大メカ ： ターゲットが操縦しています。

会話ウインドウ : 会話中のキャラクターと字幕です。

サイドパネル

①
②
③

④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨

スペシャルウェポンゲージ ： 
スペシャルウェポンのエネルギーの残量です。使用する
と減少します。減少したエネルギーは時間の経過によっ
て回復します。
メインウェポンゲージ :
メインウェポンのエネルギーの残量。時間の経過によっ
て減少します。
サブウェポンゲージ :
サブウェポンのエネルギーの残量。サブウェポンを使用
すると減少します。
追加アイテムスロットアイコン :
現在装備している追加アイテムのスロット1～3を表示
します。

⑩ ⑪ ⑫ ⑬

⑩

⑪

⑫

⑬

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨
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攻撃方法
3種類の武器を使い分けることができます。

ボタンを押すと、スピードが1段階ずつ変化します。装備してい

るエンジンによってスピードの特性や段階が変わります。

数字の左側の三角形の矢印は、次にボタンを押したときにス

ピードがアップするかダウンするかを表しています。

メインウェポン、サブウェポン、スペシャルウェポン

スピード変更

①

②

③

メインウェポン

サブウェポン

ボタンを押すと発射して攻撃します。押し続けると連射できます。攻撃力はエネル

ギーの残量に応じて変化します。メインウェポンとサブウェポンは同時に発射で

きます。

スペシャルウェポン

特殊な攻撃を行います。たとえば、シールドを装備した場合、ボタンを押し続ける

と、シールドを張って防御することができます。エネルギーがなくなるとシールド

は消滅します。

①

②

③
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CRが増えるアイテムです。全部で4種類あり、銅→銀→金→プラチナの順にCRの額

が大きくなります。CRを使ってパーツを購入することができます。

1UPアイテム

特殊なアイテム

クレジットアイテム

パワーチップ

主なアイテム

メインウェポンとサブウェポンの両方のエネルギーを回復するアイテムです。サイズ

によってエネルギーの量が異なります。

プラチナ 金 銀 銅

敵機を倒すと、次のアイテムが出現します。

プレイヤー機の残機が増えるアイテムです。

その効果は2つあり、プレイ中の残機が1つ増え、さらに

プレイ開始時の残機も1つ増えます。なお、残機が増える

のは、取得したチャプターのみで、それ以外のチャプター

での残機は増えません。
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ミッションの終了
ミッションが終了すると、任務の成否やスコアの合計、ランクなどが表示されます。

ランクは「Ｓ」「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「Ｄ」の5段階があります。

・プレイヤー機が全滅した
・ターゲットを取り逃がした

など

・ターゲットを捕まえた
など

プレイ結果

失敗...失敗... 成功！！成功！！

失敗しても、プレイ中に回収したCR
などは無くならず、有効となります。

次のチャプターに進むことができま
せん。再度、同じチャプターに挑みま
しょう。

・

・

CRにクリアボーナスが加算されま
す。

次のチャプターに進むことができま
す。

・

・
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パーツショップ

パーツショップ・メニュー

プレイヤー機のパーツを購入して、装備を充実させることができます。

パーツの購入
選択中のパーツの特徴、または

ロック※ を解除するための条件の表示

ロックされているパーツは購入することができません。ロックは

一定の条件を満たすことによって解除することができます。

MAIN WEAPON : メインウェポンを購入します。

SUB WEAPON : サブウェポンを購入します。

SPECIAL WEAPON : スペシャルウェポンを購入します。

ENGINE : エンジンを購入します。

EXTRA ITEM : 追加アイテムを購入します。

COLOR : 機体カラーを購入します。

※

パーツの名前と金額

現在、所持しているCR 選択中のパーツの性能を表したグラフ
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次の記録が表示されます。

 ・チャプタークリア回数

 ・チャプタープレイ回数

 ・チャプター別ハイスコア

 ・チャプター別クリアタイム

表示内容は方向パッドを押して、

切り替えることができます。

レポート画面

レポート
ゲームデータを集計して、ハイスコアやクリアタイムなどを表示することができます。

トレーニングシミュレーター

プレイ中の「ある条件」を満たすことによって、

「チャプターX」と「チャプターY」というチャプター

が選択できるようになります。これらはストーリー

から独立しているトレーニング用のチャプターで、

プレイを繰り返すことで、テクニックを磨いたり、

CRを稼ぐことができます。
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スコアアタック

スコアアタック・メニュー

スコアアタックではチャプターごとのハイスコアに挑戦することができます。

「START」を選択すると、

次に進みます。

START ： スコアアタックを開始します。

LEADERBOARDS ： スコアランキングを表示します。Xbox LIVE への

サインインが必要です。

REPORT ： レポートを表示します。

OPTIONS ： 設定を変更します。

RESET RECORDS ： スコアアタックの記録を初期化します。

EXIT TO MAIN MENU : メインメニューに戻ります。
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スコアアタックでは、まずプレ

イするチャプターを選択しま

す。ここではストーリーモード

でアンロック（解除）された

チャプターのみ選択できます。

スコアアタックの開始

選択すると、次はTYPE-A、

TYPE-B、TYPE-Cの3種類の

中から、プレイヤー機を選択し

ます。各機体によって、装備がそ

れぞれ違います。ストーリー

モードで作成した機体は使用

できません。

プレイヤー機の残機は5機固

定で始まります。

プレイ中、一定数のCRを取得

することでスコア倍率が上がっ

ていきます。

プレイ後、獲得したスコアやクリア時間などはゲームデータに保存されます。これら

の記録はREPORTで閲覧することができます。
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ギャラリーモード

ギャラリーモード・メニュー

リプレイを再生したり、プレイ中に登場した情報を閲覧できるモードです。

リプレイとは？

リプレイはプレイヤーの操作をゲームの内容も含めて保存したものです。リプ

レイはプレイしたチャプターごとに保存することができます。

リプレイは最大で50件まで保存できます。

Xbox LIVE にサインインしている場合、リプレイをアップロードしたり、ダウン

ロードすることができます。

REPLAY THEATER ： リプレイを再生します。

GUIDE OF SEVENTIER ： 惑星セブンティアに関する情報を表示します。

CHARACTER PROFILES ： 登場するキャラクターの情報を表示します。

MOVIES ： ムービーを表示します。

CREDITS ： クレジットです。開発スタッフとキャストを表示します。

EXIT TO MAIN MENU : メインメニューに戻ります。
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SCREEN

設定メニュー

設定
画面の設定やサウンドの設定など、各種設定を行います。

SCREEN ： 画面に関する設定を行います。

SOUND ： サウンドに関する設定を行います。

CONTROLLER ： コントローラーのボタンの割り当てを設定します。

SELECT STORAGE ： データを保存するストレージ機器を選択します。 

SUBTITLES ： 字幕表示のあり／なしを設定します。

SIDE PANEL BRIGHTNESS ： 戦闘中に表示される左右のパネルの明

るさを調節します。

DEFAULT ： 設定を初期値に戻します。
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SELECT STORAGE 

ゲームデータ の保存先を選択します。

なお、この項目はメインメニューから設定（OPTIONS）メニューを選択した

場合にのみ表示されます。

CONTROLLER

LOAD PRESET ： プリセットのボタン割り当てを呼び出します。

MAIN WEAPON ： メインウェポン用ボタンを設定します。

SUB WEAPON ： サブウェポン用ボタンを設定します。

SPECIAL WEAPON ： スペシャルウェポン用ボタンを設定します。

SPEED CHANGE ： スピード変更用ボタンを設定します。

SOUND

MUSIC VOLUME ： 音楽のボリュームを設定します。（0～100）

SE VOLUME ： 効果音のボリュームを設定します。（0～100）

VOICE VOLUME ： 音声のボリュームを設定します。（0～100）

VIBRATION ： コントローラのバイブレーション機能のオン／オフを設

定します。

DEFAULT ： 設定を初期値に戻します。
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キャラクター紹介

アレックス

主人公の一人。新

入りだけど、パイ

ロットの腕前は確

か。自機の操縦と

メイン武器の取り

扱いを担当。

マーガレット

主人公の一人。攻

撃や通信におけ

る補助を担当。

しっかりもので頭

脳明晰 。アレック

スのパートナーか

つ教育係を務め

る。

ブラウン隊長

主人公たちの部隊の

隊長。頼れる存在。

ニーナ

オペレーターと

して、主人公たち

を後方でサポー

トする。天然系。

ミツルギ・セキュリティ・サービス

主人公たちの所属する警備会社。セブンティアにおいて

警察のような役割を果たしている。
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プレイヤー機・ウェポン紹介
装備例1 初期装備

装備例2 強襲装備

サブウェポン

サブビームスマートガン

斜め2方向に弾を発射できる。

メインウェポン

イオンガン

前方に弾を発射できる。

スペシャルウェポン

シールド

前方にシールドを展開

できる。

エンジン

トライエンジン スザク

3段変速が可能なエン

ジン。

エンジン

デュオエンジン ベンヌ

2段変速にすることで操作

しやすくなったエンジン。

サブウェポン

ショットガン

射程は短いが扇状に強力な

弾丸を発射できる。

スペシャルウェポン

チャージボム

チャージすることで大きさ

と射程を変更できるボム。

メインウェポン

レーザーガン

前方にレーザーを発射できる。

ターゲットマーカー

攻撃すべき対象をマー

カーで知らせてくれる

装備。

パワー減少率10%削減

メイン、サブウェポンの

消費を10%抑えること

ができる装備。

追加スロット用パーツ
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敵キャラクター・メカ紹介
EV-H18 ライノ

ベストセラーの多目的

重機。ジョイントパーツ

の豊富さとタフなボディ

から、土木、運輸、建設な

ど、あらゆるシーンで使

われている。

CV-A103 フラミンゴ

多関節式姿勢制御翼を搭載

した実証試験機。開発中の

機体ため、概観から見て取

れる以上のスペックは不

明。航空ショーで発表され

たものと比較すると、武装

とエンジンはかなり手が加

えられているようだ。
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強盗犯
ジャック

強盗犯
ジャック

ハッカー
ティニー

ハッカー
ティニー



DD-C173 キラーモス

FG-I07 オルカ

クラーケン造船の軍用潜

水飛空挺。水の抵抗を考慮

した流麗なフォルムと収納

式のアームが特徴的で、左

右のスクリュー付きの水空

両用エンジンを兼ねたミサ

イルは、桁外れの高威力弾

頭を備える。

軍用型、商用型ともに大

成功した傑作機。最大で

大型コンテナ7個という

クラス最大の輸送能力を

持つ。見た目に反して運動

性能はかなり高い。
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テロリスト
ガーナ

テロリスト
ガーナ

武器密売犯
セラム

武器密売犯
セラム



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

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、XboxLIVE 

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。

Xbox LIVE を利用するために

保護者による設定

Xbox LIVE

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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サポート情報

ギンガフォース公式Webサイト
http://gingaforce.qute.jp/

お問い合わせ先
有限会社キュート カスタマーサポート
E-mailアドレス cs-support@qute.jp

お問い合わせのメールは24時間受け付けており
ますが、回答は弊社営業日となります。
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