


コナミ完璧攻Kシリーズ 

プレイステーシ 

Jリーグ実況ウイニングイレブン’97公式完全ガイドブック 
幻想水滸伝公式ガイドブック完全版 
ライトニングレジヱンド〜大悟の大冒険〜公式完全ガイドブック 
プリーディングスタッド〜牧場で逢いましよう〜公式完全ガイドブック 
悪魔城ドラキュラX〜月下の夜想曲〜公式完全ガイドブック 
実況パワフルプロ野球’97開幕版公式完全ガイドブック 
パロウォーズ公式完全ガイドブック 

幻想水滸伝公式完全ガイドブック 
コナミアンティークスMSXコレクションvdl公式完全ガイドブック 
アザーライフアザードリームス公式完全ガイドブック 
みつめてナイト公式完全ガイドブック 
ツインビーR PG公式完全ガイドブック 
実況パワフルプロ野球’98開幕版公式完全ガイドブック 
ブリーディングスタッド2公式完全ガイドブック 
メタルギアソリッド公式完全ガイドブック 
まじかるめでぃかる公式完全ガイドブック 
実況パワフルプロ野球’98開幕版サクセスモード公式完全ガイドブック 

セガサターン 

ときめきメモリアル〜forever with you〜完全ガイドブック 
ボリスノーツ公式完全ガイドブック 

NINTEND064 
実況」リーグパーフエクトストライカー公式完全ガイドブック 
実況パワフルプロ野球4公式完全ガイドブック 
実況パワフルプロ野球4サクセスモード公式完全ガイドブック 
がんばれゴエモンネオ桃山幕府のおどり公式完全ガイドブック 
実況パワフルプロ野球5公式完全ガイドブック 
実況パワフルプロ野球5サクセスモード公式完全ガイドブック 

実況パワープロレスリング ’96-MAX VOLTAGE-公式完全ガイドブック 
実況パワフルプロ野球3’97春公式完全ガイドブック 

ブレイステーション、セガサターン両対応 

ときめき；!モリアルドラマシリーズV0I.1〜釭色の青春~公式完全ガイドブック 

がんばれゴエモン黒船党の謎公式完全ガイドブック 
悪魔城ドラキュラ〜漆黒たる前奏曲〜公式完全ガイドブック 
パワプロGB公式完全ガイドブック 

NK131 

コナミ完璧攻略シリーズ㉝ 
みつめてナイトR大冒険編 

公式鞋ガイドブック 
定価：体1500円| +税 

1998年12月30日第1刷発行 

発行/コナミ株式会社 
発売/株式会社双葉社 
〒162-8540 
東京都新宿区東五軒町3-28 

ISBN4-575-16137-3 

C0076 ¥1500E 111111111111111 
9784575161373 

定価：[；本体1500円]+税 

1111111111111111111 
1920076015007 

双葉社 
©1998 KONAMI ©1997 RED 

•「みつめてナイトR大爾険編』は、コナミ株式会社の商標です。 
"ふ’'and "PlayStation" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. 



『みつめてナイトR大冒険編 
のすべてを盛り込んだ、 
プレイヤー必携の1冊。 

¥プレイまえのキミは 
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〜シナリオ攻略〜」。ひと目でわかるフローチ 
ヤート、イベント詳細、デート情報を網羅！ 

▼衣装が全部集まらない…… 
あの_はどこにある？このアイテムって？ 
このモンスター強いけど……。ちょっと調べ 
たいときに使える「第4章〜データ〜」。 
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この章では、恋愛度 

や戦闘についての知 

識などゲームを始め 

るにあたって最低限 

知っておきたいこと 

をまとめてある。こ 

みつめて 
t>1bR> 

大冒険編 



ゲームの目的 
『みつめてナイトR』は表向きには、いわゆるフツーの 

RPG。だが、じつはそれだけではないのだ！ 

表の目的：『星の涙』探索行 

したオルカディア王(姓命を救う 
た竣，『星の涙』と呼ばれる治療薬を手に 
A«! Jというのがプレイヤーに与えら 
れた使命だ。数々の困難を乗り越え、強敵 
を倒pつつ冒険を進め、最終的には『星の 
表J.:%手に入れて国王を救うのだが……〇 

► r星の涙jとはいかな 
*存在なのか？それす 
.6もわからないまま探索 
行はス卜する…… 

◄昏倒した王を救う 
ことができるのは、 
『星の涙Jという名 
の治療薬だけだ！ 

►街の外ではモンス 
ターたちが主人公を 
待ち受ける。頼れる 
のは己の剣のみ 

裏(？)の目的：お気に入0の女の子と冒険を楽しむ 

じつは『星の涙』探索行には女の子の協 
力が不可欠だ。これにはいろし、ろな理由が 
あるが、それはこの際問題ではなUとに 
かI、女の子が一緒ということが肝/[>„し 

旅先ではデートだってでぎるのだ！ 
こんな冒険が楽しくないわけないだろ？ 

►冒険に連れていけ 
る女の子はふたり。 
いわゆる両手に花状 
態ってわけだ！ 

一緒に旅立つ 
5人の女の子たちV 



相性とは？ 

冒険に連れていける女の子はふたり。し 
かし、一方の女の子に優しくしていれば他 
方はジェラシーを感じるだろう。そこでこ 

の相性が登場する。女の子同士が仲が良け 
れば、ジェラシーによる傷は浅くてすむ。 

女の子同志の相性表， 

だが、悪し鴻合は大きく傷つき、ときには 
ケンカにまで発展することすらあるのだ P 
ほかにもイベントのクリア条件や三位一体 

魔法（後述）の^^^^などにち影響する 
ので' よく考えて女の子を選ぼう。 

〇…良い△…普通X…悪い 

ソフィア △ △ 

ライズ X 〇 △ △ 

八ンナ 〇 〇 △ X 

レズリー 〇 △ △ X 

リンダ △ 〇 X X 

恋爱度と相性 
才トメゴコ□と秋の空。ここでは女の子の恋愛度と、女 

の子同士の相性について説明するぞ。 

恋愛度とは？ 

女の子にはそれぞれ恋愛度というノラメ 
一夕が設定されている0これがキミに対す 

る女の子の気持ちを表してし、るわけだ。恋 
魏はSW)に会言绅でどのよう 
なコメントを選んだか、によつて増減され 

る。恋愛度が高いと女の子からデートに誘 
ってもらえるし、合体魔法も使えるように 

なる。また、イベントの発生条件にも関わ 

るし、もちろん女の子との八ツビーな結末 

を迎えることだって可能なのだ。 

▼I度は数値で見ること 
はできないが、みつめてモ 

Iドの#r#でだいたい知る 
ことができる 

►女の子との会話で気に入 
られるようなコメントを選 

ベば、彼女の！^ちはキミ 
へググッと傾くのだ 



□一カルマップ•モード 

プリントステーション 

宿屋などに設鼸されているプリ 

ントステーションではセーブや 

□ー ドのほかに記念撮影をする 

ことも可能。これはいわゆるプ〇クラみたいな 

もので、設臞されている数だけフレームが用意 

されているのだ。見かけたらパシパシ撮ろう。 

◄写真を撮ると 
きは、キミのお 
気に入りの衣装 
を着せよ9! 

つめてナイトRJのメインとなるの 
が_□一カルマップ.モードだ。このマ 

ッ_^作はいたって簡単。方向キーで 
キ邐^クターを移動、〇ポタンで人に話し 
か!;^り宝箱を開けたりできる。ゲームの 
セーブや□ー ドちこのマップで行なうそ。 

◄街では施設を利用 
したり、人々に括し 
かけて情報を集めた 
りできるのだ 

►ドベントが発生するの 
潘このマップ。とにかく 
ゲーム中のほとんどがこ 
のマップで進行するのだ 

►ダンジョンにはモ 
ンスターが灌んでい 
る。遭遇すればもち 
ろん戦翮だ！ 

「t-ブ 
& 

□ -K 

Iゲームのセーブ及びロードを行 
:なう。セーブはメモリーカード 
:1枚につき3つまで。 

88念摑影 
•写真フィルムを持っている場合 
:のみ記念撮影ができる。撮った 
:写真はアルバムに保存される。 

フレームが変化d 一S ) 



ワールドマップ•モード 

ばないとモンスターが襲つてくるのだが、 

恋麵の増減はない。 

◄一度通った街道は 
次回からスキップさ 
れ、ローカルマップ 
に移行する。便利！ 

□—カルマップの外に出ると、このワー 
ルトフップ•モードに切り替わる。このモ 
-ドは雜マップと街道のふたつに分かれ 

ており、全体マップで目的地を指定すると 

街道_ラする。街道では目的地に到着す 
るまでの間、女の子との会話が発生し、こ 
こで女の子を上げるのがこのゲー 
ムのセォU-だ。なお、会話中の選択肢に 
は時間制限がある。時間内にコメントを選 

—ワールドマップで 
恋愛度を稼ぐ方法 

xボタンを押すと出る「引き返す」といろ 

コマンド。これを使うと出発点に戻され、 

再び街道を通らなければならない。だが、 

会話のチャンスが增えるということでもあ 

る。つまり、街道を行ったり来たりしてい 

ればおのずと恋愛度は上がるというわけ。 



安息日の過こしかた 
卜ができなければ面白さは半減、いや9割減という 

ものだ。そこで確実にデートできる方法を伝授しよう。 

デートを発生させる条件 

デートの発生には湖ljがある0まず、デ 

一卜はシナリオ進行によって発生するタイ 
ミンクがある。このタイミングは意外とシ 

ピアなので' T1己瞭ゃシナリオ職を参 
考にして確認しよう0また、現在位置も重 

要だ。タイミングが合っていても見当違い 
の場所にいれば発生しない0そして恋愛度 
が65以上の女の子がノてーティにいること0 

このゲームでは女の子がキミにデートを申 

し込むため' この条件は大前提なのだ0 

★安息日が発生する期間とデート可能な女の子'^ 

場所 期間 詳細ページ 

パルメ村 〇 〇 〇 〇 rvs醜鬼」 
〜フ□-レへのワ-ルト•マップに入るまで 94 

フローレ 〇 0 0 〇 〇 フローレ初肪 
〜「メンタルキューブ」まで 106 

ミッドモネー 〇 〇 〇 〇 X r メンタルキューブ」 
〜「捕薛船」まで 109 

カレニア環礁 〇 X 〇 〇 〇 カレニア環礁初訪 
〜「ノエルの正体」まで 116 

オルカディア 〇 〇 X 〇 0 
「赤飛行石の欠片」 
〜「カレニア環應再訪」まで 119 

ドリフの森 〇 〇 〇 〇 X 「鳥の背中に乗って」 
〜「東の大陸へ」まで 126 

ケープ11バー 〇 1 〇 X 〇 〇 r*の大陲へ」 
〜「ラクダ購入」まで 135 

テイクバード X X 〇 X 〇 「巨神像の鍵入手」 
〜「巨神像起動」まで 153 

アンダビ 〇 〇 〇 X X アンダビ初肪 
〜「暗黒都市ダイ灌入」まで 159 

ダィ 〇 〇 〇 0 〇 「水の都ダイ」 
〜リトルミンチ初肪まで 175 

▼ちよつとでもタイミング 

を逃すとデ—卜は発生しな 
い。またi度が高い女の 

子がいない！も！！：*だ 

►デ—卜が起こる安息日は 
目の胸三寸で決められ 

るという噂だが……そんな 

いい加減なものではない 



デートの約束を取りつけるには？ 

/デートに誘われたときの恋愛度の增減'1 

付き合う_ f +2 I_+2 

断ゎる [ -6 1" -4 | -6 丨 一6 

デート中の行動 

デートが成立したあとは自動的に進行1し *ブティックでの選択肢と恋愛度の増減^ 

ていく。ときおり選択肢が表示されること 

があるが、選んだコメントによって麵 :;===:::::: 

やデート.コース應匕するので' 减は •選ばなし、.(一 

►ブティックでは、 
どちらかの衣装を選 
ぶこと。恋愛度が下 

◄相手や場所によつ 
てさまざまな選択肢 
が発生。女の子の機 
嫌を損ねないように 

さて、デートが発生する条件がすべて揃 

ったら宿屋に泊まろう。そしてreij室に泊 
まる」「夜更かしする」を選択する。する 
と、女0?讲ミ娜屋に訪れて、デート 

に誘ってくるはず。あとは附き合う」を 
選べばめでたく成立。翌日には楽しい時間 
が待つているだろう0 

恋愛度65以上の女の子がいる 

宿圈こ泊まる 
▼ 

rs陧に泊まるj —獅かしするjを姗 

女の子がデートを申し込んでくる 

付き合う/断わる 

八 
「付き合う』を醐 「断わるJを選択 

翌日のデートへ 翌々日へ 

►ふたりと^^度が65以 
上のf 口は、デ—卜$し 

込んでくる女の子がランダ 
ムで選ばれる 



( キヤラクターチェンジ 
1 出会いがあるように別れもある。ここでは女の子と別れ 

るための方法や条件について説明しよう。 

-rr—T キャラクターチェンジとは 

キャラクターチェンジとし、うのはその名 

の通り' 冒険の途中で女の子を交代させる 
ことだ。キャラクターチェンジを行なうに 

は、特定のイベントを発生させなければな 
らない。条件はシビアで、各女の子で必要 
なイベントが違うし' シナリオ進行に沿つ 
た発生時期（下記の表を参照）もぁる。さ 
らに、キャラクターチェンジは1回のプレ 

イにつき1度しか発生させられなしYDだ。 

★キャラクターチェンジー覧'^ 

◄特定のイベントを発生 
させ、さらにイベント内 
の条件を満たすと成立！ 

►成立後は自動的にオル 
カディアへ戻り、ほかの 
女の子をスカウトする 

別れるキャラクター 場所 イベント名 詳細ページ 

ソフィア フ□ーレ スカウト 105ページ 

ライズ アンダビ 負傷したライズ 158ページ 

八ンナ テイクパード ホームズ〜その1〜 139ページ 

レズリー ケープリパー レズリーの伯父さん 134ページ 

リンダ フローレ 美人コンテスト 105ページ 

キヤラクターチェンジのメリツト•デメリツト 

さて、そうまでしてキヤラクターチェン 
ジを行なうメリツトとはなにか？それは 
キヤラチェンジでしか手に入らなしやK着を 

入手できることだ。ただ、交代後は別れた 

女の子に依存するイベントが起こらなくな 
るというデメリットもある。結局、-m- 

短なので、水着を優先するかあるし、はイべ 

ントかを状況に応じて判断するしかない。 



戰闢闐連 
戦いというのは、チヨットしたコツを知れば楽になるも 
のだ。ここでは戦闘の定石につし、て解説しよう。 

ステータス 

「敵を知るには己から」というわけで、 
まずはステータスの意味を理解しよう。各 

能力の詳細については右記の表を見てもら 
し、たい。なお、レベルアップで上昇する能 
力はHP、MP、攻撃力、防御力の4つ。 

そのほかisawには装備品で増減する。 

►体力などの基本能 
力はアイテムを使え 
ば上昇する。ただ、 
運だけは上がらない 

I酬が-定に運するとUP。UPすると各能か!もUPする 

生命力。戦H中に0になると戦H不能状態になる 

魔法能力値。魔法を使用すると滅っていく 

この数値が高いとレベルアップ時のHP最大值増加•が多 
くなる。また、敵の物理攻擊によるダメージが滅少 

この数値が高いとレベルアップ時のMP鼉大值増加置が 
1多くなる。また、敵の»去攻擊によるダメージが減少 

この数値が高いと物理攻擊の威力が上がる 

この数値が高いと魔法の威力が上がる 

この数値が高いとクリティカルヒットが出や 
1すくなり、ステータス異常になりにくくなる 

武器による物理攻擊の威力。腕力が影霤 

敵の物理攻擊によるダメージを軽滅する。体力が影響 

»の魔法攻擊によるダメージを軽滅する。気力が影響 

この数値が离いと行動の順番が早くなり、 
逃走が成功しやすくなる 

1この数値が高いと敵が攻擊をミスしやすくなる 

ステータス異常 

敵の攻撃を受けたり' wonrcmmm： 
傭してし^ると一定確率でステータス異常が 
起こる。また、表には含まれてし、ないが、 
h pが〇になると戦闘不能になる。戦闘不 
能はアイテムで回復可能だ。 

►すべてのキヤラク 
ターが戦翮不能にな 
るとゲームオーバー 
だ。注意せよ！ 

麻痺 数ターンの間、行動不能になる。魔 
法かアイテムで回復する。 

1ターンごとにダメージを受ける。 
魔法かアイテムで回復する。 

魅了 数ターンの間、敵を攻擊できなくな 
る。戦翮終了後に自動回復する。 

混乱 数ターンの間、敵味方をランダムで 
攻*する。戦翮終了後に自動回復。 

眠り 数ターンの間、行動不能になる。ダ 
メージを受けると回復する。 

魔封 数ターンの閏、魔法が使用不可能に 
なる。戦闘終了後に自動回復。 



えていると、さらに強力な三位魔法を 
使える。ただし、三位魔法は恋凌魔法 
の2倍のチャージが必要だ。 

ピュアブライトネス 3人全員 
アイスシュート 3人全！！ 
トリプルインフェルノ 3人全貝 

t三位一体魔法使用基準埴t 
ソフィア&ライズ 160 

ソフィア&八ンナ 130 

ソフィア&レズリー 130 

ソフィア&リンダ 150 

ライズ&八ンナ 130 

ライズ&レズリー 150 

ライズ&リンダ 140 

八ンナ&レズII一 150 

八ンナ&リンダ 170 

レズU—&リンダ 170 

合体魔法 

恋愛魔法は恋愛度80以上の女の子がい 

るときだけ使える超強力魔法だ。ただし、 
いつでも使えるわけではなく、戦闘を16 

ターン以上（複数の戦闘をまたがる）驅 

させてチャージしなけれI式ならない。また、 
ふたりの女計が鱗値雄 

★恋愛魘法★ 

へフンス:ゲート ソフィア 
シャインブレース ライズ 
パーニング八一卜 八ンナ 
ダブルインパクト レズリー 
□マンススクIJーン リンダ 

三位一体鼸法 

戦闘のセオリー 

このゲームは魔法が極めて強力なので' 

戦闘ではM Pをケチらずに行使するのがポ 

イントだ。ダメージを受ければ結^、回復 
にMPを使うことになる。だったら、さっ 

さと魔法で敵を倒したほうが合理的という 
わけだ。また、魔法をガンガン使うために 
もMP回復アイテムを常備しておきたい。 

’戦闞で役に立つ颼法 ★ 

一文字斬り 主人公 
兜割り 公 
ス1'ームプリンガー 公 
プレシズ•ヘル ライズ 
ツパメ返し ライズ 
檐投げ 八ンナ 
レズリーインフIルノ レズU— 

ガードロボ IJンダ 

►1、三位|体1とも 
に発動させなければ次の戦 

Bに持ち越せる。よつて、 
ボス戰に温存できるのだ 

◄強力な1を持たないソ 
フイア&ハンナだと苦#す 

ることに。キヤラ選択は魔 
法もiに入れよう 

►敵の受けるまえに 
1で全滅させるのが理想 

的。そのためにも装fな 
どで秦早さを高めておこう 



勲章魔法について 

勲章魔法とは、所持しているだけで特殊 
な魔法が使えるようになるとし、う便利なア 

ィテムだ。ただし' 勲章魔法自体の取得条 
件が^常に厳しいため、知らないとまず手 

に入れることはでぎない。また、ダミーの 

勲章魔法もあり' 入手しても魔法が増えな 
しVfoのもある。そこで、下記にすべての勲 

章魔法の入手法と効果を掲載した。ぜひ、 
参考にしてもらしVdA 

★各勲章の取得条件t 

◄勲章魔法は基本的には 
ボス戦で入手できる。た 
だし、条件がツライ 

►勲章魔法「ストームブI 
リンガー」は恋爱魔法にI 
匹敵する攻擊力を誇るぞ' 

エメラルドの動章 フランク敝で主人公がトドメを刺す 500Gもらえる 

ルビーの麟 ヴァンパイア載でハンナが「楠投げjの 
魔法を使い、主人公がトド.メを刺す 

主人公が「マジックシールド」の魔法を 
使える上ラになる 

ァメジス抑章 サイクロブス戰で主人公の魔法でトドメ 
を刺す 主人公の腕力が5 UP 

アクアマリンので スキユラ戰で主人公が防御を使わずに勝 
利する toパートナーの想愛度(+10) 

トパーズの麟 グリフオン戰でレズリーの魔法を使い、 
主人公がトドメを刺す。 

主人公が「ストームブリンガー」の魔法 
を使えるようになる 

ブラックオニキスの章 グリフオンライダー敝で主人公が「スト 
ームブリンガー」でトドメを刺す レズリーの恋愛度（+5> 

ラピスラズUのIRd章 ジャイアントスラッグ戦でリンダの魔法 
を使い、主人公がトドメを刺す 

主人公が「バブルバインKJの魔法を使 
えるようになる 

細の麟 スフィンクス戰でライズの技を使い、主 
人公がトドメを刺す ライズの恝爱度（+5) 

ダイヤモンドの鴨 ダイのダークプリンス戰でソフィアの技 
を使い、主人公がトドメを刺す ソフィアの®愛度(+10) 

主人公の成長について 
このゲームでは主人公の成長が外的要因である 

ことが多い。女の子たちが装備品で攻擊力や防 

御力が上昇するのに対し、主人公のそれは特定 

のイベントで上昇する。勲章魔法もそうだが、 

その手のイベントを見逃していると、いつまで 

経っても大幅なランクアップは望めないのだ。 



女の子のコーディネートでちっとち簡単 

なのは、キミの趣味に合わせることだ。だ 
が、モンスターとの戦闘や女の子^持ち 

を考えると、そうも言ってはいられない。 
そこで、し、くつか®テーマを設けて衣装を 
選ぶことが重要になつてくるのだ。 

防御&抗魔重視型 

敵からのダメージを減 

らしたい場合は、防御 

ゃ抗臞の上昇率が高い 

ものを装備させよう。 

なお、モデルは防御重 

視の組み合わせだ。 

上半身：怨念の銷 

(アイテム•装備品について J 
I さまざまな衣装で女の子を彩るのはこのゲームの楽しみ 

のひとつだ。ここではコーディネートの要点を考えよう。 J L 

装備の方針 

魅力重視型 

魅力の高いリンダやソ 

フィアは、防御力を上 

げるよりも魅力をさら 

に強化して回避率を高 

めたい。かなりの確率肩 

で攻撃を避けるそ。 

上料 包帯 

■R# スポーツブルマ 

MS 怪獣スリッパ 

€■1 む〇ちりとした盾 @ 

恋愛度重視型 

装備品には恋愛度を上 

昇させる効果もある。 

デートなど恋愛度に関 

係するイベントを発生 

させたいときは、上昇 

率の高い衣装で。 

シンデレラのドレス/ 

ガラス_ J 
MB 画用舰盾 9 

►状況に応じたnIディネ 
|卜$えよぅ。とはいえ 

衣装が少ないWIでは' そ 
ぅ|つてられないが…… 



みつめてモード0 Nで装備変更を行なった 
場合は、そのコスチュームに対する女の子の 

感想を聞くことができる。この感想は装備に 

よる恋愛度上昇に直結しているので、これを 

参考にコーディネートしていくと便利だ。 

みつめてモードの 
ON/OFF 

一 

アイテム•装備品の入手方法 

装備品やアイテムは、購入するかあるい 
はから入手する。ここでは宝箱につい 

て少々説明しておこう。まず、宝箱は鍵を 
持ってし你いと開けられない。そして、箱 
の種類に応じた鍵が必要だ。宝箱は全部で 
4酬。どの雜にどの鍵が対応している 

かは、下記の表を参照してくれ。 

★宝箱の種類とそれに対®する箱 

ザルドス大陸 ソイレント大陸 

圓B 
•衣装箱（赤） 

•ガブリエルの鍵 國H 
•衣装箱（茶） 

•ウリエルの鍵 

■b •医療箱（嫌） 

•5カエルの鍵 圓B 
•医療箱（紫） 

籲ラファエルの鍵 

►感想は現在のi度やチェックし 
た部位によつてi化する。いろい 

ろなトコロをチェックしてみよぅ 



周回数について 
周回数という言葉から連想できるものはひとつ。そう、 
このゲームは繰り返して遊ぶほど面白さが増すのだ！ 

周回数が与える影響 

こpゲームは基本的に' 偶数周か離觸 

かによって管理されており、それによって 
ふたつの大ぎな違いが出てくる。まずはイ 

ベントや宝箱で入手でぎるアイテム、装備 
品が変彳匕すること。そしてもうひとつはエ 
ンデイングが変わつてしまうことだ。 

の〇周目という表 
示が、現在のキミ 
の周回数なのだ 

:謙^^^: 
——2周目のプレイー 

2周目のプレイでは女の子の恋愛度と装備 

品を継承される。だから、1周目よりもプ 

レイ時間は短縮、おそらく10時間はかから 

ないはずだ。それに恋愛度が高くなければ 

発生しないイベントも見ることができる。 

◄ほとんどの衣装箱は 
中身が変化する。この 
ため、衣装は1周では 
集めきれない 

3周目以降のプレイー 

3週目以降は恋愛度と装備品に加えてレべ 

ルと能力値、それに所持金も継承される。 

とくにレペルアツブと資金繰りから開放さ 

れるのは大きい。装備集めやイベントの発 

生に没頭できるからだ。 



大 
日 

険 

この章では一緒に旅 

立つ5人の女の子の 

紹介と、パートナー 

と して見た彼女たち 

の傾向をまとめてみ 

た。また、ワールド 

マップでの会目舌対策 

も完璧に掲載してい 

るぞ。これで女の子 

たちの八一卜はキミ 

のちのだッ！ 



『刻の漏』継承者リスト 
の見かた 

『刻の涙』継承者リストは、大きく分けて3つのブ 
ロックで構成されている。まずは各ページの見か 
たをしっかりと頭に入れておこう。 

女の子紹介のページ 

このページでは、女の子に関 

するプ□フィールや簡単な紹介 

を行なっている。掲載した情報 

は女の子の人となりをつかむ程 

度にとどめているので、あとは 

一緒に冒険に出て直接、感じて 

みてほしい。また「出会い」で 

は、初めて会話したときの簡単 

なエピソードとほかの女の子に 

対する印象などを、r〇〇と過 

ごす安息日」ではオススメのデ 

一卜などを紹介しているそ。 

データのぺ ジ 

女の子のさまざまなデータを 

掲載したページだ。左が女の子 

の冒険者としての力量を分析し 

たページで、初期能力や覚える 

臞法のリストを掲載。また、恋 

愛度を測るパ□メータ「みつめ 

てモーKJの背聚についても触 

れている。右ページは女の子の 

好きな衣装について主に掲載。 

また、恋愛度が上昇する衣装を 

3種類ずつピックアップしたリ 

ストも活用してもらいたい。 



会話のページ 

さすがです！ さん。余裕でしたね。 パートナーとの 
パ-ぬ 交のn Srxt<01 備考 

戦闕後に発生。 〇 ソフィア パ-トナ■ ソフィア パ-トナ- ソフィア パ-トナ- パートナーから見 

たソフへの相 

値が変ftrる。 

•ソフィアがいれば楽勝 
•[パートナー〕がいれば10 
•二人がいればいつも楽勝 

+2 

❻ 
土 0 

±0 

土 0 

+2 

❾ 
±0 

±0 

土 0 
〇 
土0 

-2 

?0 

ワールドマッブでの会話で発生する選択肢と、 

それに対応した恋愛度の增減を掲載したページ。 

おそらくもっとも使用頻度の高いページだろ*5。 

表の見かたは以下の通り。 

〇……女の子の質問内容 

〇……その質問が発生するための条件 

〇……質問に対するコメント 

0……霣問を提示した女の子の恋愛度の堆減 

〇……もう一方の女の子の恋愛度の増減 

〇……恋赖ゃ相性にょって恋愛度增減卿匕 

する場合の条件 

0……その選択肢に対する備考 

なお、質問は基本的にゲーム中に発生する順番 

で並べている。また、原則的に同じ質問は二度以 

上発生しない。ただし、戦闘後の会話のみ例外で 

戦闘が終了す5たびに発生する。 



呑ん/£ぐれの父親をもつソフィアは、 

アルバイトで家計を支えるしっかり者。 

性格は通厚でおとなしいが、そのためち 

よづと引っ込み思案なところも。現在は 

父親が決めた婚約者がいる。 

Profile 
誕生日12月10日 
年 齡15饞 
家庭環境元騎士団Mだった父親はテロ搴 

件に通い、足に大怪我をして退 
役。以来、酒に溺れる毎日。ま 
た、病弱で■込みがちの母親と、 
幼い弟がひとりいるため、ソフ 
イアがアルバイトで家計を支え 
ている。 

趣味歌を唄うこと、麵台鑑霣 
好きな物可8らしいアクセサリ_、クッキ_ 

好きな服夢のある® 

Front Rear 



ソフィアとの初めての会話では、彼女がアルバ 
イトを5つもこなしていること、舞台女優を目指 
していることなどを聞くことができる。ただ、彼 
女は恋愛度によって会話内容が変化するので、初 
ブレイ以外では少々展開が変わる。 
ソフィアはその温厚な性格からか、とくに嫌い 

な女の子というのはいない。また、ほかの女の子 
からの印象もわりといい感じなので、誰と組んで 
も，0配はない。ただ、ライズだけはソフィアとど 
うしても馬が合わないようだ。 

• • •ソフィアとの出会い• • • 



• • #ソフィアのデータ••籲 

•初期能力# 

1 HP 400 

3フ 気力 71 

55 運 51 

53 恋愛度 40 

ソフィアは気力が抜群に優れているので、敵の 
魔法ダメージを受けにくく、MPの成長率が高い 
という特徴を持つ。また、魅力がリンダに次いで 
高いので' 魅力が上昇する衣装を着せて回避率を 
高めるといい。修得魔法は補助，回復がメインだ 
し、腕力の低さから剣攻撃には期待できない。よ 
つて、戦闘時はサポート役に徹することになる。 

•修得魇法# 

名称 
ヒール 1 5 ブリザ 7 15 

ラ•ヒール 10 25 スリープクラウド 1 20 

ダ•ヒール 30 60 パミル 8 15 

ヒーレス 15 40 パミレス 19 35 

ラ•ヒーレス 25 60 スポットライト 4 10 

キュア 5 10 ラブソング 14 15 

ラ•キュア 20 20 ハッピーハ5ング 24 35 

フレア 1 10 ヘブンズゲート 恋愛 0 

0C麵 



• • •ソフィアの好きな衣装 • • 

ソフィアは夢のある服が好きだという。夢の 
ある服……なかなか抽象的な意見だが、基本的 
には童話などに出てくるヒロインが身に着けて 
いる服だとか、異国風の服などをチヨイスすれ 
ばOK。また、可愛らしいデザインの服も軎ば 
れるぞ。逆に、露出度の高い服にはあまり良い 
印象を持たないようだ。 

◄指輪や飾りなどの 
アクセサリー系では 
安っぽいモノを好む 
傾向にあるぞ 

全身装備 ペンギンの服（靴付）（+5) シンデレラのドレス（+4) 魔法の□ーブ（靴付）（+4) 

上半身装備 学芸会の鎧（+2) カラテシャツ（+1) 初恋の鎧（+1) 

下半身装備 フリルスカート（+1) しましまのパンツ（+1) ルーズブルマ（+1) 

靴 ガラスの靴（+2) パレエシューズ（+1) 怪獣スリッパ（+1) 

盾 画用紙の盾（+2) 法皇の盾（+1) 一目惚れの盾（+1) 

腕輪 銀紙の腕輪（+2) 神算鬼謀の腕輪（+1) 恥じらいの腕輪（+1) 

指輪 おもちゃの指輪（+2) 告白の指輪（+2) ブレイズ.リング（+1) 

飾り こよりのネックレス（+2) チャンピオンベルト（+2) ときめきのペンダント（+1) 

ペンギンの服靴付 

来来来奈来来来来来糸来糸来来糸来来来奈来来糸糸 



• • •ワールドマップの会話 
ソフィアとのワールドマップでの会話は、かなり 

ベーシック。彼女自身の意見に同意するような受け 
答えをしていればだいたい0Kだ。ただし、お金を 
大切にしないようなコメントは御法度なので、カジ 
ノのことを聞かれたときは、「興味がない」と答え 
ておこう。また、好きなブランドについて聞かれた 
ときは「クローリー」と答えればいい。 

次は:: ですね。 

ソフィアの話にうなずく 
[パートナー〕の話にうなずく 

I •どちらの意見も聞かなし; ±0 —士〇 

基本的に、次の目的地に対する会括で発生する 
は同じ。ただし、rフローレjと「ケー 

プリパー」へ〇«1«では、ソフィアの括(こうな 

フローレでの拡張 

舞台をみてみたかつた…好きですか、それとも'鹤ないですか 
ソフィアリ(•トナ-漏ケープリバーでの拡張 

•歌劇ってなに？ 
•一緒に見に行こうか？ 
•興味ないな 

Sm. Ml 
もう、大好き、目がない、やりまくる 
とくに興味ないな 

•ソフィアはど5? 

-2 | 土0 

+ 1 

土 0 

I ±0 

)1 ±0 

さすがです！ 00001 

戦鬪後に発生。 ソフィア パ-トナ- ソフィア Fトナ- ソフィア「パ-トト パートナーから見 
•ソフィアがいれば楽勝 +2 土 0 +2 +2 -2 たソフィアへの相 
•〔パートナー〕がいれば楽勝 士〇 +2 -1； +2 -2 +2 性^SSCDigS 
•二人がいればいつも楽勝 ±0 土 0 土 0 | | ±0 ±0 士〇 <勖衝Wる。 

I戦闘後に発生。HPが10%未満の仲間がいる_ソフィアパ-トナ-ソフィアパ-トトソフィアパ-トナ-パートナーから見 



すこし疲… 

ソフイアのM Pが100〜76% or 〜76% or 75〜26%「ノフ• 

選択肢は発生しない 

、私の気分ですか？ちよつと…疲れてしまいました。 

ソフィアのMPが25%以下 

•よし、休もう +2 土 0 

•頑張れ 土 0 ±0 

•まだやれるはずだ -1 -1 

なんか、体がだるくて…。とてもつらいです……。 

ソフィアが毒状態の場合 ソフィア:パ-トナ- 

•大丈夫かい？ 
•毒に違いない、すぐに治そう 
•平気、平気、気のせい、気のせい 

±0 ±0 

+2 土 0 

-1 | -1 

この服。私に似合て 

なし ソフィア パ-トト ソフィア1パ-トト ソフィア パ-トナ- 

•うん、すごく似合ってる +2 士〇 +2 ±0 +2 -2 

•う一ん、ちょっと変じゃない？ -2 ±0 
一2 

±0 一2 +2 

•ファッションの事は良く分からない ±0 ±0 ±0 1 土 0 士〇 土 0 

すごい嵐ですね、無事に淆けるでしよう か…0 etc 

59®の風景についての会話 ソフィア パ-トナ- 

選択肢は発生しない 旧 
mmmm 

±0 

土 0 

士〇 

•舞台つてなに？ 
•あまり興味がない 
•ある。夢があつていいよね 

士〇 
-2 

+2 

士〇 
土 0 

±0 

なし Pフィァん卜 f?自分もクッキーが好き」を選ぶと派生 ソフィア1 

■ 
パ-トナ- 

•クッキー以外ならなんでち 
•自分もクッキーが好き 
•とくにない 

-2 ! 

土 0  土0 a 
当に好き 

「ゃっばり、ぅそ 
|君が好きなものならみんな好き 

士〇 
±0 

+2J 
土 0 

土 0 

土 0 

いつか私と舞台を見に行きませんか？ .いつか舞台で歌えたらって夢があるんです。連い夢で… 

•そうだね、いつか行こう 
•行きたくない 
•ほかのところなら行きたい 

ソフィアリ■(-トナ 

•夢じやないさ 
•ちよつと夢物語だ 
•こんど闉かせて .=, ±0 J ±0 

rpじやないさ」を選ぶと派生 パ-トナ- 

•願い統けてればいつか叶うよ ±0 ±0 

•自信がないなら止めたほうがいい -2 土 0 

•努力していつか自信をつければいい ±0 

さんが大切にしているもの、好きな物って何ですか？ 

なし ソフィア パ-トナ- 

•衣装の収集 ±0 ： 土 0 

•妹の笑顔 土 0 土 0 

•ソフィアの笑顔 +2 士〇 7の笑顔 +2 ±0 ■ 

-〇 



具体的にい5とどんな性格が好みなんですか？ ナー<D 
— 

ハート rSiM'pilg] _ 
「性格のいい女の子が好み」を进ぶと派生 ソフィア 卜t- ソフィア パ-トナ- ソフィア Fトナ- 

-稟面目で優しい女の子 +3 一3 +3 一1 +3 ±〇 
•〔パートナーのタイプ] 一3 +3 -3 +1 一3 ±0 
•〔第三者のタイプ） 一2 -2 -2 -1 一2 1±〇 

is gZpflpig； 
團 

「見た目のいい女の子」を選ぶと派生 ソフィア パ-トナ- ソフィア パ-トト ソフィア パ-トナ-, 

•髮が畏くて美人 +2 -3 +2 一1 +2 
-〔パートナーのタイプ] -3 +3 -3 + 1 -3 土0 1 
•〔第三者のタイプ！ -2 -2 一2 i 一1 -2 

•そんなことは無い ±0 ±0 

•ある +1 土 0 

•諦めている ±0 ±0 

そうなんですか？と^?以ていますか？ 
DSWSfHSl 

•思いやりのあるところ 
•美人なところ 
•自信なさげなところ 

+2 

+ 1 

-2 

土 0 

土 0 

土 0 

•話したくない -2 土 0 

•普通の生活 土 0 士〇 
.剣の修行 土 0 土 0 



土 0 

この事件が解決したら さんはどうするんですか？ 

さんは将来を決めた女性つているんですか？ I 

どんな服のブランドが さんは好きなんですか 

•力になつている 
•いまいち力不足 

〔パートナー〕の方が力になつている 

なんで、将軍は女の子二人を冒険に遣わしたんで… 

ソフィアパ-トナ- なし 

「クローリー」 
「メイザース」 
「フオーチェン」 

パ-卜卜 パ■トナ¬ ノフイァ ソフィア パートナーから見 
たソフィアへの相 
性で增滅《肋靴 
する0 

ソフィアバ-卜 

度によって増減値 
娜はる。 

ソフィアをまた誘つ 
〔パートナー〕をまた誘う 
〔第三者〕を誘う 

なし 7フィァ パ-トナ- 

•騎士として国を守り嫌ける 
土0 

±0 

•普通の市民にちどりたい +1 ±0 

•考えていない ±0 土 0 

なし 1ソフィアF(-トナ- 

•事件が解決して平和がもどる ±0 

•わからない -1 士0 
•ち5だめだろ5 -2 ±0 

なし ソフィア ハートナ— 

•なんとなく、気分で 
•力を見込んで 
•美貌に負けて 

•二人じゃ危険だから 
•きまぐれじゃない？ 
•深速な理由があるにちがいない 



は思東ないほど冷静で淡 

泊な女の子。口数も少なく、なにを考え 

ているかわからないことが多い。フェン 

シングの腕前は天才的で、その華麗な剣 

から「赤い運命」のあだ名を持つ。 

級處 

Profile 
誕生日1月28日 
年 齡15饑 

家庭環境謎 
趣味旅行、薄術、政治談8、羣攀技術研究 
好きな物勝利、強い人、ことわざ 
好きな服実践的な胆 
嫌し 敗者、弱者、現体制の王族 

黙して思らす 
レイビア系 

職 1 Front 

— 



ライズとの出会い 
胸に短剣が突き刺さったプリシラ人形や軍事• 

政治関連の書物、それにどくろマークのマグカッ 
ブと、ファースト•コンタクトからどこかがおか 
しいライズ。冒険中でも彼女のその怪しさを随所 
で見ることができるぞ。 
そんなライズとほかの女の子の相性はというと 

意外にも悪くない。ただ、ライズ自身はソフィア 
のことが苦手（？）なようだ。また、想像がつき 
にくいがハンナとの相性は最高。リンダとうまく 
やっていけるのもライズだけだ。 

★ライズから見たほかの女の子★ 

ソフィア 

ライズと過Cす安息日 
►フローレで歌劇を 
見たあとの会話もこ 
の通り。なかなか女 
の子らしい話埋にな 
らない…… 

★ライズとデートできる街★ 
パルメ村 ドリフの森 
フ□ーレ ケープリバー 
ミツドモネー アンダビ 
オルカディア 

ダィ—一 

ライズとのデート 
して、初めのうちは 
事に関するプロパガ 
だ。だが、後半にな 
いくライズを見るこ 

レズy— 



ライズのデータ 
で優勝し 
る戦士た 

は—-•一…一…に頼りになる戦士だ。能力も 

に素早さはほかの女の子の追 
に関しても主人公と似たよう 
我、ボス戦ともに強力な戦力 
そのぶん回復系の魔法が貧弱 
うなどしてフォローしよう。 

•初期能力# 

I 5~ 

| 51 

I 55 ^^3 

143 ^|!ja 

220 

腕力 55 

素早さ 87 

持つフイスは、非WI 

平均的に高く、とくI 

随を許さない。魔法I 

な傾向があり、ザコi 

として重宝するぞ。 
だが、アイテムを使 

•修得魔法# 

怒 •パ〜,釋'M-V- 

謹議i 
★みつめてモードの背景★ 

名称 習得LV MP 

ヒール 二 5 
キュア 5 10 
ラ•キュア 20 15 

ブUザ 7 15 
ラ•ブリザ 27 45 
スモークエスケープ 10 20 
プレシズ•ヘル 1 55 
ツパメ返し 15 25 
シャインブレース 恋愛 0 

▼初期状態から使用可能なrブレシ \ 

ズ•ヘル」は'*早く15回も敵を切り f 
刻むという強烈な技だ。この技でライ 

ズはチャンビオンになつた？ 



ライズの好きな衣装 
ライズは実戦的な衣装を好む傾向にある。実 

戦的なものというと、鎧系や軍服系が定番だ。 
動きやすい服もわりと好きだが、露出度の高い 
モノはNG。水着に至っては着てもくれない。 
やはり、防具として考えると実戦的ではないと 
言うことなのだろう。ほかにも、ドレスやハイ 
ヒールなど動きにく t、服は嫌いなようだ。 

◄意外にもセーラー 
服は好きなようだ。 
本来、水夫という軍 

_人系の胆だからか？ 

全身装備 見つかりにくい服（+4) 鋼の鎧（靴付）（+4) 異国の軍用制服（+2) 

上半身装備 セーラー服（+1) 策士の鎧（+1) 鬼畜の鎧（+1) 

下半身装備 プリーツスカート（+1) ジーンズ（+1) カツトオフジーンズ（+1) 

靴 ジャングルブーツ（+2) 編み上げブーツ（+1) トレツキングシューズ（+1) 

盾 悪逆の盾（+2) 明鏡の盾（+2) 豪炎の盾（+2) 

腕輪 非道の腕輪（+1) 極寒の腕輪（+1) 煉獄の腕輪（+1) 

指輪 外道の指輪（+1) 詐術の指輪（+1) カウンタ—.リング（+1) 

飾り 酷薄のアミユレット（+1) 謀略のペンダント（+1) 贖罪のペンダント（+1) 

屍山血河の盾 

来糸祭糸来来糸来糸糸来来来糸来糸糸来来来糸糸丄 



ワールドマップの会話 
ライズとの会話では、彼女の戦士としての力置を 

褒めることをflBfe的に心がけよう。ただし、素っ気 
ない様子を見せてはいてもライズだって女の子。物 
語の後半では、女の子としてのライズを袤めるよう 
なコメントのほうが効果的なときもある。なお、主 
人公自身のことについて聞かれたときは、騎士とし 
てふさわしいコメントを選択しよう。 

◄ライズの好きな服のブラ 
ンドは「アンテラ」。これ 
は防具のブランドだそうだ 



私の気分？そうねとても充実…〇「まだまだ、気力は… 

ライズのM Pが100〜76% or 75-26% ライズ パ-トナ_ 

±0 ±0 
選択肢は発生しない 士〇! 土 0 

士〇 | 土 0 

私の気分？そうね…。あまり気分はよくないわ…。 
ライズのMPが25%以下 ライズ 

•よし、休もう + 1 土 0 
•頑張れ ±0 土 0 
•まだやれるはずだ -1 一1 

ライズが薄伏!SIの場合 ライズ パ-トナ- 

•大丈夫かい？ 
• Sに違いない、すぐに治そう 
•平気、平気、気のせい、気のせい 

±0 
+ 1 
一1 

±0 
士〇 
-1 

…頭がぼう: とするわ…。まさか、毒にやられたのかしら… 

なし ライズill-トナ- ライズ^卜t- ライズ パ-トト パートナーから見 

•うん、すごく似合ってる + 1 土 0 + 1 土 0 + 1 -2 たライズ^CMitt 

•う一ん、ちょっと変じゃない？ -1 ±0 -1 ±0 -1 +1 

•ファッションの寧は良く分からない ±0 I ±0 ±0 i ±0 ±0 土 0 が変fbrる。 

二のあたりは他と比べれば少しは安全か 

jBi首の風景についての会話 

I、しら〇 etc そうね趣味というわけではないけど強いて… 

選択肢は発生しない 

±0 ±0 

士〇 土0 

±01 ±0 

•なぜ旅が好き？ 
•いままでで一番楽しかつた旅は？ 
•この旅はどう？ 画 

2ィズ|h 

私の趣味？私は特に趣味といわれるものは持つていないわ。 

なし ライズパ-トナ- 

.なんでないの？ 土 0 ±0 •普段の自分って？ + 1 土 0 

•あったほうがいい -1 I ±0 •蕙外だ、そんな一面があるなんて 土 0 ±0 

•戦いが趣味かと思った！S1 ±0 1 ±0 •今度は二人きりで旅をしよう +2 土 0 

違うわ…。戦いは 

PKいが趣味かと思った」を選ぶと派生 
•戦いを趣味にすれば？ ±0 

•これから作れば？ 
土0 

土 0 

•目的って？ 
^2, 

±0 

貴方は何か大切にしているものがあつて 

なし ライズ パ-トナ- 

•衣装の収集 ±0] 土 0 

•妹の笑顔 士0 土 0 

•ライズの笑顔 +1 ±0 

:奪 
なし ^EXIBSZ こに似ている」を選ぶと派生 ライズ バ-トナ- 

•とてもやさしい妹 
•とてもかわいい妹 
•ライズに似ている 

土〇 1 ち着いたところ 
士〇 土1しっかりとしたところ 
土0 ±0 - •影のあるところ 

+ 1 

+ 1 

-2 

土〇 
±0 

.一.」. 

❹ 麵 



貴方、オルカ: 

霣方は今のオルカ: 

この事件が解決した後貴方はどうするの？ 

騎士として国を守り続ける 
普通の市民にもどりたい 
考えていない 

霣方はこれからオルカ 

なし ライズ パ-トナ- 

學件が解決して平和がもどる 
わからない 
ちうだめだろう 

なし ライズ パ-トナ- 

•話したくない -1 土 0 
.普通の生活 -1 土 0 
•剣の修行 +1 ±0 

なし ライズA-トナ- ライズパ-トナ- ライズ!!トナ パートナー 
•性格のいい女の子が好み 土 0 土 0 ±0 土 0 

土0 
土 0 度によって増減(直 

•見た目のいい女の子 ±0 土 0 ±0 ±0 ±0 ±0 娜Wる。 
•実はかわいい男の子に興味がある 土 0 土 0 ±0 土 0 ±0 ±0 

「性格のいい女の子が好み」 を選ぶと派生 

冷静で落ち着いた女 
(パートナーのタイ 
〔第三者のタイプ！ 

「見た目のいい女の子」 を選ぶと派生 ライス 

驅んだ髮が累败な女の子 
〔パートナーのタイプ） 
〔第三者のタイプ） 

•騎士だから当然 
•命までは 

•思えない時ちある 
.その通り 
■意味が分からない 



?，棚..謹抖■ Kn紐w ™ 
ライズトナ-ライズ 

m 
パ-トナ- 

•ライズと恋人になりたい +2 -3 +2 -2 +2 

•〔パートナー〕と恋人になDたい -2 +3 -2 +2 -2 
•〔第三者〕と恋人になりたい -1 | -2 | -1 -2 -1 

度によて 
娜Wる0 

:〇て増«ii 

なし 

•なんとなく、気分で 
•力を見込んで 
•美貌に負けて 

3 
±J 

土 0 

土 0 

±0 

•「メイザース」が好き 
•「フォーチェンJが好き 
•「アンテラ」が好き 

一1 

-1 

+1 

土 0 

土 0 

土 0 

あなたは私を戦力としてどう評価しているの 

•力になつている 
•いまいち力不足 

〔パートナー〕の方が力になつている 

なぜ、将軍は冒険を三人で行かせたのかしら？ 

なし ライズ パ-トナ- 

•二人じゃ危険だから ±0 土 0 

•きまぐれじゃない？ 土 0 士〇 

•深逸な理由があるにちがいない 土 0 ±0 



Profile 
腰生日8月1日 
年 mis钂 
家庭環境ごく餹通の一®家庭のひと〇つ子 
趣味カラダを動かすこと、スポーツ全般 
好きな物トリュフチョコ 
好さな服実践的な服 

幽霊、勉強 
スポーツ遇手 
ブーメラン系 

嫌しVS相I 

nmrm . 
使用武器■ 

でも、持ち前の明 

;気^孝れを憎めなくさせてい 

amスポーツが大好きでハイパー 

ピアという大会に出るのが夢だ 



八ンナとの出会い 
ハンナとの初めての出会いは、彼女が主人公を 

泥棒と勘違いするところから始まる。なんともお 
っちょこちょいのハンナらしい出会いかただ。ハ 
ンナは一緒に行くかわりに、ハイパーオリンピア 
に連れていってくれと言うが、冗談半分に首って 
るだけなので気にしなくても0K。 
また、ハンナはほとんどの女の子と仲がいいの 

で悩む必要はない。ただ、リンダだけは例外。ふ 
たりはライバル同士で最悪の関係なのだ。初プレ 
イでこの組み合わせはオススメできない。 

▼初対面の人Mと、これだけフレンドリ 
Iに括せるのはハンナならでは。近衛騎 



• • •ハンナのデータ•• • 

ハンナのラメータでまず注目したいのが、運 

と体力の高さだ。とくに運はほかの女の子と比べ 
て圧倒的に高く、ライズの2倍以上もある。おか 
げでクリティカルヒットが出やすく、序盤から中 
盤にかけての戦聞では主力として重宝する。だが 
魔法がイマイチなので、終盤ではサポート役に回 
らざるを得ないのが残念だ。 

參修得鹿法# 

ヒール 

ヒーレス 
ラ•匕ーレス 
フレア 
ラ•フレア 
ウォームアップ_ 

ゴッドスプリント 
槍投げ 

1 

15- 
"25" 

丁 
18 

丁 
"T" 

To" 

5 

40 

"60" 

To 
30* 

2〇" 

~20 

~20 

名称 
巨大砲丸投げ 
パーニング八一卜 同 恋愛 

◄「ウォームアップ」は味方全 
体の素早さを上げるグレイトな 

魔法。ボス戦で威力を発揮する 



• • •八ンナの好ぎなJSiS 
スポーツ少女ハンナの好きな服は、なんとい 
っても身軽で動きやすいスポーツウエア。それ 
にrすっきりとした鎧（靴付)Jなどの露出度が 
高い衣装も全然平気……というよりはむしろ好 
きなようだ。逆に、ドレスなど動きづらい衣装 
は嫌い。また、盾やアクセサリー系など余計な 
モノを持つのも嫌がる傾向にあるぞ。 

◄ハンナは好き嫌い 
がハツキリしている 
ので、装備選びもそ 
れほど難しくない 

全身装備 スポーティな水着（+4) 格闘用レオタード（靴付）(+4) すっきりとした鎧（靴付）（+3) 

上半身装備 カラテシャツ（+2) パスケユニフォーム（上）(+2) ヨット•パーカ（+1) 

下半身装備 スポーツブルマ（+2) パスケユニフォーム（下）（+2) スパッツ(+2) 

靴 テニスシューズ（+2) パスケットシューズ(+2) スニーカー（+2) 

盾 悪逆の盾（土 0) 一目惚れの盾（土 0) 太極の盾（土 0) 

腕輪 恥じらいの腕輪（±0) 止水の腕輪（土 0) 玉砕の腕輪（±0) 

指輪 告白の指輪（+2) 散華の指輪（+1) チルド-リング（土 0) 

飾り チャンピオンベルト（+2) ときめきのペンダント（+1) 謀略のペンダント（土 0) 

ウサキの服（靴付) 

来来来奈奈来来来来糸来来来余辛来来来咨糸来来糸 
,. 

来奈奈奈糸来来来来糸来来来来来来来奈糸来糸来糸糸 



ワールドマップの会話 
ハンナとの会話では、スポーツの話題になること 

が多い。となれば当然、スポーツを推奨するコメン 
卜を選ぶべきだ。またハンナの元気で明るいところ 
を褒めるのもポイントだ。なお、ハンナとリンダが 
パーティ内にいて恋愛度がふたりとも65以上だと、 
★のついた会話でケンカになる。ケンカになった場 
合は、恋愛度は增減しない。 

◄主人公のことを聞かれた 
場合は、頼りがいのありそ 
うなコメントを選べば0K 

基本的に、次の目的地に対する会話で発生する 
勘破!網じ。ただし、とr力 
レニアBStJへの道中で八ンナ¢*5にうな^く 



ハンナのMPが100%〜76% or 75%~26% 

±0 

選択肢は発生しない ±0 ±0 

±0 Li°J 
そうだね"、なんだかさ〇きから頭がクラ… 

なんだか、体がズキズキするんだ…。 

ハンナが毒状態の場合 ハガ パ-トナ- 

•大丈夫かい？ 
•薄に違いない、すぐに治そう 
•平気、平気、気のせい、気のせい 

+2 

-1 1 

土 0 

士〇 
-1 

どラかなこのカツコ 

•うん、すごく似合ってる 
•う一ん、ちょっと変じゃない？ 
•ファッションの事は良く分からない 

_AVtl/t-l't- )\yt A-ht- K-h^--6'6M 

+2 | ±0 

-1丨 土0 

+2 ±0 

-1 ±0 

±0 I ±0 

パートナーから見 
伙ンナ^Dffltt 

wstr る0 

こし、寂しいかな。オルカディアを離れるのは: 

沿道の風景についての会話 

選択肢は発生しない 

•スポーツは好きだ 
•嫌い、めんどくさい 
•騎士はスポーツしない 

の得意なスポーツつてなに？ 

なし ハ:^パ-トナ- 

•フェンシング ±0 1 ±0 

•テニス +2 ±0 

•中世の人はスポーツ知らない -1 1 ±0 

ハンナのMPが25%以下 _ハンナパ-トナ- 

•よし、休もう 
•頑張れ 
•まだやれるはずだ 

しょになんかスポーツで勝負しよ5か？キ よ-し、ポクcw親a 女だとおもつてると痛い目にあうよ。 

なし ハ：/t パ-卜卜|「テニスで勝負しよう」から派生 i\yt パ-トナ- 

•じや、真剣で剣道 -1 ガ^^えっ、女だったけか？ 一2 土 0 

•テニスで勝負しよう +2 かならず勝ってみせる + 1 土 0 

•相撲で勝負しよう 一1 ±〇1•手加滅してね -1 ±0 

こんな女の子っぽい趣阳§ってるなんて意外だったでし ねえ、これでポクが女の子だって思い出した？ 

なし ハ： 

それは意外だ。似合わない 
意外だね、でもいい趣味だと思うよ 
別に意外じゃない、俺も小物集めてる 

— 



の好きなものって何だい？ 

の妹つてどんな女の子なの？ 

は昔勉強とか二 >て出来た方？ 

_親の言うことを聞いたほうがいい -2 土0 
•気にせず進め +2 士〇 
•働け ±0 i ±0 

卜 「見た目のいし 

なし ハンナ 
㈣ 
パ-トト 

wm 
ハ: 

•性格のいい女の子が好み 土 0 士〇 土 0 ±〇1 土 0 
•見た目のいい女の子 ±0 ±0 土 0 土 0 土 0 土 0 
•実はかわし、い男の子に興味がある 土 0 士〇 土 0 ; -il 土 0 

度によって増減値 
tfSftr る0 

どんな見た目が好きなの？ 

「見た目のし、い女の子」を選ぶと派生 

なし nyt パ-トナ- 

•優秀だった -1 土 0 

•俺もダメだったよ + 1 土 0 

•覚えてない ±0 士〇 

D方に進学…どうしたらいいと思う？ 

なし J\yt パ-トナ- 

•衣装の収集 土 0 ±0 
•妹の笑顔 土 0 士〇 
•八ンナの笑顔 +2 土 0 

なし ハ: パ-トナ- 

•とてちやさしい妹 ±0 士〇 
•とてちかわいい妹 土 0 士〇 
•ハンナに似ている _ ±0 ±0 

•元気なところ 
•明るいところ 
•ネポスケなところ 

•話したくない 
•普通の生活 
•剣の修行 



もし、また何か起こったらポクを誘ってくれるかい？ 
パートナ—0 

KSg^'65W± 
■lqgaiMpias 3E3P 

もU 

なし ハ:パ-トナ- i\yt パ-卜t- i\yt パ-トナ- パートナーCC®S 

•ハンナをまた誘う +2 - 2 +2 - 2 +2 土 0 度によって堪咸(直 

•〔パートナー〕をまた誘う -2 +2 一2 +2 一2 ±0 が変<Wる。 

•〔第E者〕を誘う 一2 -2 -2 -1 -2 
L土0 

将来を決めた女の子つ 

はなんでポクを選んだのさ 

>てるかい？ 、OOOCXの役に立二 

なんで将軍は女®? 2人を連れていくように- 

i\yt ハ-トナ- 

•二人じゃ危険だから ±0 ±0 

•きまぐれじゃない？ 土 0 土 0 

•深逸な理由があるにちがいない 土 0 ±0 

はよく服を寅ってるけど、どんなのが好きなん/; 

•力になつている 
•いまいち力不足 
•〔パートナー〕の方が力になつている 

•騎士として国を守り統ける | +1]士〇 
•普通の市民にもどりたい 土0 士〇 
•考えていない_I ±0 I ±0 

なし myt 1パ-トナ- 

•事件が解決して平和がもどる +i ±0 

•わからない 
土0 

±0 

•ちうだめだろ5 | -2 士0 

•なんとなく、気分で 
•力を見込んで 
•美貌に負けて 

なし ハ:/(■トナ- 

• rフオーチェン」が好き -1 土 0 

•「グラント」が好き —1 土 0 

•特にない +1 士〇 

\i\ytパートナーi\yt int-!ゝytパートナーノトト 

ru\yi-^cym 
■^KSgCDigMI 

が変fbrる。 



Profile 

+.•使用武器ク□ウ、ナックル系 

_ 

:.生日9月10日 
5饞 

両親は外bに赴任中で、ひとり■ 
らしをしている。幼いころから两 
親と離れて■らすことが多い。 

味散歩、絵画 
1好さな物家庭的な料理（自分で作るのはイヤ） 
好服\センスの良い脤 

物^カマドウマ、水、イカ、タマネギ、 
柑橘系の皮、熱い料理 

絵を描くことが大好きなレズリー。言 

葉遣いが荒く強気な姿勢を崩さないが、 

じつは寂しがりやで傷つきやすい心の持 

ち主だ。また家族爱に飢えており、その 

反動で後輩のロリィを可愛がっている。 



レズリーとの出会い 

レズリーの部屋の前に行くと、彼女が伯父さん 
の写真を眺めている場面に出くわす。これが彼女 
との出会いだ。その後レズリーと話をし、一緒に 
来てくれるよう交渉する。このときレズリーの恋 
愛度によっては、彼女が従軍画家を立候補する。 
と言ってもタダの口約束で、実際に絵をかいても 
らえるわけではない。少々残念だ。 
なお、レズリーは人づき合いが下手なので、ソ 

フィア以外の女の子たちとはあまり友好的ではな 
い。とくにリンダは苦手なようだ。 

▼初対面から皮肉を飛ばしてくるレズリ 
I。だが、これが彼女の性格で、別に悪 

気があつてのことじやあない 



レズリーのデータ 
參初期能力參 レズリーは腕力と体力が高t、戦士系のキャラク 

ターだ。運もそれなりにあるのでクリティカルヒ 
ットが出やすい。また「レズリーインフェルノ」 
は単体攻擊としては最強の部類に入る魔法。ボス 

戦では頼もしい存在だ。弱点を挙げると複数の敵 
を攻擊する強力な魔法がないことだが、それくら 
いは主人公とパートナーでフォローしよう。 

•修得腯法參 

mm 
ヒール 1 5 

ラ.ヒール 10 25 

ダ.ヒール 30 30 

ラ•フレア 18 30 

ラ•ブリザ 27 45 

超速攻 1 10 

超気合い溜め 5 15 

レズリーインフェルノ 20 55 

ダブルインパクト 恋愛 0 

▼「レズリ—インフェルノ」は消費M 
Pが大きいのが難だが、破壊力は申し 

分ない。それにしても、どこかで似た 
技を見たことがあるよぅな！^. 



レズリーの好きな衣装 

rnm^i 言葉遣いが荒っぽいレズリーは、キュートな 
ものよりも格好いい衣装が好きだ。格好良けれ 
ば露出度の高い服もそれほどいとわないが、水 
着はNG。彼女は水が嫌いなので、水辺を連想 
させるような衣装はダメらしい。靴に関しては 
基本的にブーツを履かせておけば0K。とはい 
え、わりと好みがウルサイので選択は慎重に。 

◄盾は嫌いみたい。 
ま、ナックル系には 
似合わないので、気 
持ちは分かるが…… 

全身装備 御者服（靴付）(+3) 全身タイツD (靴付）（+3) 真紅のパーティドレス（+2) 

上半身装備 レザージャケット（+2) 包帯（+1) 鬼畜の鎧（+1) 
下半身装備 レザーパンツ（+2) ティアードスカート（+1) ジーンズ（+1) 

靴 底上げブーツ（+2) ワンストラップシューズ（+1) ハイヒール（+1) 

盾 聚炎の盾（+1) 太極の盾（±0) 悪逆の盾（±0) 

腕輪 非道の腕輪（+2) くっきりとした腕輪（+2) 煉獄の腕輪（+1) 

指輪 外道の指輪（+2) びっちりとした指輪（+2) ブレイズ•リング(+1) 

飾り がつしりとしたチョーカー（+2) 酷薄のアミュレット（+2) 劫火のペンダント（+1) 

■■■ 

来来来来来来来糸奈糸来 

来来糸 .來来^糸^^^来,^铃^ 



• • •ワールドマップの会B • • • 
レズリーとのワールドマップでの会話は、基本的 

に絵画絡みの話題になる。この手の話題で気をつけ 
ることはまず、レズリーの絵のうまさをさりげなく 
褒めること。まあ、これはセオリーだ。それと、ヌ 
ード&春画ネタに触れないこと。コメントとしては 
かなり面白いんだけれど、どう考えても女の子に軎 
ばれるネタではないからだ。 

◄美貌をヨイシヨするのも 
ポイント高し。人と違った 
才能を*めるのもグッドだ 

ly^ngga 
-レズリーの話にうなずく 
•〔パートナー〕の話にうなずく 
•どちらの意見ち闉かない 

ケープu/(—での拡張 

基本的に、次の目的地に対する会括で発^する 
は同じ。ただし、「ケープリパーJと「レ 

プラタ)IUへの道中では、I 

ずくと下 
、レズリーの括にうな 

なんか話じゃカジノがある舌だ。あんた遊ぶかい？ 今まではガマン…冗 

•遊ぶ 
•遊ばない 
•疲れたので寝てる 

パ-トナー レプラタ川での拡張 
•なんで？ 
•わがまま言うな 
•もしものときは俺が助けるよ 

まあ、余裕だったな。……いつもこんなに楽ならいいのにな。 パートナーとの1パートナーとの 
相性が 相性が厶 

卜との 
がX 

戦闘後に雜 1レズリ-1パ-トナ-1 レズリ-パ-トナ- レズリ パ-トナ- パートトか5慝 
たレズリーへの相 
性で 
動衝はる。 

•レズリーがいれば楽勝 
•〔パートナー〕がいれば楽勝 
•二人がいればいつも楽勝 

+2 
士〇 
±0 ±0 

+2 ±0 
-1 +2 
±0 土 0 

+2 
-2 
±0 

-2 
+2 
土 0 

レズリーのHPが25%以下 レズ叶(-トト レズリ-トトト レズリ- パ-トナ- パートナーから見 
•よし、はやく村へいって休もう 
•頑張ってくれ 
•なんだ、意気地がないな 

+； +2 +1 +2 土 0 たレズリーへの相 

-2 -1 
-1-1 

-2 ±0 

-11-1 

-2 
-1 

土 0 
±0 

性で^咸 
値が変(Wる0 



私の気分？気分は悪くないね。or翻はよくもわるくも… 

レズリーのMPが100~76% or 75〜26% レズリ_ パ-トナ- 

選択肢は発生しない 
±0 

土 0 

±0 

土 0 

±0 

土 0 

•よし、休もう +1 土 0 

•頑張れ ±0 土 0 

•まだやれるはずだ ■-1 I -1 

なんか体が痛い…毒をくらつちまつたみたし 

レズリーが毒状態の場合 

たいだ…0 

•毒に違いない、すぐに治そう +2 ±0 

•平気' 平気、気のせい、気のせい 一 -2|-1 

どうかな、あたしに似合うかなこの格好？ パ-エとの パ-± 卜一との 心— 
- 
m 

〜•との 
がX 備考 

なし レズリ-1 I^B レズリ- パ-トナ- パートナーから見 

•うん、すごく似合つてる +2 r^o +2] ±0 +2 たレズリーへの相 

•う一ん、ちよつと変じやない？ -2丨 士〇 -2 ±0 -2 +2 

•ファッションの事は良く分からない ±0 | ±0 土 0 ±0 b°J 値が変(匕する 

ここらあたりなら絵を描きに来たことがあるな。etc 

沿道の風景についての会話 122fl Q92S 

選択肢は発生しない 

±0 
±0 

土 0 
±0 

士〇 ±0 

あたし、絵を描くのが趣味なんだ。 は絵とかに興妹… 

なし 

•人物画 -1 土 0 

•風景画 +2 ±0 

•やっぱり春画 士〇 ±0 

そう言えばあんたも妹を残してきてるんだよな、心 

やっぱりさ、あたしは絵を• ，はなにかそういう事…1 なんだよ教えろよ。 

なし Muangsg i にしておく」を選ぶと派生 レズリ- バ-トト 

•戦っているとき 
•飯食ってるとき 
•秘密にしておく 

+1 

-1 

:春画みてるとき 
土1?!^君と-«に居るとき 
土 〇11 •好きな男の子と一緒にいるとき 

-1 

+3 

—1 

土 0 

のモデルになってくれないか。なんか、あんたを描いて…iほんとかい？今まで絶対人物画なんて描きたくなかつたん… 

パよ」を選ぶと派生 

•いいよ 
•いやだね 
•全裸だったら0K 

んで人物画をかかなかつた？ 
んな格好をするんだ？ 

•俺も妹が心配 
•信頼してるから別に 
•自分以外の心配はしない 



あんた、好きなものってあるのかい？ あんたの妹さんってどんな子だい？ 

あんたの家族って今どうしてるんだい？ 騎士なんて職業やってさ、堅苦しくないのかい？もっと… 

なし レズリー パ-トト なし レズリ-パ-トナ- 

•みんな元気だよ 土 0 - 土 0 •まつたくない -1 ±0 

•妹以外死んだ +2 土 0 •俺の場合はない 土 0 士〇 
•忘れた -1! 土 0 •しかたない -2 ±0 

なかなか正直だな。 

この国、どうなるんだろうな…。 
なし レズリ-パ-トナ- なし レズリ-パ-トナ- 

•騎士として国を守り続ける + 1 ±0 •寧件が解決して平和がもどる + 1 土 0 
•普通の市民にちどりたい 土 0 土 0 •わからない -1 士〇 
•考えていない 土 0 士〇 •ちうだめだろう 一2 ±0 

もしまた似たような事件が起こて 

なし 
レズリーをまた誘う 
〔7C—トナー〕をまた誘う 
〔第三者〕を誘う 

パートナー粟[ 

度によって増減値| 

刚はる。 

一 

あんたが好きな女の子ってどんな感じの子なんだい？ I 

+ -0 I ..'一 
—64 I想魄が3 

CTgaiRJHn 

•ウェーブのかかったロングヘアーの子 
•〔パートナーのタイプ！ 
•〔第三者のタイプ] 

•衣装の収集 
•妹の笑顔 
•レズリーの笑顔 

•とてもやさしい妹 土 0 ±0 
•とてちかわいい妹 士〇 ±0 
•レズリーに似ている B ±0 

rレズリーに似ている」を選ぶと派生 レズリ- パ-トナ- 

•ひねくれたところ -2 ±0 

•人と違った才能があるところ 
•索直なところ 

+2 ±0 

-3 ±0 

なし レズリ- パ-トナ- 

•話したくない -2 士〇 
•普通の生活 + 1 士〇 
•剣の修行 + 1 士〇 



は心に決めた女性ってし、るのかい？ 
パート ナー¢0 |パートナー® Iパート 
陆以± 您雖が35〜64 棘度^] ̂ 1備考 

なし レズリ- パ-トナ- レズリ- パ-トナ- レズリ- パ-トナ- パートナーの恋愛 

•レズリーと恋人になりたい +3 一 3 +3 -1 +3 土 0 度によって増減(直 

•〔パートナー〕と恋人になDたい 一3 +3 -3 + 1 -3 ±0 が変< 匕する0 

•〔第三者〕と恋人になりたい -2 -1 一2 ±0 

なんだってあたしみたいのをスカウトすることにしたのさ？ あんたはどんな服のブランドが好きなんだい？ 

なし レズリ- パ•トナ- なし レズリ-1パ-トナ-1 

•なんとなく、気分で 土 0 ±0 •「メイザース」が好き -1 士〇 

■力を見込んで + 1 土 0 •「グラント」が好き +2 土 0 

•美貌に負けて +2 ±0 •「フォーチェン」が好き -1 ±0 

あたしはあんたの役に立つてるかい？ 

なし レズリ-1 パ-卜卜 レズリー パ-トナ- レズリ- パ-トナ- 

•力になつている ~72\ 土 0 +2 土 0 4-2 -2 

•いまいち力不足 -2 土 0 一2 土 0 一2 ±0 

•〔パートナー〕の方が力になつている -2」 +2 -2 +2 -2 +2 

なんで将軍は三人で冒険にでるようにいつたんだろうな。 

なし レズリ_ パ-トナ痛 

•二人じゃ危険だから + 1 土 0 

•きまぐれじゃない？ 土 0! 土 0 

•深遠な理由があるにちがいない 一士0」 土 0 



才閥令嫌、才色兼備、文武両道とまさ 

g璧なリンダ，が、至高のワガママ娘 

ゝわれるその性格は美点を差し引いて 

iに余る。4た貴族意識が強く、社会 

&位のなt、者に対しては理解が薄い（ 

王や7月12日 
国瞻'15嫌 

明の祖父が一代で築いた大財 
伽宅哦。リンダも経営に参画 

欧flR1 卜てぃる。 
U麵g、獅を叱り 

|Vj I卜ること、組の男の子をいじめる;:と 

分の完璧さ、可愛い男の子 
^$：お#⑽< しさに骷うゴ-ジtス？izクシ-g相 

乏くさい物 
g^MpP?fiES 

器J!ムチ系 



リンダとの初めての会話では、早くも彼女の性 
格の一端&コントを見せつけられることに。彼女 

は任務のことなどまるで眼中になく、美人コンテ 
ストに参加することしか考えていないらしい。 
さて、リンダとほかの女の子の相性だが、ハッ 

キリ言って悪い。彼女は基本的に他人を卑下する 
性格だし、それを隠そうともしないので、まあ当 
然だが。とりあえずマシなのはライズ。逆に、ハ 
ンナとレズリーは最悪なので、初プレイではこの 
組み合わせを避けたほうがいいだろう。 

リンダとの出会い * * 



リンダのデ-夕••• 

參初期能力# リンダは魅力と知力が高し、魔法系のキャラクタ 
一。修得魔法もソフイアに次t、で多く、なかでも 
最高クラスの全体攻擊である「ガードロボ」は頼 
れる存在。複数のモンスター相手では絶大な効果 
を発揮するぞ。難をいえば単体を攻擊する強力な 
度法がないこと。だが、回復系も一通り揃ってい 
るので、ボス戦ではサポート役に回せば0Kだ。 

鲁修得應法# 

ヒール 1 5 ラ•ブリザ 27 45 

ラ•ヒール 10 25 高笑い 7 10 

ダ•ヒール 30 60 ロイヤルガード 17 30 

キュア 5 10 ガード□ポ 23 40 

ラ•キュア 20 20 ロマンススクリーン 恋愛 0 

フレア 1 10 

ラ•フレア 18 30 

ブリザ 7 15 

★みつめてモードの背景★ 

嫌い=少し嫌い 普通 好き 

9 縫;^'1、一 



• • •リンダの好きな衣装 
5人の女の子のなかでは唯一、貴族階級をも 

つリンダ。しかも、成金だからか豪勢なものや 
特注の衣装を好む傾向が非常に強い。また、そ 
の完璧なブロボーシヨンを誇示するため、水着 
のような露出度の高い衣装もお気に入りなよう 
だ。逆に、安っぽいものやありふれた衣装では 
彼女の好感を得ることはできない。 

◄生半可な衣装では 
まるで満足しない。 
衣装が集まるまでは 
制服のままが無難だ 

全身装備 すっきりとした鎧（靴付）(+5) リンダの大胆な水着（+4) ブルジヨアな水着（+3) 

上^^装備 レザージャケット（+1) ラップブラウス（+1) 洗礼の鎧（+1) 

下半身装備 スポーツブルマ（+1) レザーパンツ（+1) ルーズブルマ（+1) 

靴 黄金の靴（+2) モカシンシューズ（+1) ハイヒール（+1) 

盾 ガラスの盾（+1) 法皇の盾（+1) 絶対零度の盾（+1) 

腕輪 非道の腕輪（+1) くっきりとした腕輪（+1) 三位一体の腕輪（+1) 

指輪 外道の指輪（+1) コンクラーベ.リング（+1) ブレイズ•リング(±0) 

飾 がっしりとしたチョーカー（+1) 讀罪のペンダント（+1) 酷薄のアミユレツト（+1) 

杂奈来糸糸祭来糸糸来糸杂奈涤ふ み丄 



ワールドマップの会話 
リンダとの会話でのキーワードは高貴。貴族につ 

いてさんざん聞かされたあと、彼女の高貴さを褒め 
たたえる……というのが基本的な流れになる。とに 
かく、彼女を陶酔させるようなコメントを選ぶこと 
だ。なお、リンダとハンナがパーティ内にいて恋愛 
度がふたりとも65以上だと、★の会話でケンカにな 
る。この場合、恋愛度は增滅しない。 

◄下手に出るようなコメン 
卜は控えること。対等の存 
在として彼女を賞賛しよう 

次は 00ですわね。 I I 
基本的に、次の目的地に対する会isで発生する 
選択肢は同じ。ただし、rミツドモネーjと 
rケープリパーjへの道中では、ソフィアの話 
にうなずく頌aこ分*«■る。 



リンダのM Pが100-76% or 75-26% リンダ パ-卜卜 

•よし、休もう 土 0 士〇 

•頑張れ ±0 土 0 

•まだやれるはずだ 土 0 ±0 

私の気分がどうかですつて？あまりすぐれなくてよ……。す こ… 

リンダのMPが25%以下 リンダ パートナ- 

•よし、休もう ±0 

•頑張れ 士〇 士〇 

•まだやれるはずだ LzU 一1 

ても体がだるいわ、ませてくださいます 

リンダが薄«®の場合 

います？ 

PR3IHB3 
•大丈夫かい？ 
•霉に違いない、すぐに治そう 
•平気、平気、気のせい、気のせい 

'私のこの服は。私の美しさをより一刺き立てていま… 

うん、すごく似合つてる 
う一ん、ちよつと変じやない？ 
ファッションの事は良く分からない 

沿道の風景についての会話 

選択肢は発生しない 

私の_はパーティ…高貴な人々だけで開かれる壮大なパーティ…1 

なし リンダ msfil 
•高責な人運とは？ +1 ±0 

•凡俗とは1? 一1 ±0 

•狀なパーティーとは？ +2 ±0 

隨貴なものをとても爱しています®。肪も韻な物こそ湖も' 

私の_するパ-ティ-はオルカディア-ですのよ。肪も離して- 

•是非、招待されたい 

|とも高貴なものだとお思いになつて 

リンダiパ-トト 

〇 •本当にオルカディアーか^ I ±〇 I ±〇I 

年、招待されたい」を選ぶと派生 
黌方は何がもつ 

•君と踊るのを楽しみにするよ 
•豪華な食事が楽しみだ 
•招待される女の子が楽しみだ 

ムを高貴だとお思いになって？ 

「リンダかな」を選ぶと派生 ■リンダパ-トナ- 

責方の好きなものを教えてくださらない？ 

なし リンダ パ-トト 

•高資なちのとは？ 士〇 土 0 

•好き + 1 ±0 

•嫌い -2 士〇 

なし 



才色兼備なところ 
わがままなところ 
高貴なところ 

私、悩みという悩みがございませんのよ。鑭らしいとおもいま… 

なし リンダ パ-トナ- 

•ただ_神経なだけだろう -2 ±0 

•俺もそうだ 土 0 土 0 

•そりゃ、ないに越した事はないね + 1 ±0 

霣方の妹さんてどんな子ですの？ 

なし リンダ パ-トナ- 

•とてちやさしい妹 ±0 士〇 
•とてちかわいい妹 士〇 ±0 
•リンダに似ている _ 土 0 



この事件が解決した後どうなさるの？_ 

pgnfiro 
•騎士として国を守り続ける 
•普通の市民にちどりたい 
•考えていない 

これからオルカ: 

リンダをまた誘5 

〔パートナー〕をまた誘う 
〔第三者〕を誘う 

リンダパ-トトリンダパ-トトリンダパ-トナ-パートナー〇!®® 

土 0"|度にょって獅直 
娜はる。 

リンダと恋人になりたい 
〔パートナー〕と恋人になDたい 
〔第三者〕と恋人になりたい 

_度にょって德麵 
顾匕する 

なさ取を誘ったのです？理由を聞かせていただけます？ 1 

なし 

•なんとなく、気分で -1 ±0 

•力を見込んで +1 土 0 

•美貌に負けて +1 ±0 

どんな服がお好みなの 

-「フォーチェンJが好き + 1 I ±0 

•「クローリー」が好き -1 ±0 

-rメイザースjが好き -2丨土〇 

なし リンダ パ-トナ- リンダ パ-トト リンダ Fトナ- 

•力になつている +2 士〇 +2 土 0 +2 一2 
•いまいち力不足 土 0 土 0 土 0 土 0 ±0 ±0 

•〔パートナー〕の方が力になつている + 1 +2 -1 +2 -2 +2 

パートナーから見 
たリンダへの相性 

なぜ将軍は3人での冒険を望んだのかしら。理解に苦しみますわ。 

•二人じや危険だから 
きまぐれじやない？ 
深遠な理由があるにちがいない 

•事件が解決して平和がもどる 
•わからない 
•ち5だめだろ5 



そのほ!^たち 
『みつめてナイト』の女の子たちも 

ちゃんと登場しているそ 

ナイト』で登場した、そのほかの女の子も 

出演している。彼女たちは世界各地の街で 

キミが来るのを待っているそ。しかもアン 

やノエルなど、謎の多かった女の子たちの 

正体がついに明らかに!？ rみつめてj 
をプレイした人にはうれしし两会だよね。 

メネシス オルカディア城 無 

ジーン オルカディア城他 無 

セーラ オルカディア城下町 無 

□ IJィ オルカディア城下町他 無 

テディー オルカディア城下町 無 

キャロル 5ッドモネー 無 

スー パルメ村 有 

ノエル フローレ他 有 

アン カレニア環礁 無 

クレア ケープリバー 無 

プUシラ ダィ'オルカディア城 無 



この章ではオーブニ 

ングからエンディン 

グまでの全イベント 

を大公開。各イベン 

卜の発生条件ち細か 

くフォローしちやい 

ます。これさえ読め 

ば、念願のあのイべ 

ントを見ることだつ 

てたやすい八ズ！ 

攻_ 



シナU才攻略 
の見かた 

シナリオ攻略は、大きく分けて5つのブロックに 
わかれている。まずはここを読んで、各ブロック 
の情報の見かたを覚えてくれ。 

マップのページ 

ど V 

★マップ中の表記★ 

❶ …ザルドス大陸での医療箱 空(0石板……落ちているアイテム 

❶ …ザルドス大陸での衣装箱 fcjMHaaa……プリントステ 

❶ …ソイレント大陸での医療箱 —シ3ンの場所。ただし、宿屋内 

❶ …ソイレント大陸での衣装箱 のものはのぞく 

□ …マップのつながD 

を示す 
(gJBM……重要人物 

('l.堪所の夂前 ^osssnsssQ …ポスマ"^7 

マップページにはいくつかのリストを掲載して 

いる。宝箱リストはマップ上の数字に対応。中身 

がr/jで区切られている場合はr奇麵回/偶 

数周回」で手に入るという意味だ。また、基本的 

にモンスターが出現する壩所では、出現モンスタ 

一をパーティごとにまとめたEncount (エンカウ 

ント）と、そのダンジョンの傾向を記載したワン 

ポイントを設けた。参考にしてくれ。 

イベントフローチヤートのページ 

シナリオ攻略の主軸となるベー 

ジで、イベントの流れを街ごとに 

区切って掲載している。各ボック 

スはタイトルと内容で播成されて 

おリ、発生条件がある場合は分岐 

点に条件を記載した。なお、「sub 

STREAM」と書かれた囲みは、そ 

の時期に発生させることが可能な 

サブ•イベントであることを表し 

ているぞ。また、イベントタイト 

ルに0^=マークがついている場 

合は、イベント詳細のページにさ 

6に細かい内容が記載されている 

ことを表す。同様に、•マーク 

はデートのページがあることを、 

CHANGEマークはキャラクターチェ 

ンジのページがあることを表して 

いるぞ。 



イベント詳細のぺ ジ 

ロンドの橘〜アルタミ濯« 

フ□ーチヤートにマーク 

がついているイペントについて、 

■至 :j さらに突っ込んだ内容を記載した 

二： ページだ。フ□ーチャートに書き 

二 きれなかったことや、アドパイス、 

二::‘y二〒 liill その後の展開などを中心に取りあ 

IS 翻 げている。フ□ーチャートだけで 

匪画 
_ 

はわからないことがあったら参照 

してみてくれ。タイトルはフロー 

チャートのものと同名を用いてい 

るのですぐに見つかる八ズだ。ち 

なみに、文末にr-jが付いてい 

るものは、そのイベントで恋愛度 

の増減が行なわれることを表して 

いる。また、選択肢など複雑な条 

件で恋愛度が堆減する場合は、別 

表を掲載しているのでそち5も参 

照してほしい。 

デートのページ 

デートが発生する街にのみ付随 

するページ。デートの発生条件や 

デート中の選択肢による恋愛度の 

增減などを細かく掲載している。 

表は、女の子の質問となるセリフ 

とそれに対するコメントで構成。 

コメントの後についている（） 

は、そのコメントを選んだ際に增 

減する恋愛度を示し、さらにその 

後にEがついている場合は、その 

コメントを選ぶとデートが終了す 

ることを表している。よって、レ） 

がプラスでEマークのついていな 

いコメントを選択するのが理想と 

いえるだろう。ただ、Eマークが 

ついているコメントを選ぶこと 

で、面白いやりとりを見られるこ 

ともある。 

キャラクターチェンジのページ 

デートのページと同じ<、キャ 

ラクターチェンジが発生する街に 

のみ付随する。ここでは発生条件 

や入手できる衣装、さらにコメン 

卜による恋愛度の增減まで、キャ 

ラクターチェンジのすべてを掲載 

している。コメント表の見かたは 

基本的にデートのページと同様 

で、選択可能なコメントの後に 

()で恋愛度の增減値を表示し 

た。また、< )の後に「成立！」 

と表記されているものが、最終的 

にキャラクターチェンジを決定す 

るコメントになつているぞ。 



ザルドス大睦 

〇オルカディア 
〇□ンドの橋/河原 
〇アルタミ洞窟 
〇ミッドモネ— 

〇バルメ山 
〇トライポンド鉱山 
〇フローレ 
〇カレニア環礁 

〇ドリフの森 
〇ケープリバー 



ソイレント大暖 

〇マンタ砂漠海岸 
〇テイクバード 
©ピラ5ツド 
❾レプラタ川 
©アンダビ 
〇ダイ 



ォルヵ為I 
^ ^ ^オルカディア城城内 

昏倒したオルカディア国王。 
その意識を回復させるため、 
主人公はふたりの女の子を伴 
い、『星の涙』と呼ばれるも 
のの探索へと旅立つ。 

来来格 

動 







7ラウスA 

レプラウスB 

150OG 

700OG 

•こングな水簷 500OG 

くットスカート2200G 

7スカート 8200G 

祭格 

オルカディア城内の 

務来来オルカディア1TF町来 

シヨートソード 500G ヒールシード 20Gf 

木のブーメラン 400G キュアシード 50G 

鉄のレイピア 750G マジカルシード 300G* 

メリケンサック 450G 皇室アルパム 300G 

革のムチ 600G えんま <ん 100Gf 

学芸会の趙 300G 女神つち 100 

画用紙の盾 200G 香りのきつい香水 300Gf 

フリル 

/フリ 

トランハ 

/ラッ： 

宝箱 

〇ピエロの靴 

〇海の石板 

〇ステロイドドリンク 

〇タウリンドリンク 

〇マジカルシード 

/星のタリスマン 

0キュアリーフ 

衣装箱 

■見のn 



オルカディア城下町の 

宝箱 
衣装箱 

〇しましまのパンツ 

/バスケユニフオーム（下) 

❶写真フィルム（12枚） 

〇セイレーンの八ープ 

〇ドーパミンドリンク 



Y < % h 

王都オルカディア 
子ャ-_ 

ぽ二?P篇 

01よィ手7纖_ 

SUB STREAM ( 

& 03バートナーをスカウト 
刻の涙継承者の女の子の家を防れ、 
パートナーに任命する 

0^04テチィー 
「ミカエルの繾Jを入手 

05 メネシス 
W章魔法とハーフスビリットの情報 

06ジーン 
フローレとアンダビで『妹からの手紙Jが 
ちらえるよろになる 

(1^07セーラ 
への手紙を預かることができる 
と「治療にfiい胆A/治療に良い 

tt^os衣装咨賊团の首領 
面会後はミッドモネーでrガブリエルの鍵』を入手できる 

2^ 09足晨おじさん 
条件：ソフィアがいる 
オルカディア〜テイクパードまでのショップで 
すべての商Sが2割引で購入できるようになる 

tt^io無邪気先生と典情のライセンスi 
自分の宿舎で無邪気先生と合流。 

非情のライセンス』も入手できる また、 

パートナーが2人S無邪気先生がいる 

八ンナがいる 

oy n迷子の八ンナ 
ハンナが城内で f子になる 

レズu—がいる 

13 ロリィの賤り〜その卜 
ロリィがr告白の指輸 
/カウンター•リング』をくれる 

12才^7(—□— 卜作載 
I■星の涙J入手作*！が始まる。作戦開始に®たり、軍資金1500Gと 
「ブレイズ•リング/チルド*リング】などが支給される 

-•¥ 

ロンドの橋へ（77ページ） 



I 01模擬戰闘 
ゲームがスタートすると、いきなり見知らぬ 

騎士との戦闘シーンに突入する。が、心配はい 

らない。主人公の実力は相手をはるかに凌ぐの 

で、攻撃を選び続けているだけで楽勝なのだ。 

03パートナーをスカウト 

城下町に住んでいる5人の女の子の家を訪問 

し、冒険に連れて行くパートナーをふたり、任 

命及び解任する。誰をパートナーにするかは、 

個人的な趣味に走りまくって結構。ただし、女 

の子の間には相性があり、それによって冒険が 

楽になったり苦しくなったりするので、よくよ 

く考えて決めよう。7ページの相性表や19ペー 

ジからの「r刻の涙j継承者リスト」なども参 

考にしてほしい。なお、会話中に発生する選択 

王ィア 
イベント詳細 

■任命時の選択肢と恋愛度の増減 
ソ 

T 

ソフィアを連れて行く（+2) 
もう少し考えてみる（一1) 

こんな家族思いの子は連れていけない(_1) 
ソフィアを連れて行きたい (±0) 
尼寺へ行け、尼寺へ！ （±0) 

素直に引き下がる（±0) 
腕ずくでも連れて行く（一2) 
ソフィアの家に居座る（一1) 

恋愛度による選択肢の変化なし 

1 怪しいので連れて行かない(±0) 
怪しさに惚れて連れて行く（±0) 
お茶を飲んで気を取り直す（±0) 

恋愛度35以上 恋爱度35未满 
A ハンナと一緒に行く（+2) 

おやつは500ゴールドまで（ + 2) 
もう少し考えてみる（±0) 

素直に引き下がる（±0) 
ニンジンをぶらさげてみる（一1) 
女の子なんてどこにいるんだ？（±0) 

レ 恋愛度65以上 恋*度65未满 

5 レズリーを連れて行く（+1) 
レズリーを連れて行かない(±0) 
ヌードも描くのか？（±0) 

レズリーを連れて行く （+1) 
レズリーを連れて行かない(±0) 
両親でなく伯父でいいのか？（±0) 

恋爱度による選択肢の変化なし 

1 リンダだけを連れて行く（+2) 
リンダを連れて行かない(-1) 
クロードも美人コンテストに出壜（±0) 

■解任時の恋愛度の増減（※「このまま連れて行く」を選択時は恋愛度（±0)) 
〇〇〇を部■に埔す 

ソフィア 恋爱度65以上(+2) /35以上65未滿(±0) /35未満( + 2) 

ラ< ズ 恋愛度に関わりなく (±0) 

/\>± 恋爱度35以上（一2) /35未滿（+2) 

レ;CU- 恋愛度に問わりなく（一2) 

リンダ 恋愛度に関わりなく（+2) 



▲テディーからrミカエルの鍵jをもらったら、城内と城下 
町の医療箱を片っ端から開けていこう。とくに1Fにある 
f海の石板jは重要アイテムなので必ず手に入れておくこと 

肢では、どのコメントを選んだかによって恋愛 

度の增滅がある。こちらの詳細については74 

ページにまとめたので参照してほしい。 

04テディー 

城下町の教会にいるテディーに話しかけると 

rミカエルの鍵』をもらえる0この鍵はザルド 

ス大陸の医療箱を開けるために必要なアイテム 

だ。鍵を受け取ったら早速、城内及び城下町の 

医療箱の中身をすべて頂いておこう。 

05 メネシス 
メネシスは城内2 Fの研究室にいる。彼女か 

らとくにもらえるものはないが、勲章魔法につ 

いて聞けるので話しておこう。また、無邪気先 

生を連れた状態で話しかければ、ハーフスピリ 

ットについての情報も得られる。 

06ジーン 
オルカディア城の馬小屋にいるジーンに話し 

かけていると、フローレとアンダビで妹メリン 

ダからの手紙を受け取ることができる。また、 

会話中に選択肢が発生するが、このときパート 

ナーがいる状態で「愛を告白…Jを選ぶと恋愛 

度が一2されるので注意0このコメントを選ぶ 

と、エピローグでジーンとの会話が少し変化す 

る。もし選びたいなら、パートナーをスカウト 

する前にしよう。 

一rジーンに愛を告白しに来たjを_すると 

両パ-トナー0S5SS (-2) 

07セーラ 
城下町にいるセーラに話しかけると、彼女の 

兄.カルノーへの手紙を預かるか否かの選択が 

発生する。この手紙は後半のイベントに絡んで 

くるし、預かり賃として衣装ももらえる。素直 

に預かっておいたほうがお得だ。 

08衣装盗賊団の首額 
城内B1の牢屋に拘留されている衣装盜賊団 

の首領。彼に話しかけると衣装箱の鍵のありか 

についての情報が得られる。なお、彼との会話 

で鍵を譲り受ける約束をしていないと、rガブ 



リエルの鍵Jを入手できなくなってしまう。必 

ず話しかけておくように！ 

09足畏おじさん 
ソフィアを仲間に加えたあと、酒場にいる白 

髮の老人に話しかけるとオルカディア〜テイク 

バードの商品購入価格が2割引になるイベント 

だ。だが、じつはとんでもない財テクができる。 

このゲームでは商品の売買価格が同じなので、 

買ってその場で売ればどんどんお金が增えてい 

くのだ0また、割引はソフィアがいる間だけだ 

が、最終的にパーティに加えなくても大丈夫。 

初期状態の所持金はゼロだが、セーラからもら 

える衣装を売れば資本を作れるからだ。 

10無邪気先生と弗情のライセンス』 
自分の宿舎に戻り、ハーフスピリットの無邪 

気先生を仲間に加える。またこのとき、『非情 

のライセンスJを入手することが可能だ。この 

アイテムは持っているか否かでシナリオが大き 

く変^:するキー•アイテム。ただ、1周目では 

入手せずにプレイするほうをオススメしたい。 

11迷子の八ンナ 
ハンナを連れて城内を移動すると、彼女がは 

ぐれて迷子になってしまう。迷子になったハン 

ナは中庭にいる。急いで迎えに行こう。 

12才_バ_ロード作騙 
パートナー2名と無邪気先生を連れてオルカ 

ディア城のB1Fにある星見の間に行くと、 

r星の涙j探索行がいよいよスタートする。こ 

のイベント後はパートナーを任意に変更するこ 

とができなくなるので、事前に確認しておこう。 

なお、旅立ちに際し、マルキ神祇官からいくつ 

かのアイテムとrブレイズ.リング/チルド. 

リング』をもらえるぞ。 

13 CHIィの見送D〜その1〜 
城下町からワールドマップへ移動する際、パ 

ーティにレズリーがいると彼女の妹分のロリィ 

が見送りにくる。ロリィはお守りとしてr告白 

の指輪/カウンター•リングjをくれるのだ。 



ロンドの橋〜 
アルタミ洞窟 

占いによれば『星の涙』の鍵 
はノエルという人物にあると 
いう。そこで一tラは□ンドの 
橋を経由し、ノエルの住むミ 
ッドモネーを目指した。 

来来□ンHの*来来 

ゴブリンX3 

ゴブリンX4 

シーフX2 

シーフX3 

スライム 



医療箱 

资来来アルタミ_来来来 

〇自然の息吹 

0フランティックガス 

/ファナティックガス 

宝箱 

〇古代のドレス 

〇くっきりとした腕輪 

〇ベンギンの服（靴付） 

/全身タイツA (靴付） 

〇マジカルシード 

/星のタリスマン 

〇皇室アルパム 

〇ステロイドドリンク 

ワンポイント 
アルタミ洞窟は通過するだけだし、強力 

なモンスターも出現しないので、肩慣ら 

し感覚で進もう。_、衣装箱が結構あ 

るので、rガブ1鍵」を入手した 

ら' 衣装を回収nに戻ってこよラ。 





■洞窟 
01カルノーを目撃 

02四天王のひとり、 
カルノーを見かける 

レズU—がいる 

ぽ02似顔絵 
絵描きに話しかけるとレズリーの 
「似顔絵.！を描いてもらえる 

03 □ンド橋落ちた 
ロンドの橋が爆破される 

0^=04河原で野宿 
パートナーとの会話 

05橋を迂回 
橋が直前で爆発する 

ay 06アルタ5洞窟 
イベントはとくにない 

I 

5ッドモネーの村へ（82ページ） 



卜烊細 
〇 〇 

參老画家との会話で発生する選択肢 

(対象者：レズリー） 

•無条件で0Kする (±0) 

•とつとと次の場所に行くべきだ（一2) 

•条件を出す （+2) 

イベン 

橋の近くの小屋に住んでいる老画家は、レ3a 

リーと知り合いのようで、レズリーがパーティ 

にいると似顔絵を描くかどうかの選択肢が発生 

する。ここではどのコメントを選んでもレズリ 

一の『似顔絵』を入手できるが、恋愛度の増減 

があるので、右の表でチェックしてくれ。また 

この場合、橋を渡る際に発生する爆発に巻き込 

まれず、アルタミ洞窟を経由してミッドモネー 

へと進むことになる0レズリーがパーティにい 

ない場合は爆発に巻き込まれてしまい、河原か 

らミッドモネーを目指すことになるぞ。 

04河原で野宿 
橋の爆発に巻き込まれたあと、河原で野宿を 

することになる。野宿中には、パートナーのど 

ちらかと会話を楽しむことができるのだ。この 

とき会話をしなかった女の子の恋愛度が下がっ 

てしまうが、「どちらも断る」を選択した場合 

はふたりとも下がってしまうので、必ずどちら 

かの女の子を選んでおこう。なお、会話をしな 

かった女の子はHP *MPが回復するというメ 

リットが一応ある。 

活したKー トナー (+2) 

活を断ったパートナー (-2) 

I"どちらも断るJ両パートナー (-2) 

06アルタ5洞窟 
レズリーがパーティにいると、このダンジヨ 

ンを経由してミッドモネーに向かう。逆に言え 

ば、レズリーがいないとこの洞窟には来ること 

ができない。ダンジヨンの内部は地下3 Fまで 

なので、それほど気合いを入れて進む必要はな 

いだろう。また、衣装箱が3つほどあるが、現 

段階では鍵がないので入手できない。よって、 

最短距離をとってミッドモネーに向かうこと。 

—織し 

織を 

ロンドの橋〜アルタ5洞窟 

顯灘鐵鱗欲響:讀:多場、沁 



が、.く)4\0が-;:.6 Vr'於’々くズ' .な、^ 

5ツドモネーの 
(その”村 

ミツドモネーの村に彳主む聖始 
母の再来と噂されるノエル。 
神祇官の占いによれば彼女が 
『星の涙』に関する手がかり 
を知っているというが……。 

5ツドモネーの 

I 

衣装箱 

〇怪獣スリッパ 

/スリッパ 
、_ 

〇自然の息吹 

〇タウUンドIJンク 

ヒールシード 20G 

キュアシード 50G 

ifジカルシード 300G 

秘密のブロマイド 500G 

えんまくん 100G 

多ヨートソード 500G 

木のブーメラン 400G 

鉄のレイピア 750G 

メリケンサック 450G 

革のムチ 600G 

銀紙の腕輪 200G 

おもちゃの指輪 300G 

フリルスカート 1800G 

/ティアードスカート 6000G 



7 □- ミツドモネーの»<その1〉 

0^=01キャロル 
ノエルについての情報を入手 

02 ノエルは留守だった 
ノエルの家及び付近の墓を調べる 

ぼ03 師匠ラ5レス〜その1〜 
ラミレスと戦闘 

0^=04 『ガプリエルの鍵i 
条件：衣装盗賊団の首額と面会済み 
宿屋の奥にいる男に話しかけ、クイズに2問連続で 
正解すると『ガブリエルの鍵jをもらえる 

0^=05恶夢〜その1〜 
条件：非情のライセンス.所持&宿屋に泊まりrすぐ»るjを进択 

主人公の過去が垣間見られる 

■ 
ライズがいる 

■ 
06暗殺未遂 

ライズが主人公を暗殺しようとする 

0^=07隳兵口べルト〜その1〜 
条件：ソフィアsuンダがいる 
口べルトとソフィア、リンダの会話 
口べルトからr外道の指iLを入手 

0^=08インクマル少年〜その1〜 
条件：uンダがいる 
イングマル少年とリンダの会話 

09 ノエルの行方 
キャロルからノエルの行方に関する情報を得る 

パルメ村へ（87ページ） 



° •衣装盗賊団幹部のクイズ 
(クイズは1、2問目共に4問ずつ用憲され 

ており、ランダムで出題される。なお、答え 

を間違えても何度も挑戦可能だ） 

1問目 

xナエル/xニエル/〇ノエル 

Xアフガニスタンの臟/〇スターリングの 

虎/Xイラニスタンの油 

〇プリシラ/Xプリシア/Xブリルア 

X静かなる雷鳴/X動かざる流氷/〇山かけ 

ざる豆腐 

2問目 

Xビンテージ/〇ソーセージ/Xターコイズ 

Xソラリス/Xソイレント/〇ザルドス 

〇インへ*リアル/ Xインペリテリ/ Xインテ 

リアル 

Xミリンダ/〇メリンダ/Xサガ 

〇 〇 

卜bib 

_iキャロル 
ミッドモネーに着いたらまずは宿屋の2階に 

あるレストランへ。ここで慟いているキャロル 

からノエルについての情報を入手するのだ。 

03師Eラミレス〜その 
一輪車で遊んでいる老人は、主人公の師匠ラ 

ミレスだ。彼に話しかけると一騎討ちへ突入。 

勝利すると斬雷剣が手に入るぞ。なお、このイ 

ベントは師匠イベントのスタート地点。これが 

発生していればパルメ村、ケープリバー、テイ 

クバードでも対戦できるようになる。 

04『ガプリエルの鼸j 
宿屋の左奥にいる人物は衣装盜賊団の幹部。 

盜賊団首領と話しており、さらに彼の出すクイ 

ズに2問連続正解すると、rガブリエルの鍵j 

が手に入る。解答は左記の表を參照してくれ。 

05悪夢〜その1〜 
宿屋で「すぐ寝る」と主人公の過去をかいま 

見られる。また、これは一連の悪夢イベントの 

スタート地点。このあとパルメ村、テイクバー 

ド、リトルミンチでも悪夢を見ることが可能。 

07牖兵口べルト〜その1〜 
ソフィアとリンダがパーティにいると、村の 

中央付近に少年と傭兵が出現。彼らに話しかけ 

ると一連の傭兵イベントがスタートする。また 

同時に、下記の少年イベントも始まるぞ。今回 

はただの顔見せ程度だが、このあと、ケープリ 

バー、ダイ、オルカディアで再会することに0 

08インクマル少年〜その1〜 
リンダだけがパーティ内にいると、この少年 

イベントだけが発生する。リンダとイングマル 

の一連のイベントで、これが発生していればパ 

ルメ村、フローレ、ケープリバー、オルカディ 

アでイングマルと再会できる。 

5ツドモネ•の対くそのi> 

◄傭兵イベント、少年イベントは発生条 
件が厳しいものの、数々の！な衣装が 

手に入る。しかも、その内容も面白いぞ 

►師匠との戦いで入手できる斬雷剣 
は、主人公の—/防御修正を上昇さ 

せるためのアィテムだ。装備は自動的 
に行なつてくれるぞ 



パルメ山〜 
パルメ材 

ミッドモネーに到着したとき 
ノエルはすでにフローレへ向 
かつたあとだつた。一tラはや 
むなく、フローレへ向かうた 
めパルメ山へ向かった……。 

奈奈来パルメ山来银奈 



パルメ山のモンスターは比較的レベル 

が高く、経験値を多くも5える。もし、 

アルタミ洞窟を経#tていないな5、パ 

ルメ村の入り口<^^^ロウ□して、レ 

ベルアップしておくといいだろう。 

パルメ山の 

S箱 
衣装箱 

〇しましまのシャツ 

/パスケユニフオーム（上） 

〇マジカルシード 

/星のタリスマン 

〇セイレーンの八ープ 

Encount 

•ァ7ゾネス •ウィッチX3 

•パーサーカーX 3 -ウィッチX 5 

+ホブゴブリンX3 •ダークエルフX3 

•バーサ™カーX 6 •ァマゾネス 
•シルフX2 +ダークエルフ 
•シルフX3 •ゴーレム 
•コカトIIス 

ノ 



奈来来パルメ《奈奈来 

ロングソード 1300G 

ハンティングブーメラン1100G 

網のレイピア 1700G 

アイアンク□ウ 1200G パルメ «の 
パラのムチ 1400G 

覚悟の鎧 1100G 

こよりのネックレス 800G 

サドルシューズ 1200G 

/トレッキングシューズ 5600G 

メイド服 23000G 

プリーツスカート 2300G 

ヒールシード 20G 

キュアシード 50G 

マジカルシード ■ 3006, 

えんま <ん 100G 

■PHHHI 100G 

香りのぎつい香水 300G 

宝箱 

〇異国の軍用制服 

/東洋の軍用制服 

〇ドーKミンドリンク 
〇フランティックガス 

/ファナティックガス 

❺バットスーツ 



藝 

格奈来胃の®来来来 

ント 
塔内は細かいフロアが多 

く、自分の位■を見失い 

やすい。Iマップを参考に 

して現在位置を確かめな 

が5進も^t闘を避け 

て進みナ^^パル 

で『香<•_)のき4い裡 

メ村 

、香水』 

を購入しておくといい。 





パルメ山〜パルメH 
SUB STREAM (順不同） 

ayoiパン屋のスー 
スーに結婚を迫られる 

0^=02インクマル少年〜その2〜 
条件：リンダがいるS 5ツドモネーで 

イングマルと会括済み 
イングマルか5 r八イヒール/黄金の靴」を入手 

03悪夢〜その2〜 
条件：ミツドモネーで1夢を見ているs宿屋に泊まりrすぐ寖るjを選択 
主人公の過去が垣間見られる 

(^04 VS阪血»人 
左上の民家で吸血村人に81われる。 
ただし、ライズがパーティにいると戦闘にはならない 

0^05吸血鬼八ンタ_ 
ブラウン神父から吸血鬼の打倒を依頼される 

06『プルーサフアイア探索 リンダがいる 
吸血鬼にトドメを刺すアイテム 

rブルーサファイアjを入手する 
ため、トライボンド鉱山へ（99ページ） 07 (Jンダの財力 

トライポンド鉱山 

rブルーサファイアjをリンダ 
が所持しているので、直接、 
鐘の塔へ 

i，- 
08鐘の塔 

条件：rブルーサファイアj所持 
鐘の塔へ出入りできるようになる 

八ンナ（恋愛度80以上） 
がいない Wぽ〇9 

4 
1^09 VSフランケン 
鐘の塔4 Fにいるフランケンを倒せ 

d^io r敵は倒しておいたよ。hj 
ハンナが先回りして敵を倒している（2遇目以降） 





パン屋のスー 
村の右奥にあるパン屋にはスーがいる。彼女 

に話しかけると選択肢が表示されるが、パート 

ナーの恋愛度の增滅はとくにない。ちなみに、 

「結婚する」を選択するとスーとの結婚式の画 

面を見ることができるぞ。 

02インクマル少年〜その2〜 
ミッドモネーで出会ったイングマルがリンダ 

を追いかけてパルメまで来るというイベント。 

村の中にいるイングマルに話しかければ、『ハ 

イヒール/黄金の靴Jがもらえるぞ〇彼との会 

話中に発生する選択肢については、「ねぎらつ 

てやれ」を選ぶと少年は落胆し、「追い返せ」 

を選ぶと軎ぶ。この選択肢による恋愛度の増減 

はないので好きなほうを選ぼう。なお、イング 

マル少年とはフローレで再会できるぞ。 

04 VS阪血树人 
民家内の医療箱を開けると村人が典いかかつ 

てくる。たいした相手ではないので魔法を使つ 

てさっさと激散らそう。なお、ライズがいると 

彼女の脅しによって戦闘は回避される。 

▲リンダ様の巨万の富のホンの一角を見せつけられる一瞬。 
希少価値が極めて高いrブルーサファイアjを、平然と持ち 
歩くのみならず、家では猫のトイレに使っているとは…… 

05晒血鬼八ンター 
教会で神父から吸血鬼退治を頼まれる。会話 

中に依頼を受ける•受けないの選択肢が発生す 

るが、最終的には吸血鬼退治を請け負うことに 

なる。吸血鬼が住む鏞の塔にはrブルーサファ 

イアjがないと入れない。依頼を受けたあと、 

ひとまず村を出てトライポンド鉱山へ進もう。 

ただし、リンダがいる場合は例外。彼女がrブ 

ルーサファイアjを持っているからだ。という 

ことで、鏡の塔へ直行しよう。 

09 VSフランケン 
塔の4 Fまで上るとフランケンとの戦閼に突 

入する。こいつはHPが高いこと以外、さした 



o 

參八ンナが倒して<れる中ポス 

鐘の塔.フランケン 

鐘の塔.吸血鬼 
パルメ山.サイク□ブス 

ドリフの森.グリフォン 

火山洞窟.スキュラ 
ピラミッド.クレオメビウス 

る特徴はない。兜割りなどを駆使してHPを肖IJ 

っていこう0なお、このあとに吸血鬼との戦い 

が控えているので、この戦闘では合体魔法を温 

存しておいたほうがいい。 

1〇 r敵は倒しておいたよ。hj 
2周目以降に発生するイベント。恋愛度が 

80以上のハンナをオルカディアに残している 

と、ハンナが特定の中ボスを倒しておいてくれ 

る。……と聞くと楽なように思えるが、実際は 

逆。中ボスを倒さなぃ=勲章魔法が手に入らな 

くなってしまうためだ。なお、退治してくれる 

中ボスについては右記の表を参照しよう。 

11鐘楼の留め金％はずす 
鐘楼の鐘には留め金がかかっており、このせ 

いで鐘が鳴らなくなっている。留め金は鐘を調 

ベると外せるぞ。その後は1Fに戻り、ロープ 

を引けば地下への扉が開くようになる。 

13 V SOS血鬼 
吸血鬼カルバーン伯爵との戦いは2回戦。ま 

ずは人間の姿をした伯爵と戦い、それに勝つと 

真の姿で襲いかかってくる。人間タイプはHP 

も低いし攻擊力も弱い。そこで魔法は控えめに 

してMPを2戦目に残しておこう。逆に、2戦 

目では魔法をガンガン使って倒すこと。 

17『パットスーツ』を入手 
伯爵戦で入手したr民家の鍵jは、パルメ村 

で唯一、開かなかった家の扉を開けるもの。こ 

の家にはrバットスーツjがあり、これを持っ 

てパルメ山の地割れへ行けば頂上に進める。 

18走り幅跳び 
ハンナが走り幅跳びの要領で地割れを跳び越 

え、ロープを渡して地割れをクリアする。この 

イベントは伯爵を倒すまえにも発生させられる 

が、山頂にいるサイクロブスにパルメ村へと吹 

き飛ばされてしまうので、伯爵を倒さずに先へ 

進むことはできない。また、rバットスーツj 

を入手しているとこのイベントは発生しない。 

見たいなら入手まえに地割れへ行っておこう。 



:る？ 
オルカディアを出発してからあまり期間がない 

ので、最良のコメントを選び練けていないと恋 

愛度を65以上まで上げるのは困難だ。伯爵戦で 

手に入るrガラナチョコjを使えば多少は望み 

はあるが……。それでも恋愛度が足りないよう 

なら、残念だけど諦めるしかない。ここでのデ 

一卜は2周目以降で楽しむことにしよう。 

期間：VS吸血鬼 
〜フローレへのワールドマップに 
入るまで 

衣装：カジュアルワンピースor 

シックなワンピース 

■デート中の選択肢 

ソ 

イ 
ァ 

博物館で 帰り道で r女優の夢についてjから派生 
話を遮る（一2) 

黙って閎き入る（+2) 

いままでの冒険について（+2) 

女優の夢について（+3) 

黙つている（一2) 

そのほうが都合がよい（一2) 

気にすることはない（+2) 

ズ 

博物館で 

仕方のないこと（±0) 

王朝は常に正義（一2) 

ハ 
ン 
ナ 

博物館で 

驚かす（土0) 

ミイラの解説を読む（一1) ノ ノ 
レ 
ズ 
U 

1 

博物館で 痛り道で 

似合わない（一2) 

かわいい所もあるんだな（+1) 

ああ、いいよ（+2) 

いや、もう勘弁してくれ（一6) 

U 

博物館で 帰り道で 

まだ見る（±0) 

もう帰る（土0) 

もちろん（十4) 

二度と付き合いたくない（一6) ノ 

普通の人…てすつて。 
この私を铺まえて『着通の人J 
てすつて…… 

◄リンダ様とのデ—卜中に「まだ見る」を選 
択するとトラブル発生。さすがリンダ様…… 

►片方のパ—トナ—の恋愛度を！的に上げ 
ていれば、1周目でも発生させられるぞ 



トライポンド鉱山 
〜鉱山町トライン 

rブルーサファイア』を求め 
て、さびれた鉱山へとやって 
きた。だが、ロンドの橘を爆 
破した仮面の男が再び現れ、 

ラの行く手をさえぎる！ 

来奈来トラィポンドSSOJ来奈奈 



9>斯ント 
ここで出現するモンスターの中で注鳜 

したいのはゴーストとダークエルフ 

だ。こいつらはに偃れ、なかな 

か攻擊が当たら^遇したときは 

魔法を使って^をっけょぅ。 

トライポンド«山の 

宝箱 
衣装箱 

〇ウサギの服（靴付） 
/全身タイツB (靴付） 

〇一目惚れの盾 
/明鏡の盾 

〇東洋の作業服（靴付） 

医療箱 

〇タウリンドリンク 
〇フランティックガス 
/ファナティックガス 

〇マジカルシード 
/星のタリスマン 

Encount 

■AンデイツトX6 

•ダークエルフ 

•ダークエルフ 

+バンディットX2 

•ゴースト 
•ゴーストX2 

•クリスタル 
•インプX3 

•アースドラゴン 





看くぶ^^私.でが％^抓货ザ私^^がぶ 

来来来tttojeuトライン来来来 

ロングソード 1300G丨 

八ンテイングブーメラン1100G 

網のレイピア 1700G1 

アイアンクロウ 1200G 

玉砕の腕輪 800G _：ールシード 20G 

八イヒール 1400G キュアシード 50G 

/黄金の靴 500000G マジカルシード 300G 

パジャマシャツ 1300G えんまくん 100G 

パジャマズボン 1300G 女神っち 100G 

鉱山町トラインの 

宝箱 

〇シンデレラのドレス 

〇自然の息吹 
〇ステロイドドリンク 
〇ドーパミンドリンク 

衣装箱 

一;k泰囊1 _霧,' I 
一^^^!^^^^ 
香'.4】 

戀 



トライポンド鉱山 
〜鉱山町トライン 

八ンナがいる 

0^01迷子の八ンナ 
鉱山内でハンナが迷子になる 

0^02プルーサフアイア鉱腺 
採掘用の「標準ダイナマイトJを入手するため、 

鉱山町トラインへ 

0^03ダイナマイト探し 
鉱山町トラインへ行き、地下扈庫で 

「標準ダイナマイトJを探す 

0^04泉の女神：!:フネ 
鉱山内の湖に『標準ダイナマイトJを落とすと、 

金赤緑のいずれかのダイナマイトがちらえる 

05『プルーサファイア入手 
rブルーサファイアの鉱脈の前で 
標準ダイナマイトを使う 

0^06 VSカルノ^その1- 
02の四天王カルノーと戦闘 

戦闘に勝利すると「零式爆強」を入手 

パルメ村の鐘の塔へ戻る（88ぺ_ジ）） 



ナはブルーサファイア鉱脈のフロアにいるぞ。 

見。だが、鉱脈からブルーサファイア自体を取 

り出すには『標準ダイナマイトJが必要だ。と 

いうわけで、鉱脈を確認したらトロッコに乗つ 

てトラインへ。ちなみに、鉱脈を発見するまえ 

にトロッコに乗ることはできない。 

03ダイナマイト探し 

ーハンナの想SS (+4) 

02プル_サファイア鉱脲 
鉱山の最奥にあるブルーサフアイア鉱脈を発 

トラインの地下倉庫でr標準ダイナマイトj 

▲カルノーから手に入れたr鬵式爆弾jを使うと、壁の中か 
ら衣装箱が出現。中身は〖一目惚れの盾/明鏡の盾』だ。盾 
系は手に入りにくいので忘れずに入手しておこう 

を探す。隠し場所は誰がパートナーかによって 

変化する。怪しいところを調べまくろう。 

04泉の女神エフネ 
『標準ダイナマイトJを湖に落としてしまう 

イベント。女神との会話中に選択肢が表示され 

るが、どれを選んでも『標準ダイナマイトJは 

返してもらえる。なお、緑、赤、金のダイナマ 

イトはそれぞれ同色の鉱脈に対応しているぞ。 

ーハンナ®(+2) 

06 VSカルノー〜その1〜 
0 2四天王カルノーとの一騎討ちだ。負けて 

もゲームオーバーにはならないが、回復を怠ら 

なければ負けることはない。また、戦いに勝利 

すると手に入る「零式爆弾Jを、カルノーが立 

っていた場所で使うと隠し衣装箱が出現する。 

-両パートナーa^®8 (-D 



プ□ードソード 1900G 

チヤクラム 1700G 

銀のレイピア 2300G 

ヒートナックル 1800G 

チェーンウイップ 2000G 

ヒールリーフ 50G 

マジカルリーフ 800G 

キュアリーフ 100G 

い<5 1000G 

キャビア 5000G 

しびれふぐ 200G 

えんまくん 100G 

ガラスの盾 2000G 

散華の指輪 1100G 

:费ールな水着 8700G 

フレッシュな水着 6000G 

セーラー服 370003 

港町フローレ 
<その1> I 

吸血鬼退5台のせいで多少時間 
を浪費したちのの、よろやく 
港町フ□ー レへ到着。当初の 
目的だったノエルにも無事、 
会えたのだが……。 



宝箱 

〇三位一体の腕輪 
/絶叫の腕輪 

❶写真フィルム（12枚） 
〇妖精の息吹 

港町フロ_レの 



:::• 港町フローレ <その1> 

0^01マーユとノエル 
街娘のマーユにノエルの居場所を聞く 
ノエルとの会話では「ノエル家の鍵」を入手 

( 5ッドモネーの村へ（107ページ）} 



港町フロ•レ <その1> 
イベン 

▲新キャラクターのマーユ、12嫌。病床の爺さんと6人の弟 
たちを支えて慕らす女の子。戦災孤児で両親不在だが、幼い 
弟たちの母親代わりを務めている。け、けなげじゃ…… 

卜》細 

I 01マーユとノエル 
フローレへ着くと山のような荷物を抱えた少 

女とぶつかる0この少女がマーユで、彼女がノ 

エルの居場所を教えてくれる。そのあと、ノエ 

ルがいるという波止場へ向かって、ノエルから 

rノエル家の鐃jを受け取ろう。あとはミツド 

モネーのノエルの家へ戻り、rメンタルキュー 

ブjを手に入れるだけだ。なお、ノエルとの会 

話後、宿屋に無料で宿泊できるイベントが発生 

するが、このイベントではデートや悪夢などの 

宿屋関係のイベントが発生しない。よって、デ 

一卜の発生などを気にして「同室/別室」の選 

択に注意する必要はないぞ。 

02イングマル少年〜その3〜 
ミツドモネーでイングマルと会話していると 

発生するイベント0イングマルは敬愛するリン 

ダのために再び衣装を用意しており、『黄金比 

串の服（靴付)Jをくれる。忘れずに話しかけ 

ておこう。会話中に発生する選択肢については 

パルメ村と同様だ。「苦労をねぎらってやれ」 

を選ぶとイングマルはがっかりし、「任務の邪 

魔だから追い返せ」を選ぶと軎ぶ。なお、ミツ 

ドモネー、パルメ村、フローレの3力所でイン 

グマルと会話していれば、次はケープリバーで 

再会できる。 

06妹の手紙〜その1〜 
オルカディア出発まえにジーンと会話してい 

れば発生するイベント。主人公を追いかけてき 

たジーンが、r妹の手紙ijを届けてくれるの 

だ。またr妹の手紙jは、アンダビでも受け取 

ることができるぞ。ちなみに、この手紙がシナ 

リオの進行に影響することはまったくないが、 

手紙を道具として使うとメリンダの声を聞くこ 

とができるぞ。 

► r:•あ……また僕……」つて、オイ— ►残念ながらメリンダの姿は表示されな 
突き！されたのになぜ*ぶんだ？イ い。ぅ〜む、いつたいどんな容姿なんだ 

ングマル塞、ま、まさか君はマ：！ ろ？気になつて夜蠢れないよ！ 



ソフィアのキャラチェンジはデート中に発生 

する。歌劇団鑑賞後の会話で、下記のコメント 

を選べば成立だ。なおキャラチェンジ後は「傭 

兵□ペルト」「足長おじさん」が発生しなくな 

る。よく考えて決定しよう。 

発生時期 初めてフ□••レを肪れる〜「メンタルキューブJまで 

発生方法 デート可能な条件を满たす 

i成立条件 選択肢 

b手衣装 rソフィアの学校水着/ソフィアの大胆な水jij 

r君は君の〜」から派生 

君は君の道を行け（±〇) 
やはり君には一緒に…（±0) 

ソフィアを歌劇団…（+5)一成立！ 
もう一度考えBす 

• P 
リンダのキャラチヱンジは美人コンテストで 

優勝すると発生する。優勝条件はリンダの魅力 

と選択肢。右下の表を参考にして魅力を高めて 

おこう。なお、優勝を逃した壩合は恋愛度を上 

げるための選択肢が発生するそ‘。 

発生時期 美人コンテスト開催中 

発生方法 帝闥壜|こいる市艮に話しかける（r メンタルキユ-力まえ） 

成立条件 美人コンテストで優勝する&選択肢 

[入手衣装 ruンダの学校水)*/リンダの大胆な水着j 



インべypル 
歌劇団鑑賞 
ソフィ: 

フローレでのデートはソフィアのキヤラチェン 

ジに直結しているので、ソフィアとのデートで 

はコメント選択に注意が必要だ。105ページの 

「スカウト」も併せて参照してくれ。ちなみに、 

キャラチェンジは別れた時点で成立したとみな 

されるので、ソフィアとデートしても、別れな 

ければほかのキヤラチェンジは発生する。 

期間：初めてフローレを訪れる 
〜「メンタルキューブ」まで 

衣装：真紅のパーティドレス 
orピンクのパーテイドレス 

■デート中の選択肢 

ソ 
フ 

ァ 

*塌ロビーで 「君は君の…』から派生 桶り道 備考 
君は君の道を行け（土 0) 

やはり君には一緒…（±0) 

ソフィアを歌蒯団…(+5) E 

も5—度考え直す（土0) 

もっと自信を持て…（+3) 

なら、あきらめた…（一4) 

フローレへのワールドマップで歌 

劇を見る約束をしているなら、デ 

一卜闐始時に恋爱度+2 

ズ 

備考 

/ 選択肢が発生する塌面はない 

ハ 
ン 
ナ 

帰り道で / 

よくそんなに眠れ…（一1) 

旅が辛いからか？ (+2) ノ 
X 
U 

ロビーで 播り通で 

面白かった（+2) 

つまらなかった（一3) 

よく見てなかった（±0) 

ある目的のため（土0) 

女にモテるため（+1) 

オルカディアの平…（土0) ど ど 
U 
ン 
ダ 

>国劇埔で «塌ロビーで 

その必要はない（一3) 

教えてもらおう（+2) 

面白かった（±0) 

つまらなかった（±0) 

よく見てなかった（+2) ノ ノ 



5ッドモネーのH | 
〜港町フロ■レ くその2> | 

ノエルからは『星の涙』につ 
いての_的な情報は得られ 
なかつた。が、彼女は『メン 
タルキューブjがあれば何か 
わかるかもしれないといろ。 

< ベ V h 7 □- %%%% 
ライズがいる 

非情のライセンス』 嘯 

ラ!<ズの怒り 0^01 
ライズが暴行をはた5くオルカディア兵 
に制裁を加えるべく介入する 

0^=02 メンタルキューブ』 
条件：「ノエル家の鍵を所持 
ノエルの家でrメンタルキューブ』を入手 

★ 03有名レストランでデート 
期間：rメンタルキューブj〜「捕鯨船」まで 
ソフィア/ライズ/八ンナ/レズリーとデートできる。 
rカジュアルブラウスjか[■ラップブラウスjのどちらかを入手。 
さらに、相手がハンナの場合のみキャロルが『テニスシューズ/パ 
スケットシューズjをくれる 

港町フローレへ 

0^04 ノエルの所在 
マーユにノエルの行き先を間く 

0^05ニセモノ驅_ 
条件：fメンタルキュープを所持 
宿屋に泊まると、翌朝、主人公のニセモノが出現 
「悪逆の盾jを入手 

06思夢〜その3〜 
条件：パルメ村で慝蓁を見ている&宿屋に泊まり「すぐ寝るjを遇択 
主人公の過去を垣間見られる 

07捕鯨船 
港でくだを巻いている漁師に話しかけ、 
捕鯨船を借りる 

カレニア31儀へ（110ページ） 



カディア兵に制裁を加えるべく介入する。オル 

カディア王朝の体制に対して強い不満を抱いて 

いるライズの一面が見られるぞ。 

ーライズの恋愛度(+2) 

発生するイベントだ〇ライズが暴行を慟くオル 

02 『メンタルキューブ』 
rノエル家の鍵』を使ってノエルの家に入り 

2fの窓際にあるrメンタルキューブjを入手 

04 ノエルの所在 
再びフローレに戻ってきたのはいいが、波止 

▲主人公を暗殺しようとしたり、オルカディア兵にたんかを 
切ったりと、 5人の女の子の中ではあからさまに態度がおか 
しいライズ。彼女はいったい何を企んでいるんだろうか？ 

する。しかし、rメンタルキューブj自体の使 

いかたがわからないため、再びフローレへ戻つ 

てノエルに尋ねることに。 

場にノエルの姿がない。フローレでのノエルの 

行動はマーユに聞くのが一番。というわけで、 

マーユの家を訪れ' 彼女にノエルの行方につい 

て辱ねよう。すると、ノエルがカレニア環礁に 

向けて出発してしまったことがわかるはずだ。 

そのあとは港に行き、拽橋にいるオヤジに話し 

かけてカレニア環礁に行くための船をチャータ 

一すれば0Kだ。 

05ニセモノ騮動 
rメンタルキューブjを持っている状態でフ 

ローレの宿屋に泊まると、翌朝、主人公がふた 

りに増えている。まあ、髮や鎧の色が遑うから 

一目瞭然なんだけれど、それはプレイヤーから 

見た話であって、女の子たちにしてみれば大問 

題。連れているパートナーによって解決方法は 

異なるが、みんな一所懸命にどちらが本物かを 

見分けようとするのだ。ちなみに、このイベン 

卜が終了すると『悪逆の盾jが手に入る。この 

ゲームでは盾を入手しにくいので重宝するぞ。 



ィックでもらえる衣装のほかにrテニスシュー 

ズ/バスケットシューズ_iが手に入る。ここで 

しか入手できないので、ハンナがいるなら優先 

的にデートしたほうがいいぞ。 

期間：「メンタルキューブ」〜「捕解船」まで 

衣装：カジュアルブラウス 

orラップブラウス 

tilt 

■デート中の選択肢 

ソ 

イ 
T 

レストランで 燸り遵で 

子羊の肉のソテー（±0) 

牛肉のワイン煮込み（±0) 

任せる（+1) 

もう勘弁（一7) 

かまわない（±0) 

ズ 

レストランで 

子羊の肉のソテー（±〇> 

牛肉のワイン煮込み（土0) 

八* 

ン 
ナ 

レストランで 桶り道で rそう見える』から派生 

子羊の肉のソテー（±0) 

牛肉のワイン煮込み（±0) 

任せる（+1) 

そう見える（+2) 

そ5見えない（一4) E 

ハンナと手をつなぐ（+2) 

子どもじやあるまいし（一5) 

U 

レストランで r子羊の肉…』「牛肉…』から派生 「任せる』から派生 

子羊の肉のソテー（±0) 

牛肉のワイン煮込み（±0) 

任せる（±0) 

俺が作ろろ(±0) 

ワガママだろう、それは（±0) 

声をかける（±0) 

手を握る（ + 3) 

なにもしない（_2) 



カレニア環礁I 行き違いになったノエルを追 つて、はるばるカレニア環礁 
までやってきた一行。はたし 
てrメンタルキューブjの使 
い道が判明するのだろうか？ 



奈奈来ヵレ=ァ*0J奈奈奈 





カレニア火山の 

宝箱 

〇ホットパンツ 
〇ゴム長靴 
/ビーチサンダル 

〇マジカルリーフ 
/月のタリスマン 



カレニア環礁 

SUB STREAM 

+ 01ビーチdeデート 
期間：初めてカレニア環礁を訪れる〜rノエルの正体」まで 

ソフィア/パンナ/レズリー/リンダとデートできる 

0^=02 ノエルの正体 
ノエルと出会い、rメンタルキューブjについて話を聞く 

レズij一がいる 

0^=03レズ11_をかぱ3 
火山の噴火からレズij一をかば3 

0^04火山渭窟へ 
重傷を負ったビコを助けるため、薬草を探しに洞窟へ入る 

(1^=05 VSスキュラ 
洞窟内のスキュラを倒すと、「st付け蓽jとrゴム長靴/ビーチ 

サンダル』が手に入る 

パルメ村「敵は倒しておいたよ。HJが発生している場合、 

八ンナが先回りしてスキュラを倒しているので、戦闘は発生しない 

@06ピコの最後 
意識が戻ったピコは最後の力を振り絞り、 

主人公たちをオルカディアへワープさせる 

王都オルカディア〈その2> へ（117ページ〉） 



02 ノエルの正体 
カレニア環礁の東海岸にいるノエルに話しfe 

けるとrメンタルキューブjが反応し、ノエル 

は真の姿を取り戻す。さらにさまざまな事実が 

判明。ノエルは妖精界の住人で、本当の名前は 

ピコであること。『星の涙』はその妖精界に咲 

く花の名前であること0そして妖精界が今、悪 

魔の侵略にさらされていることなど……。だが 

その会話のさなかにカレニア火山が噴火、ピコ 

はそのあおりを受け重傷を負ってしまう。 

03レズリーをかばう 
火山が嘖火したときに、レズリーをかばうと 

いうイベント。とくに何かをする必要はなく、 

パーティ内にレズリーがいれば発生する。 

—レズリーので® (+3) 

04火山洞窟へ 
ピコの傷を治療する薬草を入手するため、火 

山洞窟へ。洞窟内は見た目は広いがB 3ドまで 

しかなく、それほど複雑ではない。衣装箱をチ 

ェックしながらスキュラのもとへ進もう。 

05 VSスキュラ 
火山洞窟の主スキュラとの戦闊は2回戦。ま 

ずはタコの姿をしたスキュラと戦うわけだが、 

カルバーン伯爵のときと同じように、MPを節 

約して倒そう。そして、真の姿になった瞬間に 

恋愛魔法もしくは三位一体魔法をたたき込むの 

だ。なお、スキュラを退治したあと、近くに落 

ちているr黒真珠jを見逃さないように。女の 

子の恋愛度を上昇させる貴重なアイテムだぞ。 

06ピコの最後 
ピコのもとに戻りr気付け草jを使うと彼女 

は意識を回復する。そして、主人公に未来を託 

すと、最後の力を振り絞ってオルカディアへと 

瞬間移動の魔法をかけてくれるのだった……。 

W紙塊く讀ダ次〇::ベ W； 

ィベント篇細 



水着は持5，切るか？ 
カレニア環礁でのデートは発生期間が短い。ノ 

エルに話しかけてしまうとオシマイなので注意 

しよう。また、ビーチでのデートは水着を持っ 

ていないと発生しない点にも注意。この段階で 

入手可能なのはソフィア、ハンナ、ライズの水 

着のみ。つまり、レズリーとリンダは1周目に 

ビーチでデートすることが不W能なのだ！ 

期間：初めてカレニア播礁を訪れる 

〜「ノエルの正体」まで 

衣装：なし 

デート中の選択肢 

ソ 

イ 
ァ 

ビーチで（水雇所持） / / 備考 

俺は日光浴をする（土0) 

よし、泳ごラ（土0) / / 水牖を非所持、もしくは 

r日光浴をする』を選ぶと 

養殖埸へ 

ハ 
ン 
ナ 

ビーチで（水雇所持） rよし、泳ごdjから派生 痛り道で（泳いだ塌合） 備考 

俺は日光浴をする（±0) 

よし、泳ごう（±0) 

どんなに小さくても胸だから(-2) 

形、大きさ共に申し分ない（±0) 

用に楽しくはないが目の爾にあるんで（-2) 

ハンナの肩を抱く（+3) 

なにもしない（一2) 

水鵰を非所持、もしくは 

r日光浴をするjを選ぶと 

養殖場へ 

X 
U 

ビーチで（水着所持） ~~7 備考 

俺も日光浴する（+1) 

泳ご5(±0〉 
水着を非所持、もしくは 

r日光浴をするjを遇ぶと 

黌殖壜へ 

U 
ン 
ダ 

ビーチで（水雇所持） r泳ごラjから派生 儒考 

泳ごラ（±0) 

日光浴しよう（一1> 

手を握る（+3) 

改めて礼を言う（+2) 

なにもしない（一2) / 水霸を非所持、もしくは 

r日光浴をしよろ』を選ぶ 

と養殖塌へ 

溫!?，てい働 

Iチでのデ—卜では？^ことをオススメ 
。ただし、水がレズリ—は例外 

がない場合はHWWへ。IW8場を 
しているのはfみつめてJに登場したア 



王都オルカディア 
〈その2〉 

ピコの力で王都へと戻ってき 
た主人公は、ひとまず彳壬務経 
過を報告する。そして休む間 
もなく、次の目的地ソイレン 
卜大陸へと旅立った。 

“ •-卜7。_ _ャ 

0^01赤飛行石の欠片 
王の間にある聖父母のレリーフを調べると、 

赤飛行石の破片が見つかる 

■ 

0^=03 IIンダの父親 
港にいるリンダの父親に船を借りる交渉をする。 

リンダがノトティにいなけれI炫渉は決裂、ドリ 

フの森を目指す 

|Jンダがいる 

0^=04カレニア環礁再訪 
光線をたどってカレニア頃礁を目指すも、 

濃霧に阻まれケープリパー^^進路変更 

ドリフの森へ（120ページ） 

らープリバーへ（127ページ0 



01赤飛行石の欠片 

ピコが運んでくれた先は、オルカディア城の 

王の間だった。突然現れた主人公たちに驚く将 

軍を後目に、主人公は事件の経過を報告する。 

すべての原因は妖精界にあり、r星の涙jもそ 

こにある、と。報告を受けて、会謙は主人公た 

ちが妖精界へ赴くことでまとまった。が、まず 

は妖精界へ行くための鍵であるr飛行石jを手 

に入れなければならない。というわけで、会議 

が一段落したら、r飛行石jがはまっているは 

ずの聖父母のレリーフを調べてみよう。すると、 

赤飛行石の破片が見つかるはずだ。その破片か 

ら赤い光線が東に向かって伸び、次なる目的地 

が示されるぞ。なお、飛行石を見つけるまでは、 

王の間から出ることはできない。 

03 I；ンダの父親 

赤飛行石の欠片が発した光が東へと伸びてい 

たことから、次なる目的地は東の大陸、ソイレ 

ントに決定。そこで、そのための足を手に入れ 

るためにとりあえず港へ行き、リンダの父親に 

船を貸してもらえるよう交渉する。このときリ 

ンダがパーティ内にいれば、彼はすんなり船を 

貸してくれる。だが、リンダがいない場合は理 

由をつけて断られてしまう。そのため、新たに 

船を貸してくれる人を捜しに、ドリフの森を経 

由してケープリバーへ向かうことになる。 

04カレニア環礁再訪 

リンダの父親から船を借りた場合は直接、ソ 

イレント大陸を目指すことになる。しかし、そ 

う簡単に事が運ぶわけもない。カレニア環礁に 

さしかかったあたりで濃霧に阻まれ、結局ケー 

プリバーに新型船を借りに行くことになる。と 

はいえ、ワールドマップで行けるのでドリフの 

森を経由するよりはばるかに楽なのだが。 

王都オルカデイア 《その2〉 

イベント詳細 



オルカディアでのデートは久しぶりに戻ってき 

たせいか、なかなか長い1日になるだろう。プ 

レイヤーとしてはウレシイ限りだ。とはいって 

も、正しい（？）コメントを選択しなければ逆 

に痛い目を見ることもある0とくにレズリーの 

場合、恋愛度一12という強烈なパンチが待って 

いるので、コメント選びは慎重に。 

期間：「赤飛行石の欠片」 

〜rカレニア埋礁再訪」 

or初めてドリフの森を訪れるまで 

衣装：半袖のネグリジェ 

or長袖のネグリジェ 

■デート中の選択肢 

ソ 

-r 
ァ 

美術館で 王宮で r並ぶ』から派生 『自分たち…』から派生 / 

自分に似て…(+3) 

誰にも似て…（一3) 

並ぶ（土 0) 

並ばない（±0)E 

自分たちの未…（土0) 

今晩のおかず(±0)E 

信じない（一2) 

信じる（+2) 

1 
美術館で 「抽象画』から派生 王宮で r並ぶ』から派生 r自分たち•••』から派生 

風景画（±0) 

抽象画（±0) 

人物画（_2) 

森の妖精が見…（土0) 

多元的宇宙の…（±0) 

俺にもわから…（±0) 

並ぶ（土0) 

並ばない（土0)E 

自分たちの未…(±0) 

今晩のおかず（±0)E 

信じない(±0) 

信じる（+2) 

U 

美術館で fいや、面白…〗からI生 王宮で 「姓ぶjから派生 「自分たち•••』から*生 

いや、面白いよ（+3) 

つまらない（一5) 

いいと思う（+3) 

よく解らん（一3) 

ラクガキ（一12) 

並ぶ（土0) 

並ばない（±0) 

自分たちの未…（±0) 

今晩のおかず（±0) 

信じない(-3) 

僂じる（+2) 

U 
ン 
ダ 

美術館で 王宮で r驻ぶjから派生 ^Z ~~7 

雪めそやす（±0) 

意外だ（土0) 

並ぶ（土 0) 

並ばない（土 0) E 

信じない（一3) 

僂じる（+2) / / 



ドリフの森I 東の大陸に渡るための船を借 りにケープリパーへ。だが、 

ドリフの森にさしかかつたと 

ころで大蘭がパートナーをさ 

らつていつた！ 





ドIJフの森^ 

豆箱— 

〇びつちりとした指輪 

〇イタチの服（靴付） 

/全身タイツC (靴付) 

〇見つかりにくい服 

医療箱 

〇フランティックガス 

/ファナティックガス 

〇写真フィルム（12枚） 

〇妖精の息吹 

〇写真フィルム（12枚） 

0アムリタ 
〇マジカルリーフ 

/月のタリスマン 





“ V h 

ドIPフの森 
0^01クリフオン急寒 
一トナーのひとりをグリフオンに拉致される 

■ 
SUB STREAM 

ぽ02 底なし沼の底 
主人公が沼にはまり、女の子がロープ（Oxポタン連打）で救助する 

03索IK平仙人 
索敬平仙人がどこからともなく現 
れ、『カツトオブジーンズ/スバツ 

04地下洞窟 
崇敬平仙人の住処である地下洞窟 
に落ちる。仙人に会えばrパレリ 

ツjをくれる ーナの衣装/格H用レオタードJ 
をくれる 

■ 
05暖る鳥 

喋る鹿から「卵の®』の入手を依顆される。代わりにグリフオンに閧する情報を入手 

0^=06 VSクリフオン 
パートナーをさsつたグリフオンとの戦h r敵は倒しておいたよ。HJ 
発生済みの場合、八ンナが先回りしてグリフオンを倒している 

■ 
(^07 VS カルノー 

グリフオンとの戦M後、カルノーとの戰Hが発生。 
戦鬪後〖卵の®jを入手 

「助けにきてくれたんですね？」の会話の問いに対し…… 

喋る鳥と会ってから8分以内である 喋る鳥と会ってから8分以上経過 

0^08 VS密猟者 
喋る烏のところに行くと密撕者が出現、戦闘 
になる。戦hに勝利するとns上げブーツ/ジ 
ヤングルブーツ』を入手 

09鳥の背中に乗：>て 
条件：r卵の败j所持 
r卵の)sjを使って喋る雇を助ける。ケープリパーへ進めるようになる ■ 

SUB STREAM 

伝嫌の世界樹とフu—フォール 
期間：rvs密撕者」〜ケープリパーで船をもらうまで 
ソフィア/ライズ/八ンナ/レズリーとデートできる 
相手がレズリーならr包帚/すっきりとした鎧（k付)jを入手 

( ケープリバーへ（127ページ）) 



枚稱 

▲まったく……ソフィアってば大胆なんだから僕らは 
この瞬間のために生#ているといっても遇言ではない。真面 
目に恋愛度を上げていてよかった…… 

〇 〇 

•パートナー救助時の選択肢 

•仕事だから保険が降りる(±0) 

•ワシをこよなく愛する…（_2) 

•君のために飛んで#た…(+5) 
—ただし、さらわれた女の子の 
恋愛度が95以上の壩合は恋愛 
度+4。も*5片方の女の子の 
恋愛度一10 

01グリフォン急襲 

パートナーのひとりがグリフォンにさらわれ、 

る。さらわれるのは奇数周だと隊列の左側、偶 

数周だと右側の女の子だ。なお、女の子を救助 

するまでは森から出られない。 

02底なし沼の底 

沼に入り込むと、女の子が主人公を引っ張り 

上げるミニゲームがスタート。〇&Xボタンを 

連打しろ！ただし、このミニゲームに失敗し 

た場合しか地下洞窟へは行けない。洞窟には贵 

重な衣装もあるので、一度は行ってみよう。 

06 VSグリフォン 

女の子をさらったグリフォンとの戦闘だ。こ 

の戦鬪でレズリーの魔法を使い、主人公がトド 

メを刺すと動章魔法「ストームブリンガーJが 

手に入る。この魔法は超強力なので、レズリー 

がいる場合は必ず入手しておこう。なお、勝利 

するとカルノーとの戦鬪に続けて突入する。 

07 ▽日カルノー 

グリフォンをけしかけた張本人カルノーとの 

戦闘だ。このときさらわれたパートナーがライ 

ズなら、彼女はパーティに復帰して戦闘に参加 

する。また、敗北してもゲームオーバーにはな 

らない。なお、戦鬪後の会話で選択肢が発生す 

るが、救助した女の子の恋愛度が95以上で「君 

のために…」を選ぶと、なんとキスシーンが見 

られるぞ！そのほかのコメントの恋愛度増減 

については右下の表を参照してくれ。 

—勝利するとさらわれたパートナー(+1) 

08 VS密猟者 

喋る鳥と話してから鎖を断ち切るまでに8分 

以上経過していると、密猟者が戻ってきて戦閼 

になる。この戦闘に勝利するとr底上げブー 

ツ/ジャングルブーツJが手に入るぞ〇 

ドリフの森 
ィベント篇細 



丨説の世! I樹 
_ル 

私があるそ 
ここでのデートは、コメントの選びかたによっ 

てさまざまな派生がある。基本は伝説の世界樹 

でしばらく時間を過ごして、フリーフォールに 

望むのがグッド。ただ、女の子によって多少差 

があるので、下記の表を参考にしてベストなコ 

メントを選択しよう。なお、レズリーとのデー 

卜中、宝箱を発見して衣装を入手できる。 

期間：「馬の背中」に乗って 
〜ケープリノ '{一で船もらうまで 

衣装：相手がレズリーのときのみ『包帯/ 
すっきりとした鎧』 

■デ-卜中の選択肢 

ソ 

イ 
ァ 

フリーフオールで rやる』から派生 【•••すすめるJから派生り道で 

やる（土0) 

やらない（±0) 

…すすめる（±0) 

自分だけ…（±0) 

もろすすめない（±0)E 

それでもすす…（+2) 

言葉で慰める（±0) 

手を握る（土0) 

肩を抱く 

(恋爱度65以上……+2)(恋爱度65未满……一4) 

ズ 

世界樹で フリーフオールで rやるjから派生 備考 

引き止める（+1) 

行く（±0) 

やる（土0) 

やらない（±0> E 

…誘う（土0) 

…誘わない（土0) / 世界樹で『引き止める】 

を選んでいるとフリーフ 

オールで主人公が地面に 

激突する。恋爱度+2。 

ハ 
ン 
ナ 

世界樹で フリーフオールで フリーフオール後 ~~7 備考 

止める（一1) 

止めない（+1) 

やる（±0) 

やらない（一1) 

ダメ（±0) 

いいんじやな…（土0) / ハンナが木に登つてい 

たら、2回目の落下で 

ハンナが地面に激突 

レ 
ズ 
U 

1 

お絵かき中 『何もしないJから派生 フリーフオールで 「やるjから派生 爆り道で※ 

目の前を通つ…（±0) 

何もしないで…(±0) 

いい想じじや…(+3) 

大した事ない…(一2) 

やる（土0) 

やらない（±0)E 

…を誘う（±0) 

…を誘わない（±0)E 

屙を抱く（ + 3) 

何もしない（+2) 

※お絵かき中にr何もしないで…jを通んでいると発生 



ヶ-ェプ卿 
新型船を手に入れるためケー 
プリパーへと到着。しかし、 
ケープリパーの市長はタダで 
新型船を貸してくれるほど甘 
し、人ではなかった……。 

涤奈来ヶ-プuパ-mfg奈来奈 

ラファエルの« 

ブロー ドソード 1900G 

チヤクラム 

銀のレイピア 

1700G 

23006 

ヒートナックル 1800G 

チェーンウイップ 2000G 

策士の鎧 3000G 

謀略のベンダント 1000G 

書ジョァな水着■ SOOOOG^ 

レザージャケット 15000G 

レザーパンツ 1300061 

パレエシューズ 4000G 

/オリエンタルシューズ 11000G 

ヒールリーフ 50G 

キュアリーフ 100G 

HHH ■ 800G 

えんまくん 100G 

勇者イラズ ■100G 

/安眠まくら ■150G 

女神っち 100G 



奈来奈来奈奈 

フン射ント 
このダンジョンでは、機 

械系の^^一が多数 

登壩する。こいつらはH 

Pはそくなぃが 

攻擊力が戦ぃが長 

か線_ダ. 

*) 

引くと: 

を受け 

メージ 

法で早 

めに決着をつけよ〇。 







is:颂バ- 
SUB STREAM 

CHANGE 01 
条件：レズI 

レズU—の伯父さん 
レズIJ一がいる 
&ほかのキヤラチェンジ•イベントが未成立 

レズリーの伯父宅を訪ねると、伯母さんとの会話が発生。その後、市役所でレズリー 
の伯父さんに面会できる。レズリーのキャラクターチェンジイベント 
キャラチェンジ成立後「レズリーの学校水麓/レズリーの大胆な水着』を入手 

02ライズの深夜外出 
条件：ライズ（恋愛度65未满）がいる 

宿屋で「同室」「夜更かし」する。深夜に出かけるライズの後をつけると…… 

0^=03 VSグIJフォンライダー 
条件：ドリフの森でグリフォンと*IH済み 

グリフォンの飼い主と戦Hになる。 
勝利すると[昼のウェイトレス服/夜のウェイトレス服」をもらえる 

0^=04 『ラファエルの鼸j 
街にいる犬に括しかけるとrラファエルの鍵」が 
落ちている場所を教えてくれる。自分で発見することもできる。 

0^05クレア 
クレアを訪ねると市長への『紹介状」をもらえる 

0^=06ケープUパー布晨 
東の大陸に渡るための新型船をもらう交渉 



09ラミレス篩E〜その3〜 
条件： 5ツドモネーでラSレスと対戰済み 

ラミレスと戦闘になる 

oy1〇 vsジャイアントスラッグ 
勝利後、「食塩』を使えばトドメをさせる。 
「食塩」は下水道内の商人から寅える。また、 
勝利後は下水道内に侵入できなくなる 

ay 
夕. 

11足晨おじさんの正律 
イレル博士と再会する。 

この場合、下水道には入れない 

12東の大陸へ 
新型船を入手。東の大陸へ行けるようになる 

ソフィア&Uンダがいる 
ッドモネーで口べルトと会話済み 

ぽ13麵兵ロベルト〜その2〜 
新型船に近づくと□ベルトと戦闘になる 
勝利後「酷薄のアsュレットjを入手 

I 

ミツドモネー、パルメ村、フロ_レ 
のすべてでイングマルと会話済み 

14イングマル少年〜その3〜 
イングマルがr特注のドレスjをくれる 

SUB STREAM 

♦15 スカイラウンジでキメる！ 
期間：（•東の大hへ」〜rラクダ鯛入」まで 
ソフィア/ライズ/レズリー/リンダのいずれかとデートできる 
rスニーカーjかrワンストラップシューズjのどちらかを入手 

テイクバードくその1 >へ（136ページ〉 



ドリフの森で戦ったグリフォンの飼い主と敝 

闘になる。ただし、ハンナがグリフォンを倒し 

ておいてくれた場合は発生しない。勝利すると 

[■昼のウIイトレス服/夜のウIイトレス服J 

が手に入る。 

〇4『ラファエルのa 

ソイレント大陸にある医療箱を開けるために 

必要なrラファエルの鍵j。この鍵を入手する 

方法はふたつある。ひとつは自力で鍵を発見す 

る方法、もうひとつは犬に話しかけて埋蔵場所 

を教えてもらう方法だ。このとき、犬に教えて 

もらった埸合のみ、女の子の恋愛度が增滅する 

ぞ。詳しくは右表を参照してくれ。 

05クレア 
未亡人クレァ。彼女はかつて主人公の上官の 

妻だった女性だ。クレアはケープリバー市長と 

旧知の間柄で、市長に面会するためには彼女に 

『招介状Jを書いてもらわなければならない。 

〇6ケープyパー市s 

市長に面会して、新型船の貸し出し交渉を行 

なう。通常は交換条件として地下水道のモンス 

ター退治を提示される。だが、足長おじさんの 

イベントが発生中（商品が2割引で販売中）だ 

と、無条件で新型船を借りられることに。 

08 fウリエルの■ 
地下水道に入ったらまずはrクランクjを探 

し、プールがあるフロアのハンドルを回す。す 

るとプールの水がひいて、rウリエルの鍵jが 

現れる。なお、ハンドルは鉄格子に連動してお 

り、ジャイアントスラッグがいるフロアに入れ 

るようになる。 

10 VSジャイアントスラツグ 
ジャイアントスラッグはHPが高いが、防御 

——  

ケープW卜 
イベント詳細！ 

參『ラファエルの鍵：の入手方法に 
よる恋愛度の増滅 

•自力で発見 
恋愛度は增減しない 

•犬に教えても5う 
ソフィア/ハンナ/レズリー（一1) 
ライズ/リンダ （+1) 

▼市長は王政のオルカディア 
にありながらW*でiした 

というキレ者。タダで船を貸 ろキレ▲ 
くれな： してくれないわけだ…… 



力は低いのでわりと楽に倒せるハズ。注意した 

いのは糸攻擊。この攻撃には麻痒の追加効果が 

あるので、麻痒したら索早く回復すること。な 

お、戦闘に勝利したあと、『食塩』を使って卜 

ドメを刺さなければ、ジャイアントスラッグは 

復活してしまう。r食塩jは地下水道の道具屋 

で売っているので戦うまえに購入しておこう。 

n足畏おじさんの正体 
足長おじさんの正体は新型船を建造したタイ 

レル博士だった。博士はソフイアが亡くなった 

娘レイチェルにそっくりだからという理由で、 

一行に親切にしてくれるのだという。さらに、 

親切ついでに博士は、新型船をタダで貸してく 

れるというのだ。 

13蘭兵口べルト〜その2〜 
傭兵ロベルトとの再会。このイベントで彼が 

味方ではないことが明らかになる。一連の会話 

のあと、口べルトとの戦鬪に突入する。勝利後 

に「酷薄のアミュレットJが手に入るぞ。 

「レズリー咖父さんJ 

誠 _ 
レズリーのキャラチェンジは、まず彼女の伯 

父さんの家を訪問するとスタート。その後、市 

庁舍にいる伯父さんと面会し、会話で「学校を 

さぼる…」—「_緒に薯らすほうが…」を選べ 

ばキヤラチェン成立だ。 

►旅を嫌けるより 
も伯父さんと慕らI 

すほうが、彼女のj 

ためかもしれない1 

进択肢の流れ 

! 「学校をさぼる事に関しては…」から派生 

後輩の女の子を可愛いがる…（+1) 
後鼗の女の子を必要以上に…（± 0) 
学校をさぼる事に関しては…（±0) 

レズリーを自分にくれ（+4) 
一緒に■らす方が…（±0)—成立！ 

►足長おじさん、タイレル博士の娘レイ 
チェル。彼は娘の死に)I任を感じ、生き 

写しのソフィアに親切にしてくれるのだ 

►なかなかマヌケな登壜シ—ンを披8し 
てくれるロベルト。しかし、この関西弁 

はどこかでnいた§があるんだが…… 



ケープリバーでのデートはカジノで遊ぶか、そ 

れともスカイラウンジに行くかを任意に決めら 

れる。だが、ここではスカイラウンジが正解。 

カジノに誘って喜ぶ（恋愛度が上がる）女の子 

もいるが、そこでデートは終了してしまう。ス 

カイラウンジへ行ったほうが、より長くデート 

を楽しむことができるのだ。 

■デート中の選択肢 

期間：「東の大陸へ」〜「ラクダ購入」まで 

衣装：スニーカーor 
ワンストラップシューズ 

デバートの前で rカジノに行こうjから派生 「展望台…』『行かない』から派生 

ソ 
フ カジノに行こう（一3) カジノへ行く（一3) E 君の父は本当の騎士ではなか…（± 0) 

ァ 
展望台に行こ5 (±0) 行かない（±0) その気持ちは解らなくはない(-6) 

デバートの前で 「展望台に行こojから派生 「斬らない』から派生 

3 カジノに行く（±0> 斬る（一3)E 止める（+2) 
n 
ズ 展望台に行く（±0) 新らない（+2) 止めない（一3) 

デバートの前で r展望台に行こラ』から派生 帰り道で 

X カジノに行こう（+1)E 見つかる（十2) ありがとう（±0) 

U 展望台に行ころ（土0) 見つからない（±0) 抱きしめる（+3) 

デバートの前で r展望台に行ころ』から派生 

U カジノへ行こう（一I)E 呼び止める（+ 2> 
ン 
ダ 展望台へ行こラ（±0) 呼び止めない（一3) 



来奈奈テイクパ-H奈来奈 

サンダル 900G 

マンタの干物 500G 

キュアフルーツ 

/パンサーバーム 

200G 

1500G 

〇写真フイルム（12枚） 

0マンドラゴラの根 

/魔法のキノコ 

0抗魔の聖水 

〇カフェインドリンク 

マジカルフルーツ 

えんまくん 

勇者イラズ 

/安眠まくら 

香りのきつい香水 

女神つち 

300G 

136 

100G 



砂漢地南の 

9>*イント 
テイクパードの東門から外に出ると、 

こ瓣漠雜:^^^こではドラゴ 

ン系のモンスター#数出現するので 

要注意だ。遭遇した場合は、現時点で 

最強の魔法を連呼して対抗しよう。 
宝箱 

〇煉獄の腕輪 

極寒の腕輪 

Encount 

ジン 

ワームX3 

アースドラゴンX4 

サンダードラゴン 



砂漠の村 

テイクパード <そのi> 

0^=05ラクダ購入 
3000OG支弘つてラクダを購入する 

( ビラミツドへ（140ページ） } 



砂漠の村 テイクバ_F <その1> 

¥詳細 

04空の石版 
砂漠地帯のオアシスには『空の石板Jが落U 

ている。少々わかりづらい場所にあるが、137 

ページのマップを見て探そう。これで、陸海空 

すべての石板が揃ったことになるが、この石板 

は次の目的地、ピラミッドで使うことになる。 

05ラクダ購入 
テイクバードにはなんとかたどり着けたもの 

の、これ以上砂漠を徒歩で進むのは危険。とい 

うわけで、村のラクダ商人からラクダを購入す 

ることになる。費用はなんと_G!かなり高 

い買い物だが、ラクダを寅わなければ先へは進 

めないので仕方がないだろう。ちなみに、値切 

ったりタダでもらったりする方法はない。 

;暴。暴「ハィパ—ォリンヒァJ餘 
本 
ふ ハンナのキャラチェンジはハイ八°ーオリンビ 

本アで優勝することが発生条件。で、優勝するた 

本めの条件だが、ハンナの索早さが関係している。 

^ 素早さの上がる衣装を装備させて、条件をクリ 

T アできるように調整しよう。 
本 

本 

本 

e◄ハンナを嫁にや 
\らない場合は、ホ 
jームズ•イベント 
Fがスタートするぞ 

発生時期 はじめてテイクパードを防れる〜赤飛行石を入手まで 

発生方法 テイクパードの村長に括しかける 

成立条件 八イノ V•—オリンビアで優勝&選択肢 

b手衣装 『/ \ンナの学校水着/ハンナの大胆な水着J 

ハイパーオリンビアの優勝条件 

※優勝した埸合、rチャンピオンベルトjを入手 
进択肢の流れ（なお、八ンナが2位以下だと恋愛度+2) 

I 「牧場主の奥さんになるなん…Jから派生 

最愛の八ンナは誰にも渡さ…（+3) 
牧場主の奥さんになるなん…（土 0) 

もう一度考え面す(±0) 
ハンナに結婿を勧…(±0)—成立！ 











ワン射ント 
ビラミツド内のモンスターは強敵揃い。 

なかでもデスは^P?を持つため、速 

攻でケリをウけなあ'、ダンジョ 

ン内にある四角^プジヱは、HP - 

M P回復ポィンに酬しょぅ。 



Encount 

マ5-X3 

マミー十ゾンビX4 

マミー+ゾンビX5 

II—レムX 3 

ジンX2 

デス 

デ-モン 

ィフリート 

アサシン 

ゼラチンブルー 

サラマンダX2 

ファイアドラゴン 

4 





ビラミツドの 

宝 箱 

❶憎しみのレイピア 〇マジカルフルーツ 
/デーモンクロウ /太陽のタリスマン 

〇呪いのムチ 0マンタの干物 

〇ソウルイーター 〇マンドラゴラの根 

/ルドラブーメラン /魔法のキノコ 

〇洗礼の鎧 〇ビタ5ンドリンク 

/怨念の鎧 0アムリタ 

〇豹の服（靴付） 〇カフェインドuンク 
/全身タイツD (靴付） 〇フェロモンドリンク 



“い 

ピラ5ッド 

SUB STREAM (順不同） 

0^01ホームズ〜その2〜 
条件：ホームズの求婚を断っている 
ホームズが八ンナヘの贈り物として 
rフ_」ンジジヤケットjをくれる 

ay〇2 vsスフインクス 
石板の間を守るスフィンクスと戦闊になる 
ただし、スフィンクスの質問に答えられれば戦闘を回避できる 

0^=03ワープ装置の起動 
条件：陸/海/空の石板を所持 
石板を所定の位霾にはめ込むと、各地の女神像がワープ装臛 
として機能し始める 

0^=04 VSクレオメビウス 
戦闘に勝利するとr赤飛行石jが手に入る 

レブラタ川へ 

0^=05水浴びで一休3! 
f ：レズij一以外の女の子の水着を所持 

レプラタ川で水浴びをすることができる。 
ただし、レズリー専用の水着だけを所持している場合は発生しない 

(テイクバードくその2>へ（151ペー ジ） 



01ホームズ〜その2〜 
ハイパーオリンピアでハンナが優勝し、なi 

かつホームズの求婚を断っていた場合にのみ発 

生するイベントだ。求婚を断られたホームズが 

なんとかハンナの気持ちを覆そうと、プレゼン 

卜攻擊に出る。ホームズがくれるプレゼントは 

rフリンジジャケットjだ。なお、このイベン 

卜が発生していれば、アンダビでもホームズと 

会うことができるぞ。 

02 VSスフィンクス 
ピラミッド内部にある目玉のオブジェは、い 

くつかの閉ざされた扉を開くスイッチになって 

いる。 2Fのスイッチをふたつとも0Nにする 

(目玉を開く）と、2 Fのスフィンクスがいる 

フロアへ入れるようになるのだ。ただ、フロア 

に入ってもいきなり戦闘に突入することはな 

い。まずスフィンクスからクイズが出され、正 

解（スペード）すると戦闘を回避、間違うと戦 

Mに突入する。だが、強敵ではないし、倒せば 

勲章ももらえるので、あえて間違った答えを選 

択して戦ったほうが得るモノは大きい。 

03ワープ装置の起動 
スフィンクスのフロアのさらに奥には、くぼ 

みのついた謎の古代機械がある。このくぼみに 

陸海空の石板をはめ込むと世界各地の女神像が 

起動し、ワープ•システムが使用可能になるの 

だ。ワープの方法は、まず街や村に設置されて 

いる女神像を調べる。すると、行き先選択画面 

が表示されるので、行きたい場所を選べば0 K。 

取り忘れた衣装箱、医療箱の回収などに利用す 

ると便利だぞ。 

04 VSクレオメビウス 
ピラミッドの頂上部に出ると、r赤飛行石j 

が目の前に置いてある。が、取ろうとすると、 

ピラ5外 
イベント詳細 

〇 〇 

參ワープ•システムで移動できる街 

•王都オルカディア 

•ミッドモネー 

•パルメ村 

•港町フローレ 

•工業都市ケープリパー 

•砂漠の村テイクバード 

〇 〇 

▼ついに石板を使ぅときがやって来た！ 
各フロアの色と同色の石板をくぼみには 



ピラミッドの主、クレオメビウスとの戦闘に突 

入する。クレオメビウスは久しぶりに手ごたえ 

のある相手なので、r赤飛行石jに触れるまえ 

に、直前のフロアにある四角錐のオブジェでH 

P .MPを回復しておこう。このボスモンスタ 

一はH P •攻擊力が共に高く、さらに混乱の追 

加効果がある全体魔法を使ってくる。混乱して 

しまうと同士討ちになる危険性が高いので、仲 

間が混乱したら「ラ.キュア」やrキュアフル 

-ツjで速やかに回復すること。攻擊に関して 

は、まず合体魔法（できれば「ピュアブライト 

ネス」）を叩き込み、そのあとそれぞれの最強 

の攻擊魔法で応戦すればいい。なお、この戦闘 

に勝利するとr赤飛行石j他が手に入る。 

05水浴びで一休み 
ピラミッドでr赤飛行石jを入手したら、も 

うひとつの飛行石、r青飛行石jを探す旅に出 

発する。r赤飛行石jから放たれた光線によっ 

て、『育飛行石jはピラミッドの南にあること 

が判明、再びラクダを駆って一路南へ。だが、 

大河レプラタによってその旅は阻まれてしまう 

……というのが、ピラミッドからレプラタ川に 

至る経緯だ。で、渡河の方法が見つからないの 

で、とりあえず長旅の疲れを癒すために川で水 

浴びとシャレこもうというわけ。川に到着した 

ときに水浴びをするかどうかの選択肢が表示さ 

れるが、「水浴びをするjを選ぶと女の子たち 

の水着姿が拝めるうえに、彼女たちのH Pが回 

復するぞ。逆に、「水浴びをしない」を選ぶと 

イベントは発生せず、直接、ワールドマップに 

移行する。なお、どちらのコメントを選んでも 

恋愛度は変イ匕しない。また、このイベントはパ 

—トナー専用の水着を持っていないと発生しな 

い0水が嫌いなレズリーの水着だけを所持して 

いる場合も同様だ。もし、レズリー用以外の水 

着を1着も持っていないなら、ここへくるまえ 

にテイクバードに戻り、女神像を利用して水着 

を調達しに行こう。 

聯野ょ加んて 



砂漠の村 テイクバ■ドその2) ■ 

〜ピラ5ツド| 

レプラタ川を渡る方法を村長 
に尋ねると、彼は古びた鍵を 
取り出した。なんでも昔、川 
を渡るために使った巨神像の 
起動キーらしいが……。 …ハ，。-mmmm 

巨神®の黼*入手 
村長に括しかけ、ピラミッド内のr巨神像の鍵jをもらう 

ビラド 

08巨神饑起動 
r«式爆弾jで壁を破壊し、巨神像のコクピットへ 

( アンダビへ（156ページ） ) 



砂漠の村テイクバード《その2> 〜ピラミツド 

同志よ！！ 
^お齣が最後のn天王「•かなる雪嗚J 
icoJtoni: v 

▲ r非情のライセンスjを持っているか否かで、展開は大き 
く変化する。なんと主人公は反オルカディア組織、0 2四天 
王の一角だった……つて、そんな話、聞いてないよーッ！ 

卜_ 

01 巨神嫌の鍵を入手 
テイクバードの村長からピラミッドに眠ると 

いう『巨神像の鍵Jを受け取る。鍵を手に入れ 

たら再びピラミッドへ向かおう。 

04 VSカルノー 
ピラミッドの4 Fでカルノーに遭遇。『非情 

のライセンスj、r兄への手紙jを持っていない 

場合は問答無用でカルノーとの一騎討ちに突入 

する。勝つとr壱式爆弾jとrピエロの服jが 

手に入る。なお、これまでとは異なり、敗北す 

るとゲームオーバーになるので注意しよう。 

05手級と爆強を交換 
セーラからr兄への手紙jを預かっており、 

なおかつr非情のライセンスjを入手していな 

いと、カルノーとの会話で選択肢が発生する。 

「脅迫する」を選ぶと戦闘を回避し、r兄への手 

紙jと『春式爆弾』を交換する。脅迫した場合、 

リンダとライズの恋愛度は上昇、そのほかの女 

の子は減少する。また、「仲間になる」を選ん 

だ場合は同じ選択肢が繰り返され、「仲間にな 

らないjを選択した場合は、カルノーとの一騎 

討ちに突入する。 

—rカルノーをする』をsa；だ場合 

ライズ•リンダの恋愛度 （+2) 

そのほかのパートナーの恋愛度 (-2) 

06雷瞧 
r非情のライセンスjを所持していると強制 

的に突入する。主人公がカルノーに自らの正体 

を明かし、彼から『春式爆弾』とrサルエルパ 

ンツ/ルーズブルマjを受け取る。また、ライ 

ズがパーティ内にいると、彼女も自分の正体を 

明かし、さらにr謂の鎧（靴付)jをくれる。 

—ラィズの^8 (+3) 

その他のパートナーの^® (-3) 



を組んでいる場合、ここは素通りということに 

なる。逆に、ハンナ及びリンダを連れている場 

合は、ぜひ発生させておこう。ハンナは恋愛度 

がかなり上昇するし、リンダは彼女の意外な一 

面が見られて楽しいデートになるからだ。 

■デート中の選択肢 

帰り道で 『いいや』から派生 

ハ 
ン 
ナ 

嫌いだ（一5) 

いいや(+3) 

慰める（±0) 

肩を抱く（ + 3) 

抱きしめる（+4) 

閉会式で ~7 

U 
ン 
ダ 

慰めの言葉をかける（±0) 

蹰を抱く（+3) / 

期間：「巨神像の鍵を入手」 

〜「巨神像起動まで」 

衣装：東洋のパジャマズボン/東洋のパジャ 

マシャツ 

orカラテズボン/カラテシャツ 



山岳民族の村 

アンダビ 
巨神像を起動し、川を渡るま 
では良かった。が、突如現れ 
た飛行物体によって巨神像が 
大破。コクピットから投げ出 
された一行は、意識を失う。 

来奈奈アンダビね奈来奈 

アンダビの 

宝箱 
ドラゴンスレイヤー 

/ムーンカッター 

〇法王の盾 

/屍山血河の盾 

〇灼熱の鎧 

/フリージングアーマー 

sスリルレイピア 
/ドラゴンクロウ 

4200G 

2700G 

3900G ムーンウイツプ 

神!!鬼謀の腕 3000G 

大置生産の指輪 3100G 

編み上げブーツ 5000G 

4700G スラックス 〇抗魔の聖水 

〇マンタの干物 

〇マジカルフルーツ 
/太陽のタリスマン 

〇神竜の涙 

/天使の涙 

1000G ヒールフ)1/-ヅ 





ay 01レジスタンスに参画 
アンダビの長老に助けられ、対ダイへのレジスタンス参加を依頼される。 

一度拒否したあと受諾すると、報酬としてr東洋のサンダル/東洋のビーチサンダルjをくれる。 

また「勝利の鍵jが手に入る 

暗黒都市ダイへ（160ページ）> 



01レジスタンスに参画 
アンダビの長老に助けられた主人公たち 

ダイとの戦いに協力するよう要請される。この 

とき長老との会話で、要請を受諾するか拒否す 

るかの選択肢が表示される。だが、ここでは一 

度、拒否しておきたい。素直に引き受けた場合 

はタダ慟きだが、拒否すると報酬としてr東洋 

のサンダル/東洋のビーチサンダルjが手に入 

るからだ。なお、会話後に『勝利の鍵jを手渡 

される。これはダイの牢獄を開けるものだ。 

02妹の手級〜その2〜 
ジーンがまたまたメリンダの手紙を届けてく 

れる。今回の手紙の内容を要約すると「寂しい 

からお兄ちゃんに会いたいよ」という感じ〇手 

紙の内容からすると、なんとなくメリンダに会 

えそうな気もする。だが、残念ながら兄と妹の 

再会に立ち会うことはない。 

03ホームス〜その3〜 
ハンナにベた惚れのホームズがアンダビにも 

やってきた。彼は今回もプレゼント攻擊でハン 

ナを振り向かせようとするぞ。今回のプレゼン 

卜はrアロハシャツ/ヨットパーカjだ。 

04ソフィアの深夜特調 
恋愛度65以上のソフィアがパーティにいる 

ことと、r非情のライセンスjを未所持である 

ことが絶対条件のイベント。アンダビの宿屋に 

泊まり、「同室」「夜更かし」を選択すると発生 

する。深夜に宿を抜け出したソフィアをつけて 

いくと、ラミレス師匠に剣を習う彼女の姿を目 

擊できるのだ。 

05究罹武術大会〜ケース1〜 
究極武術大会に主人公が参加するケースだ。 

アンダビの北側にある寺院内の主催者に話し 

かけ、「参加する」を選ぶとエントリーされる。 



エントリーのチャンスは一回きり。「参加しな 

い」を選ぶと二度とエントリーできなくなるの 

で注意しよう。エントリー後は究極神拳を極め 

たという格闘仙人ラジンとの一騎討ちへ突入。 

彼に勝つと優勝賞金と『東洋のスパイ衣装/東 

洋の神話の衣装Jをもらえる。なお、この戦闘 

で負けるとゲームオーバーになってしまう。強 

敵というには程遠し、相手だが、全力で戦おう。 

06究®K術大会〜ケース2〜 
究棰武術大会にライズが参加するケース。主 

人公が参加するときと同様、大会主催者に話し 

かけると自動的にエントリーされる。大会では 

格闘仙人ラジンとの一騎討ちを行ない、勝つと 

優勝賞金及び『東洋のパーティドレス/東洋の 

サマードレスJをもらえる。負けた場合はライ 

ズのキャラチェンジ•イベントが発生するぞ〇 

幸 

本 

本 

幸 

本 

幸 

本 

本 

本 

本 

本 

幸 

本 

本 

幸 

卓 

本 

本 

本 

本 

通常のキャラチェンジでは、別れた女の子がそ 

の後のシナリオに干渉することはない。だが、 

ライズだけは例外で、キャラチェンジ後のみ発 

生するイベントがある。別れかたは非常に後味 

が悪いが、フォローする機会はあるぞ。 

◄まずは大会で負本 
iけることが重要。, 

装備を外しておく ^ 

と敗北しやすい 本 

本 
本 

本 

発生時期 初めてアンダビを訪れる〜初めてダイを防れるまで 

発生方法 武術大会会場で主催者に話しかける 

1成錄件 ライズが武術大会決勝戦で負ける&選択肢 

b手衣装 rライズの学校水着/ライズの大胆な水)»j 

心配して声をかける（+1) 
傷の手当をする（±〇) 
酷い事を®う（一1)—成立！ 

►傷つき、屈辱に 
震えるライズに追 
い打ちをかける。 
心を鬼にせよ！ 

*なお、優勝した場合はr柬洋のパーティドレス/乎 
東洋のサマードレスjを入手 

本 



ハンナ^;釋S!? 
アンダビでのデートはソフィア、ライズ、ハン 

ナの3人と楽しむことができる。このうち、ハ 

ンナとのデートは特別なものになるだろう。な 

んとコメントの選びかたによってはハンナにキ 

スをせまることができるからだ！ただ、キス 

した場合はもう一方の女の子の恋愛度がググッ 

と下がる。どちらを選ぶかはキミ次第だ。 

■デート中の選択肢 

期間：初めてアンダビを訪れる 

〜「暗黒都市ダイ潜入」まで 

衣装：カジュアルスカート 

orシックなスカート 

寺院霱庫で 帰り道で y 
ソ 

イ 
ァ 

本を眺める（±0) 

ソフィアを手伝う（+1) 

肩を抱く（+3> 

他のボーイフレンドについて（一3) 

沈黙を守る（一2) 

寺院霱靡で rライズを手伝ラ」から派生 

< 
ズ 

本を眺めている（±0)E 

ライズを手伝う（+1) 

真面目に答える（±0) 

そんなことに興味はない（一2) 

帰り道で rできることなら…jから派生 備考 

ハ 
ン 
ナ 

図書館行ったとき本を取って…(一1> 

できることならなんでもするよ（+2> 

キスをする（ + 8) 

さ、帰ろう（±0) 

rキスをするjを選ぶと、もう一方のパ 

ートナーの恋爱度が一12。 

▼ハンナとのキスは、残念ながら未遂に終わ 
る。無f先生さえ出てこなければ…… 



暗黒都市ダイ 
ソイレント大陸の最南端に位 
置する暗黒都市ダイ。かつて 
水の都と呼ばれてし、たこの街 
に、一^が探し求める『青飛 
tラ石』があるのだろうか。 

来来来ダィ_来来祭 



ヴァーユブーメラン 8000G 

DOOOG /エクスカリバー 

カイザーナックル 7000G 

聖騎士のレイピア 14000G 

V 二:： 7000G 

品質保証の靥 B000G 

ノーブランドのベンダント 4000G 

木の靴 

10000G 



奈奈奈ダィ来奈奈 

衣装箱 Encount 

•リビングデッドX4 

.リッチーX3 

.ゼラチンブルーX2 

•アイスドラゴン 

〇恥じらいの腕輪 

/止水の腕輪 

ヒールフ)1/-ツ 1000G 

キュアフルーツ 200G 

/バンサーバーム 1500G 

マジカルフルーツ 3000G 

えんまくん 100G 

女神つち 100G 

香りのきつい香水 300G 

全知全能の鍵 0G 

ンポィ〉 
:か地下水道内に 

握にはr全知全 

Iが売】て■ 

なぜ ある 

賴 能〇 

いる。『ウ 

リエル い 

は必ず 





タイ刑務所（東•西櫟）の 

宝箱 
医療箱 

〇 S•グリーン 

©マンドラゴラの根 

/魔法のキノコ 

〇アム!J夕 

〇ビタ5ンドI)ンク 



来来来來来来 



ワンポ〇卜 
執政官官獅それ^^くないし、出現 

するモンスタ-■p)には刑務所と同 

じだ。また、執政官官邸はクリアすると 

二度と入れなくな考0で、衣装箱、医療 

箱の中身は確実に入手しておくこと。 

Encount 

•リビングデッドX4 

.リビングデッドX5 

•リッチーX3 

.デーモンX2 

•エレメンタルナイト 

•アサシンX5 

•ガーデイアンRX3 

+コマンダーRX3 

•アタッカーRX3 

+ガーデイアンRX2 

•アタッカーRX3 

+コマンダーRX2 



執政官官明内の 

〇フェロモンドリンク 

〇神竜の涙 

/天使の涙 

宝箱 

〇豪炎の盾 

/絶対零度の盾 

〇ペインタールツク 



…睹黒都市ダイ •••• 

主人公が武H 

13 VS パトロー< 0^03 VSパトロール隊 
パト□ー ル隊と戦Hになる。 
睽利すると〖パトロール嫌制服Jを入手 
敗北すると逮捕される 

勝利 

扪匕 

:人公が武H大会で優勝している 

12脱嫌!い 

^ 04秘密罾察来襲 
アンダビの工作IIアクアの家にかくまわれるが、 
それを秘密警察に嗔ぎつけられる 
「脱出する」「晒れる」の選択肢が発生 

0^=05賊出 
脱出壩所を探す。旧から…」r他の場所…」の選択肢 
が発生。なお、八ンナを仲閏にしていてライズが仲間 

^ob暖nる 
タンスの中やべッドの下に隠れて醫官をやり通ごす 

た後の条件に応じて以下 晒れるまでは自動だが、隠れた後 

首尾良く醫宮をやり週ごした場合、アクアからレジスタンスのリーダーに会うように指示される 



11萌え荫え詩人 
酒場の近くにいる工作貝がr拥胆（鼈付）/鼸^のローブ（載付)」をくれる 

12脱獄!！ 
何らかの理由で逮捕された場合は、 

「勝利の鍵jを使って脱獄する 
脱獄時に刑務所内に捕らわれている 

■ 
^13セルリアン救助 

教会でレジスタンスのリーダー、1 
た事を闉いたあと、彼を救助するために刑務 

、セルリアンが逮捕さ 
るために刑務所東棟へ 

鳴り響き、入り口が閉鎖されてしまう 



22マリン#助 
「勝利の鍵Jを使ってマリンを獄中から助け出す 

0^23雄け運 
正確な合雷葉をすれば、歩哨が小部屋に入れてくれる 
小部屋の中央にある木箱をずらして地下道へ 

24雄起！ 
レジスタンスと共に較政官官邸へ突入する 

® 28蹓黑王子 
執政官シアンラーク、それを操るダークプリンスと連統戦M 

39水の額Iダイ 
水の都ダイが本来の姿を取り戻す。 
「腎飛行石j「飛行艇の鼸jを入手 

■ 
SUB STREAM 

+ 30水のfflでII後の想い出:KD…… 
期間：「水の®ダイ』〜初めてリトルミンチを肪れるまで 
ソフィア/ライズ/八ンナ/レズリー/リンダとデートできる 

rシンプルドレスjかrウエディングドレスjのどちらかを入手 

ホームズの求婚を断つている 

W 31ホ_ムズ〜その4〜 
ホームズがrモカシンシューズ 

{王都オルカディア〈その3> へ（176ページ）1 



1 
02暗黑都市ダイ灌入 
正門の鍵が閉まっているため、右手にある地 

下水道から暗黒都市ダイに潜入する。なお、一 

度ダイに足を踏み入れると、ダイでのイベント 

が完結するまで他の街に行くことができなくな 

るので注意しよう。 

03 VSパトロール隊 
主人公がアンダビの武問大会で優勝している 

と、地下水道から街へ出た直後、パトロール隊 

と戦闘になる。なお、この戦闘では負けてもゲ 

ームオーバーにならない。が、逮捕されて牢屋 

に入れられてしまう。 

04秘密霤察来鑛 
アンダビの秘密工作員アクアの家にかくまわ 

れたものの、秘密警察に嗅ぎつけられ家捜しを 

される。このとき「脱出する」「隠れて秘密警 

察をやり過ごす」の選択肢が発生するが、どち 

らを選ぶかによって展開が変化する。 

05脱出 
秘密警察来襲で「脱出する」を選んだ場合、 

さらに選択肢が表示され、脱出ルートを決めな 

ければならない。「窓から…」を選んだ場合は 

発見されて逮捕されてしまう。一方、「他の場 

所…」を選んだ場合は、さらに脱出場所を探さ 

なければならない。なお、ハンナがパーティ内 

にいて、ライズがパーティにいない場合は脱出 

ルートの選択肢は表示されず、問答無用で逮捕 

されてしまうぞ。 

06睡れる 
秘密警察来襲で「隠れて…」を選んだ場合、 

タンスやべッドの下などにそれぞれ隠れる。少 

し経つと警官が部屋に入ってくるが、このとき 

コントローラのボタンを押してしまうと主人公 

がクシャミをして見つかり、逮捕されてしまう 



ぞ〇また、レズリーがパーティにいる場合は、 

カマドウマがレズリーを襲擊するという専用イ 

ベントが発生する。ちなみに、カマドウマはレ 

ズリーの大嫌いなもののひとつ。で、レズリー 

の恋愛度が65以上だと愛の力でなんとかやり 

過ごすが、65未满だと我慢できずに悲鳴を上 

げてしまい、発見されて連行されてしまうのだ。 

09棚の裏 
「脱出」—「その他の場所」を選択すると、 

室内のいろいろな箇所を調べて脱出口を探すこ 

とになる。で、肝心の脱出口はというと、ズバ 

リ棚の裏だ。部屋の左手にある棚を調べると棚 

が移動、脱出成功ということになる。ただし、 

「秘密警察来襲」から3分以上経過すると、* 

官が押し入ってくる。それまでに脱出していな 

いと発見、逮捕ということに。 

13セルUアン救助 
まずはアクアの指示に従い、セルリアン医師 

に面会するため教会へ向かう。だが、教会に彼 

の姿はない。セルリアンはすでにレジスタンス 

の首謀者として捕縛されたらしい。そこで、彼 

を救出するために刑務所東棟に潜入する。東棟 

に入るには、教会で教えてくれる合言葉を言わ 

なければならない。が、合言葉は間違えても何 

度も挑戦できるので心配はいらない。 

14レズリ_救助 
アクアの家でレズリーが逮捕されている場合 

は、セルリアンと同時に彼女も救出することに 

なる。『勝利の鍵』を使ってレズリーを牢屋か 

ら助け出そう。さて、このレズリー救出後の分 

岐はちょっと複雑な条件が必要だ。まず、「V 

Sレズリー1」に移行したい場合は、ふたつの 

条件を満たす必要がある。ひとつはカレニア琿 

確の火山嘖火の際に、レズリーをかばうイベン 

卜が発生していること。もうひとつはレズリー 

との会話で「もちろん助けに来た」というコメ 

ントを選ぶこと。このふたつの条件を満たして 

いればレズリーの一連の洗脳イベントがスター 

hが:レ杯:'.;'やづ妁'稱7次 

►よりによつてレズリ—が一番苦手とす 
るカマドウマとは……。しかも、こんな 

特大はレズリ—じやなくたつてm肌モノ 

►この位■を調べると脱出口が見つかる 
ぞ。ハンナさえパ—テイにいなければ、 

これがもつとな脱出$だ 

►合い?葉はパ—トナ—に上つて変化す 
る。でも、どのみち何度も挑戦できるか 

ら、忘れちやつてもへ—キなのだ 

►現時点では「そん…」のほぅが 
恋愛度が上がるが、洗脳イベントが完結 

したときの上*WSをf又れば…… 



卜、彼女が戦いを挑んでくるのだ。レズリーと 

の戦闘は一騎討ちで、勝利すると彼女は逃走す 

る。なお、上記の条件に当てはまらない場合、 

つまり「そんな事をする訳が無い」を選択、あ 

るいはレズリーをかばうイベントを未経験な 

ら、レズリーはその場でパーティに復帰する。 

—rもちろん助け{たj レズリー（+1) 

rそんな事をする訳が…jレズリー(+5) 

16刑務所西棟へ 
セルリアン医師の指示に従い、刑務所西棟に 

潜入する。刑務所に潜入するにはrパトロール 

隊制月gjが必要だ。もし、制服を所持していな 

い場合はダイ市街にいる警官と戦闘し、制服を 

強奪しよう。 

19 VSラジン 
マリンを救助するのに3分以上かかつてしま 

うと、ラジンが現れ戦闘になる。ラジンは武術 

大会のときより強いが、今回は一騎討ちではな 

いので楽勝だ。なお、ラジンに負けてもゲーム 

オーバーにはならないが、逮捕されてしまう。 

SO VSレズU—2 
「VSレズリー1Jが発生していると' 刑務 

所内に再び彼女が現れ戦閼になる。今回も一騎 

討ちだ。なお、レズリーに負けてもゲームオー 

バーにはならないが、逮捕されてしまう。 

23抜け道 
マリン救助後、警備員に話しかけて抜け道を 

教えてもらうのだが、ここでも合言葉が必要に 

なる。正解は「手もちぶさたなぶたさん」。ひ 

らがなばかりでややこしいが、何度も挑戦でき 

るので心配は無用だ。 

25腰兵口べルト〜その3〜 
執政官官邸襲撃の直前、ロベルトが現れてレ 

ジスタンスたちに襲いかかる。ロベルトはソフ 

ィアを賭けて一騎討ちを望み、「受けて立つ」 

「受けない」の選択肢が発生。決翮を受けると 

ソフィアの恋愛度が下がり、断ると上昇する。 

だがどちらを選んでも、最終的には一騎討ちを 



我が名はタークプリンス。 
■孤_關へI 

▲物語もいよいよ佳境、そしてついに姿を現したダークブリ 
ンス。こいつが今回の事件の黑幕なのだ。が、ヤツとの決着 
はここではつかない。戦いは妖精世界マザーウェルへと続く 

しなければならないので、恋愛度を下げたくな 

し、場合は断ったほうがt、いだろう。一騎討ちに 

勝利すると、ロベルトはr非道の腕輪jを落と 

して逃走する。 

—r□ペルトと勝負するjソフィア（一3) 

r□ベルトと勝負しないjソフィア(+3) 

26 Hの正体 
執政官官邸の2 Fでは、傷だらけのハンナが 

倒れている。彼女は主人公を助けるため、執政 

官とひとりで戦い、そして敗れたのだ。この時 

点で初めて、謎の置き手紙を残していた人物、 

“H”がハンナであることが発覚する。 

27 VS レズ IJ—3 
執政官室の前にレズリーが現れ、またまた戦 

閼になる。この戦闘に勝利すればレズリーの洗 

脳は解除され、ようやくパーティに復帰。一連 

のレズリー洗脳イベントが完結する0しかも、 

レズり一の恋愛度が大幅に上昇するというオマ 

ケつきだ。ちなみに、今回の戦いで敗れるとゲ 

ームオーバーになってしまうので、気を引き締 

めてかかること。 

—レズリー(+20) 

もぅ一方のパートナーの(-2) 

28皤黑王子 
執政官室に入ると、執政官シアン=ラークと 

の戦闘に突入する。彼との戦闘は2回戦あり、 

まずはシアン自身と、 2番目に彼を操っていた 

ダークプリンスと戦うことになる。当然、ダー 

クプリンスのほうが圧倒的に強いので、シアン 

戦では合体魔法を温存しておくといいだろう。 

なお、この戦Mに勝利すると、念願のr育飛行 
石』を入手することができるぞ。 

31ホームス〜その4〜 
一連のホームズイベントがここで完結する。 

彼はオルカディアに戻るハンナに、最後のプレ 

ゼントをくれる。今回のプレゼントはrモカシ 

ンシューズ/革のブーツj。牧場主のホームズ 
らしいウェスタン•アイテムなのだ。 



最後 
最後の、そし ?)デ-卜だ！ 
ダイでのデートはこの冒険の最後のデートにな 

る。と同時に、自分が本当に好きなのはどちら 

の女の子なのか？を決めるデートでもある。な 

ぜなら、一方の女の子の恋愛度を上げることは 

他方の女の子の恋愛度を下げることにつながる 

からだ。自らの心に正直になるときが来た、と 

いうことなのだろう。 

期間：「水の都ダイ」〜 

初めてリトルミンチを訪れるまで 

衣装：シンプルドレス 

orウエディングドレス 

■デート中の選択肢 

ソ 

イ 
ァ 

展望台で 埽り道で 『呼び止めるjから派生 備考 

今は言うべき…（±0) 

何とも思って…（一8) 

呼び止める（+3) 

呼び止めない（士 0) 

キスする（+8) 

離れる（±0) ノ rキスするjを選ぶと、 

もろ一方のバートナーの 

恋愛度一12。 

ズ 

ゴンドラで 風車展望台で 【よくやつ…jから派生 【今はSえ…Jから派生 備考 

何かあつたの…（土 0) 

恋でもわずら…(土0) 

よくやって…(+3) 

役に立たな…(-6) E 

今は答えら…（±0) 

何とも思つ…(一6)E 

馬鹿じやない…(±0) 

キスする（+7) 

rキスする』を選ぶと、 

もう一方のパートナーの 

恋爱度-12。 

ハ 
ン 
ナ 

ゴンドラで 痛り道で / / / 

怒つてる（+2) 

別に（一3) 

今は答えられ…(±0) 

何とも思って…(一8) X X ノ 
レ 

U 

船雇き塌で 帰り道で rあるjから派生 「今は雷ラ…Jから派生 備考 

船を借りよう（一8) 

他のとこへ行…（土 0) 

ない(-6) 

ある（土0) 

今は言うベ…（土 0) 

何とも思つ…(一8)E 

呼び止める（+8> 

呼び止めない（_4)E 

「呼び止めるJを選ぶと、 

もう一方のバートナーの 

恋愛度一12。 

U 

、も 

ゴンドラで 帽子を拾ろ時 «り道で 備考 

生返事でごま…(一2) 

熱心に同意する（一2) 

愛を醫う（+5) 

絶対に霱わない（一2) 

拒否する（一8) 

キスする（+8) 

帽子を拾う時r絶対に…jを選択しても先には進ま 

ず、同じ選択肢が*リ返される。またキスした塌 

合、もう一方のパートナーの恋爱度が一12。 



赤と青、ふたつの酣ラ石を手 
にしたことにより、旅立ちの 
準備は整った。そして出発の 
前夜、ひとりの女の子が主人 
公のもとを訪れる……。 

蠢春##7 書##鬌 

0^02 VSライズ 
ライズが主人公に決闘を申し込む 





王都オルカデイア 〈その3> 
卜詳細 

01イングマル&ロベルト 
少年及び傭兵イベントの完結編。オルカディ 

アに戻ってきた主人公たちをロベルトが奇襲す 

るが、イングマルがリンダをかばって凶刃に倒 

れてしまうという内容だ。このイベントで戦闘 

は発生しない。なぜなら、ロベルトの悪辣な攻 

撃に激怒したリンダが、私兵に命令して口べル 

卜を監禁してしまうからだ。なお、ロベルトは 

連れ去られるときに『鬼畜の鎧jを落とす。 

02 VSライX 
キャラチヱンジで恋愛度80以上のライズを 

解任していた場合のみ発生するイベントだ。才 

ルカディア城へ入ろうとするライズが、クビに 

された恨みを果たすため一騎討ちを挑んでく 

る。レイピアの天才とたたえられるライズだが、 

しょせん主人公の敵ではない。兜割りの2〜3 

発で決着がつくだろう。なお、勝利後のコメン 

卜はどれを選んでもシナリオには影響しない。 

また、恋愛度も変化しない。 

03最後の夜話 
「敵は倒しておいたよ。HJ及び「VSライ 

ズJが発生していないことが条件のイベント。 

オルカディアに戻ってきたあと、宿屋に泊まり 

「別室」「夜更かし」すると、主人公の部屋を女 

の子が訪ねてくる。ふたりのパートナーのうち、 

どちらが訪ねてくるかは恋愛度の高さによって 

決まるぞ。なお、このイベントはr非情のライ 

センス』の有無によって会話の内容が変化する〇 

また、ライセンス未所持の場合のみ、女の子の 

恋愛度が上昇する0 

—訪問#の恋愛度 （+16) 

訪問者がライズの場合 (+14) 

05ライX盗K 
「vsライズ」から派生する。主人公に敗れ 



たライズは、主人公暗殺の機会をうかがってコ 

ッソリ王の間へ入り込んでいるというイベント 

だ0—通りの任務経過報告のあと、なぜライズ 

をクビにしたのかとクルガン将軍が理由を質問 

してくる。これにどう答えるかで物語は大きく 

流れを変える。まず「本当に使い物にならない 

から」を選ぶと、物陰に隠れていたライズが走 

り込んできて主人公を斬殺、ゲームオーバーに 

なってしまう。逆に「あえて苦い選択をした」 

と答えると、聞き耳を立てているライズが主人 

公の真意を悟って涙するのだ。このイベントで 

はライズを含むパートナーの恋愛度が大きく增 

減する。しかも今後、恋愛度を上昇させるイべ 

ントは皆無。後者を選ぶと、ライズ以外の女の 

子とのエンディングはほぼ絶望的だ。 

—は当に使U磡にゲームオーバー 
「あえrsu撕•••」ライズ (+2〇) 

両パートナー(-15) 

06 口Uィの見送り2 
パーティにレズリーがいると、ロリィが彼女 

を見送るためにやってくる0 ロリィはレズリー 

が旅から無事に帰れるように祈りを込めたrと 

きめきのペンダント/がっしりとしたチョーカ 

-Jをくれるぞ。 

07稱行石発動 
赤と青の飛行石を聖始父母のレリーフの前で 

道具として使うと、マザーウェルへ移動するた 

めの魔法が発動する。魔法発動後は人間界へ引 

き返せなくなるので、装備をしっかり整えてか 

らこのイベントに臨もう。 

08ライXの介入 
「ライズ盗聴」を経験していれば発生するイ 

ベント。ライズがマザーウェルへ旅立とうとす 

る主人公に駆け寄り、自分も連れていってくれ 

るように哀願する。このイベントの発生=ライ 

ズがパーティにいないということだが、このイ 

ベントを経験していればライズもエンディング 

「通常告白」の候補に加わる。 

漱驟紙微化私W私〔紙分な私衡^ 



Iルギン城 

最後の戦いへ臨むため、飛行 
石の魔力でマザーウェルへと 
やってきた主人公たち。長か 
つた旅の終わりは、すぐそこ 
まで迫ってきていた。 

来奈来リトルミンチ奈佘银 

ノ^} 1 
I■ルカディアから* 

〇抗魔の聖水 
〇天使の息吹 
〇写真フィルム（12枚） 

〇コンクラーベ*リング 
/鬼哭の指輪 

エクスカリバー 10000G 

ヴァーユブーメラン 8000G 

聖騎士のレイピア 140006私 
カイザーナックル 9000G 

クイーンウイップ 85006^ 

業界標準の腕輪 5400G 

ヒールフルーツ ■ 000G 

キュアフルーツ 200G 

/パンサーバーム 1500G 

マジカルフルーツ 3000G 

女神つち 100G 

香りのきつい香水 300G 



エルギン城内の 

9ンポイント 
ラストダンジョンである 

エルギン城。ダークブリ 

ンスの本拠地だけあり、 

さすがに強力なモンスタ 

一が集結る。なか 結^^る。U 

•レ- 

モンとダーク ト 

それにフロスト 

'ントだ。どれt 
iぐTBsを使。 

も一擊で®?は巨 
もちろ/ほ 

モンスd—と比へて 

でも強： 

—•}— 

ゴン， 

ャイアン1 

p籍 

プレータ 

7卜•ラ 

r (トジ 

どれもH 
を使って 

Iのは困難。 

bほかの 
fベて抜き 

ん出ている。しかし、そ 

のぶん得られる経験値も 

多い。決戦に備えて、大 

置の経験値を頂いてお< 

といいた•ろう。 

r Encount 
> 

•サラマンダx3 •ブラッドクリスタルX6 •グい夕-デ-モン 
•ウンディ-ネX6 • メタルゴ-レム +デ-モンX2 

•シルフX6 .ィフリ-卜X3 •アイスドラエ/X2 

•ノ•ムX6 •フ□ストジャイアント .ァィスドラエ/ 

•マンイ-夕-X3 •デ-モンx3 +サンダ-ドラ;Tノ X 2 

•クリスタルX6 •グレ+デ-モン •サンダ-ドラ:T>X 4 

•ブラッドクリスタルX5 .グレ-夕-デ-モンX2 •ダ-クドラ:rノ 

宝箱 

〇マジカルフルーツ 
/太陽のタリスマン 

〇ビタミンドUンク 
〇神竜の涙 
/天使の涙 

〇カフェインドIJンク 
❺フェロモンドリンク 
〇マンドラゴラの根 
/魔法のキノコ 

〇アムリタ 

エルギン城内の 

宝箱 

〇贖罪のベンダント 
/呪殺のベンダント 

〇スポーツブルマ 
〇ガラスの靴 
〇むつちりとした盾 

银来エルギン《奈来 



※〇はB2Fのスイッチ2を押すと出現 













::: 
01IIトルミンチ到着 

町中の妖精に話しかけると、女王の元へ行けと指示される 

0P妖箱の女T 
妖精の女王ノ ':コから事の次第を 

説明される。以後、パコの館を 

宿屋と 宿屋として利用可能になる 

03再会 
パコから再会の挨捜を受ける。 

以後、パコの館を宿屋として 

利用可能になる 

エル^/城へ 

0^=05エルギン域内V 
ダークプリンスの待つエルギン城最下層へ 



▲ダークプリンスの攻*はどれもダメージが大きい。HPを 
つねに300以上に保つよう心がけよう。魔法のダメージ対策 
には、r抗魔の聖水』やrマジックシールドjを使うといい 

■Jトル5# 

04最後の悪夢 
一連の悪夢がこれで完結する。このイベン）^ 

で、主人公の真の身分や妹メリンダについての 

秘密が明らかにされるだろう。 

05エルギン城内部 
エルギン城内部は多くの仕掛けが施されてい 

る。まず、B1Fではタマゴのような物体に触 

れることで扉が開き先へ進めるようになる。B 

2 Fでは同じようにタマゴに触れると、鋳の部 

屋から魔法陣のフロアへ移動できるようになる 

ぞ。また、B 4 Fでは明滅している床の上だけ 

を歩ける仕組みになっている。1ブロックごと 

に交互に点滅しているので見分けにくいが、よ 

く観察してみよう。さらに、B 5 Fは肉が盛り 

上がったような形のオブジェが2個あり、これ 

をふたつとも壊すことで隠し扉へ入れるように 

なっている。隠し扉はカモフラージュされてい 

て見つけにくいので、マップを参考にして位置 

を確認するといいだろう。そして、B6Fには 

プリントステーションが設置されている。ダー 

クプリンスとの決戦に備えて、セーブしておく 

ことを忘れずに。 

06 VSダークプUンス 
いよいよダークプリンスとの決戦の火蓋が切 

って落とされる。戦いかたとしては、まずrピ 

ュアブライトネス」をプチ込み、そのあとはひ 

たすら各人の最強攻擊を行使し続ける。また、 

攻擊力が非常に高いので、回復は早め早めに行 

なうようにしよう。 3人のうちひとりを回復専 

門にして戦うのもいいだろう。とにかく、持ち 

得るすべての力を尽くして戦え！なお、ダー 

クプリンスを倒すと、彼の持っていたr星の涙j 

を入手することができる。手に入れたらパコの 

ところへ向かおう。 





0^=08レズリ- 
レズリーの特殊告白 

(^=07通常宙白 
告白該当者とのラプラプ後日談 

恋愛度80以上の女の子がパーティ 
内にいる。ただし、「ライズ介入Jが 
発生しているならライズ、「Hの正 
体」が発生しているなら八ンナもそ 
れぞれ対象者となる 

0^10ふたりで…… 
恋愛度の高い女の子がついてくる 

d^=n VS ジーン 
ジーンと戦う 

勝利 

No! 

0^12ラミレス師匿〜その5〜 
ラミレスと最後の戦い。 
勝利すると「斬塵剣』を入手 

勝利 

(^=13断皇剣 
パートナーを斬って斬皇剣の魔力を 
開放するか否かを選択 

斬らない 斬る！ 

0^=14 VSクルガン将軍 
斬皇剣の力を借りずに 
クルガン将軍と戦う 

0^15孤独な戰い 
ひとりで決戦の場に赴く 

16 VSジーン 
ジーンと戦う 

勝利 

18パルメ王国再躔 
祖国パルメを再建し、初代国王に即位 

17ラ5レス師E〜その5- 
ラミレス師匠との戦い。 
勝利すると「斬皇剣』を入手 

浴が浓觀/ぐ(说'。夢:濟:' 電公 



19パートナーと逃亡 
一度は逮捕されるが、その後、逃亡する 

20 VSクルガン将軍 
斬皇剣の力を借りている場合は、 
将軍の力が弱まる 

勝利f 

21復霤完了 •• 
王国は滅亡、 

主人公は死地を求めて旅立つ 
オルカディア3 

22独りで进亡中 
一度は逮捕されるが、その後、' 
逃亡する 

S3反乱組織NT結成 
オルカディアを滅ぼすまで…… 



▲ダークプリンスの本性、カルパレスとの戦いでは、回復の 
タイミングを見誤らないようにすることが最重要だ。HPは 
つねに300以上に保っておこう。健Hを祈る！ 

★はじめに 
このゲームのエピローグは大きく分けるとG 

つのパターンがある。ひとつは偶数周回目であ 

れば強制的に移行する真のエンディング。ふた 

つめはそれぞれの女の子との後日談。そして3 

つめがr非情のライセンスjを所持している場 

合に発生する、オルカディアへの復讐戦だ。フ 

ローチャートを見てもらえばわかると思うが、 

それぞれのパターンへはまず周回数によって分 

岐し' さらにr非情のライセンスjの有無によ 

って分岐するようになっている。これらの条件 

はゲーム序盤に確立し、以後修正が効かない。 

周回数は仕方ないとしても、r非情のライセン 

スjの有無は任意に決められる。そこで3周目 

以降のプレイでは、あらかじめ目標エンディン 

グを決めて、各条件に合わせてパートナーをス 

カウト、恋愛度を増減していけばいいだろう。 

01讎通 
奇数周回のみ発生するイベント。r星の涙j 

を入手したあと、パコにr刻の涙jの完全回収 

を依頼される。石柱の前でr刻の涙jを使用す 

ると魔法が発動し、オルカディアへ。 

02別れ 
偶数周回のみ発生するイベント。r刻の涙j 

の完全回収を終了したものの、r刻の涙jがふ 

たつしかないため、誰かひとりが妖精世界に残 

らなければならない。パートナーの恋愛度が 

65以上あれば、より恋愛度の高いパートナー 

が残留を希望する。ここで自分が残るか、女の 

子が残るかの選択肢が発生するが、結局は主人 

■公が妖精世界に残ることになる。 

04カルバレス 
復活したダークプリンスと最終決着をつける 

ため、単独でエルギン城へ向かうことに。ダー 

工^^ク 
イベント詳細 

W 



クプリンス戦は、人間形態—さなぎ形態—カル 

バレスの3回戦だ0前回よりさらに強力になつ 

ているうえ、ひとりで戦わなければならないた 

め、極めて苦しい戦いになるだろう。『ヒール 

フルーツ』、rマジカルフルーツjを大童に仕入 

れておかなければ勝利は困難だ。なお、ダーク 

プリンス人間形態が放つ光球は、混乱の追加効 

果がある。混乱すると勝利は絶望的だ。エルギ 

ン城B6 Fで必ずセーブしておくこと。 

06少年と漏兵 
奇数周回、少年&儷兵イベントの完結、「非 

情のライセンス』を未所持、なおかつリンダの 

恋愛度が80未満という、もっとも複雑な条件 

のある特殊エンディングだ0イングマルと口べ 

ルト、リンダの後日談が語られる。なお、この 

エンディングは少々特殊で、このエンディング 

の判定のあとに、通常告白の判定が行なわれる。 

つまり、条件を満たしていれば、1プレイで2 

種類のエンディングを見ることができるのだ。 

07通常告白 
女の子が主人公に告白し、ラブラブ後日談が 

語られるエンディングだ。告白対象者はパーテ 

ィにいる恋愛度80以上の女の子。また、ダイ 

で「Hの正体」が発生していればハンナが、才 

ルカディアで「ライズの介入」が発生していれ 

ばライズが、それぞれ告白対象者に加えられる。 

つまり、最大4人の女の子の中から告白者が選 

ばれるわけだ。告白者の選出は、より恋愛度の 

高い女の子が選ばれる。なお、告白対象者が皆 

無の場合は「変わらぬ日々」へ分岐するぞ。 

08レズリー特殊 
告白者がレズリーで、さらにダイでのレズリ 

-洗脳イベントが完結していると、このエンデ 

ィングになる。レズリーの通常告白とは少し違 

った後日談が語られるのだ。 

10ふたりで" 
主人公が復II戦に臨む際、女の子が一緒に戦 

うことを志願するイベント。志願対象者はパー 



ティ内の恋愛度80以上の女の子。また「Hの 

正体」が発生していればハンナ、「ライズの介 

入」が発生していればライズが加わる。この最 

大4人の志願対象者のなかから、もっとも恋愛 

度の高い女の子がパートナーに選ばれる0志願 

対象者が皆無なら「15孤独な戦い」へ分岐。 

11 VSジーン 
オルカディア城へ向かう主人公の前にジーン 

が立ちはだかり、戦闘になる。このときパート 

ナーがいない場合は一騎討ちになるが、ジーン 

の強さは変化しない。なお、この戦闘で敗北し 

てもゲームオーバーにはならない0 

12ラ5レス師E〜その5〜 
ジーンを倒してオルカディア城へ入ると、今 

度はラミレス師匠との戦闘になる。一連の師匠 

イベントの完結編だが、ミッドモネーで師匠と 

対戦していなくても発生する。なお、パートナ 

一がいない場合は一騎討ちになるが、師匠の強 

さは変化しない。また、敗北してもゲームオー 

バーにはならない。 

13斬皇剣 
師匠から受け取つた斬皇剣を発動させるかど 

うかを決めるイベント。パートナーを斬ると斬 

皇剣が発動、将軍との戦いが有利になる。逆に 

斬らなかった場合は斬皇剣は発動しないが、将 

軍戦をふたりで戦うことになる。 

14 VSクルガン将軍 
オルカディア王国最強の男、クルガン将軍 

との戦い。斬皇剣発動の有無で、将軍の強さ、 

—騎討ちなのかふたりで戦うのかが変化する。 

なお、この戦いで敗北してもゲームオーバー 

にはならない。 

15孤独な教い 
一緒に戦ってくれる女の子がいなし、場合、 

ひとりでオルカディア城に乗り込むことに。 

もちろんジーン戦、師匠戦、将軍戦はすべ 

て二騎討ちだ。さらに、斬皇剣を発動させるこ 

とができないため、将軍戦は辛い戦いになる。 



■衣装を全部集めると…™ 
すべての衣装を集めきると、なにが起こるの 

か？それは右の写真を見てもらえばわかるだろ 

う。そう、あれほど水着を拒否していたライズが 

……ついに折れるのだ！ 

すべての 棚を集め城 
このゲームのもうひとつの目標はすべての衣 
装を集めること。だが道のりは長く険しい。 

一入手が困難な衣装 \t?i 

衣装集めを完全制覇するには、入手困難な衣装 

を確実に手に入れることが重要だ。では、入手困 

難な衣装とはなにか？基本的には女の子に依存 

するイペントで入手する衣装、しかも周回によつ 

て内容が変化する衣装ほど難しいと言える。それ 

らの衣装を右記にまとめてあるので、これを参考 

にしてパートナーを決めるとし、いだろう。 

|Jング 告白の指輪/カウンター• |J二 
_な□-ブ /バスロープ 

テニスシュースンパスケットシューズ 
包帯/すつきりとした鎧 
アロハシャツ/ヨットパーカ 
パーティドレスサマードレス 
モカシンシューズ/^ブーツ 

ときめきのペンダントがつしりとしたチョーカ- 

▼ハンナのミツKモネ—で 
のデ—卜など、場所と女の 

子が^*しなければ入手で 
きない衣装もある 

►女の子のキャラチェンジ 
でもらぇる衣装は10—。 

つまり、最低でも10周はし 
なければならないことに 



第4章ではき装ゃ魔 

法、アイテム、それ^ 

にモンスターについ 

てのデータを完全掲 

載。とくに衣装U：つ 

いては入手場所別リ 

ストちつけているの 

で、衣装コレクター 

のお役に立てること 



+++データの見かた♦++ 

♦索早さ〜魅力 

その衣装や武器を装備したときに增減するパ 

ラメータだ。ただし、武器に関してのみ、防 

御力の項目がなく、代わりに攻擊力を記載。 

♦ソフィア〜リンダ 

衣装に対する女の子の好感度。数値の分だけ 

恋愛度が増減する。なお、增減した恋愛度は 

装備中のみ修正され、外すと元に戻る。 

♦fiPS 

店頭での販売価格。非売品の値段も記載して 

いるのは、売却価格の参考にしても6うため 

だ。なお、売却価格は販売価格と同額だ。 

g全身装備-… 

^ソフィアの制服 
犧靴付） 

mてrミングな 

素早さ1防御力 抗魔 魅力 1ソフィア1 ‘ 

B 〇 D ■ ■ 
丨索早さ|防御力 魅力 Pフィァ[_ 

ソフィアの 
大胆な水着 
全身タイツA 

ぽ|(靴付） aペンギンの服 
(靴付） 

索早さ 防御力 抗魔 魅力 

」16 1-4 

索早さ防御力抗鹿魅カソ: 

bィズンナ1|/ズリーIンダ1_価格(G) 

■4 J柯丄不可I ^Rl I不可I 

の制服 
:索早さ R御力 [抗魔 力 

匿 -4 [ 20 [ 0「5丄柯 可]柯I: 0 ]网I:柯] 〇 I 

Q1スポーティーな 
〇 I水着 
M八ンナの 
□ |学校水着 

索早さ防御力抗腐魅カソニ 

I 0 | 6 | 0 | 13 | 柯 可1不可I: 3 

レズリーリンダ価格(G) 

3』不可I不可J 27000 I 



S八ンナの 
—大胆な水着)1| 2 | 〇117 | ^5T | 

索早さ 防御力 抗魔 魅力 Vn^\ 

.f謚ィッ日 
索早さ防御力抗腐魅カソ: 

I 13し。丄14 I TrI 可I不可J 3 \jfpS1网I 

索早さ防御力抗魔魅カソフィ: 

圆：の服 

索早さL防御力I抗腐」魅力1ソフイ：HライズI 

1 
索早さ防御力抗魔魅カソフィア ライズの 

大胆な水着111 1 3 |〇 Ij7 1^51 | 

I 0 JjF^I I 网1 TpS 1150( 

素早さ 1防御:^抗麻I ^力Iどフィァ[pィズ丄ハンHレズリーI ■士ンダI，格⑹I 

pirt? 索早さIご御力I抗麻I魅カヒフィア匕ィズヒンナヒ 

8 

Bレズリーの 
学校水着 

§ 

フレッシュな 
水着 

索早さ防御力抗魔魅カソフィア 

-1! 

レズリーの 
大胆な水着 

鮮咖ぃsj mt> |v： 

索早さ|防御力し抗魔I魅力Jゾ7ィアJ 

不可I不可I —2 I不可I 

可1网 r^oi] -2 r^Rr] 

丄 不可I不可1-3 I不可 ]~20000 

謚ィッ〇 

素早さ防御力抗魔魅カソフィア 

[-11 
眢 

.“••• W； ... . 墙素早さI防御力I抗魔魅力トフイアIライズI ^ンナJレズu-|ijンダI価格⑹ 

リンダの制服 索早さ 防御力 抗麻 魅力 ソつィ7 

(靴付） J1： D D 两上柯网0 ■ ° L ° I 



ブルジヨアな 
水着 -1] 4 ] 0 ]11网[不可[ 3 f20000 I 

リンダの 
学校水着 

索早さ防御力抗糜魅カソ: 

0 ] 5 DQ 可し不可I不可l不 

mmm 
- リンダ 価格⑹ 

リンダの 
大胆な水着 

m 

st 

謚很 

索早さ1防御力I抗isjj挂力1ソフイ:p|ライxl 

索早さI防御力I抗魔p魅力IソフィアIライズI 

-1 I 13 

不可 I 2125000 

不可」不可I 4 IJ 

•レズリーリンダ価格（G)； 

不可 \ j¥SI l" 2 I 15000 I 

m 

孔mm靴付閉 

0 l" 0 l" 3000 I 

素早さ|防御力|抗腐|魅力|ソフィア|ライズ八ンナ 

011 

カジユアJレ 
ワンピース胃-211〇]。|》| 

ctシッ々な 

Jpワンピース 丨_3こ11[。171 0 

HハンナレズリーIリンダI価格(G) 

D 1 115500 ] 

册ンンプルドレス 

S 

m 

園 

BD I 7000 I 

Tn 
真紅の ： 
パーティードレス ー7 [13 [ 0 | 6 |:0 |^] -2] 0 J 2 fl2000] 

ピン々の ESBE33IS1B^BEBBBB3B5BI!B31_ 
パーティードレス-9【M ^。1:7 |卜 |"-l]-2] 2 I 1[140001 
特注の 
パーティ 

ウェディング 
ドレス 

シンデレラの 
ドレス 

，一トレ入 I -6 [12 I: 3 |" 9 I: 2 |"-1 \ -2 I 2131240001 

1-11[ 8 I: 6 I:10 I: 2 |ン |" 2 | 2101500001 

古代のドレス 

索早さ防御力I抗鹿j魅力 

索早さ防御力抗魔魅カソフイ 

T- ■ _:;彳索早d防御d抗魔|肋] 

E9DIQIH3 

抗糜魅力Iソフィアライズハンナレズリーリンダ 

m 8 3 -1 0 -2 -2 17000 

索早さ防御力抗魔魃カソ‘ 東洋の 
{is サマードレス1 7]9し6]11]21 ~2]31〇 



m 
バスローブ 

豪華なローブ 

§諮ローブ 

早さJ防御力j抗鹿|_魅力1」ノフィアI，イズJハンナ1レズu-[uンダI価格（G) 

^DBIEIBDBBillB3| 
索早さ1防苗)丈)[抗魔^魅为Jyフィ7_ 

SSHEI^SII^S 
素早さI防御力I _ j魅力w ■ 

t :i 歡】KS ^3鑑*3 taasrt^* 
索早さ]防御力]抗鹿"f魅カトノフィア[ライズfnンナ「レズU-[uンダ「)1格⑹ 

I 
昼の 
ウェイトレス服 

夜の 
ウェイトレス服I -112j 

索早さ防御力抗腐魅カソフィ 

治療に良い服A 

治療に良い服B 
(靴付） 

異国の軍用制服 

[_8 I:16 I: 0 I: 5〔2 l:-l J -2 ] 〇 ]-1]17000 ] 

索早さ防御力抗腐魅カソニ 

-6 

_東洋の軍翻服閉— 

=乍業服 

■Tの服 

索早さ|防御力j抗两1mti1ソフイライ;c ナJ 

魅力|ソフィア|ライズ| 

DBB 
索早さ防御力I 

防御力^ trim I mtjトフイイス^ 

ODDDB 

1[-7 [ 3 [ 0 [1 l" -3 \ -3 f 800 I 

早つかhにくし、 
月 S 1 L22 1:3]3]2][4][2[0 |:-1 I: 6000J 

の 
Jジェ ■ -9 |" 6 [ 0 I 121 0 |"-1 |" 〇 [ -2I01 30001 

長袖の 
yj ネグリジ；E ■_1。1ン[。I13]。I:-1[ 〇 j -2 | 〇 1:_] 



闘用 
タード（靴付)rnp 

咖格闘 
關レォ： 

m ピエロの衣装 

I 魅力 |v^<7 \^X I bX'J-| U I 

くインタ- 
ゾク 

索早SI防御为1抗魔imtl |V7-<7| 

い4 | 27」 

^29000 | 

T 1300 I 
素早さ防御力抗魔魅カソ: 

B -9 I 12 I 17 | 3 | 3 3 I -1[ 0 [ -21-2 I 1700 ] 

■1レズリ-1 リンダ 価格(G) 
m n 1 3800 | 

_東洋の 
¢£>1スパイ衣装 

]東洋の 
，神話の衣装 

すっきりとした 
鎧（靴付） 

^ 5 い3 I: 0 I: 8 I: 3 | 1 || 2 J -2 ]-1 J 5600 J 

索早さ 關力 抗腐 魅力 ソ: 

!'i 御力1ヂ廁1_魅力フィ七ィズンナズリ 

■•1瞻 BDODBDDB1D 0 I 21000 I 

スポーティーな 
鎧（靴付）■ 3 [26 |:14 |:8 ] 0 ] 0 [ 0 |: 0 1-2]100001 

@上半身装備 





怨念の鎧 
索早さ 防御力 抗魔 魅力 ソ- 

■ 12519 I 

灼熱の鎧 

■]フIIージング 
I J* - V— 

■Jフレクト 
ノ，ーマー 

ロ イ3丨 m 1I 
素早さ^防御力j抗魔魅力1ソフィア[ライス:トンナ1レズリー11 

| -4 |15] 8〔2 ]。|:1]。|-l]-1 I 

初恋の鎧 
【-2 I:10 [ 0 ] 5 ]1 |"-1[ 0 [ 0 ] ~1 I 6000 I 

圓鬼畜の鎧 

^下半身装備. 

m 

隨 

チェックの 
スカート 

プリーツ 
スカート 

索早さ]防宙1力j抗魔丨魅力1ソフィ7 

DBDDD 
索早さj防御力j抗魔j魅力1ソフィア 

BDDBD 

° I ° [ ° [ ° [ ° I 

スポーツブルマf 魅力jソフィアjライス:I 

レザーパンツ 
索早さ防御力抗腐魅カソ: 

カラテズボン 
:索早さ 防御力 抗魔 魅力 ソ: 

■1 1:0 I 1 |2 I 1 113000 

しましまの 
パンツ T, □ ダ】索早さし防御力|抗陳丄魅力| 

^SSjBDDDI 

11。11"-m-m 

1l-M M -11 ° I 2000 I 

M-M 21-11 Q 1 
※戰M突入時に一定確率でなんらかのステータス異常を起こす 



_索早さ防街!力抗魔魅カソフィアライス:ハンナレズU-リンダ価格（G) 

.IhBw QBiini911111iDisa 
索早さ「防御力|抗腐1魅力」ソフィァ1;ィズ】 

B3BDDDD 
;索早さ1|防®:抗s jj mti jソフィア| 

m^ts j防御力I胃抗gs j sb* jソフィアI /イ彳 

r 

— 

9 

ンダ価格(G) 

価格(G) 

I 8000 I 

•レズリーリンダ価格（G) i 

I 0 I:1 I 17000 

[ 4700 I 

索早さ防御力抗魔魅カソ: 

|サルエルパンツ 

Iル-ズブルマ閉 I 9500 

靴 

r 
• 

コイン* 
□—ファー B 

防街！力j vm 1魅力」、ノフ<ア1ライ;d八ンナ^ズ_j—juンタ 

DDBDDDDD 
価格⑹| 

■3 

m サドルシューズ [-1]8]11210 [1[〇[〇[〇1:1200 1 



ワンストラップ 
シューズ 

オリエンタル 
シューズ 

バレーシューズ 

テニスシューズ 

抗魔魅力Pノフイア 

DDD 
素早さj防御力j抗魔1mti1ソフ<ァ1ライス:| 

索早さ1防御力y抗魔I sb* nラィズI 

索早さjj防御力JI抗魔I魅力1ソフィア1ライズI 

鮮さI防御叶顏I魅力IこノフィアJライズj 

^idud 

0 [ 0 [1[ 2500 I 

素早さ防御力抗魔魅カソ: バスケット 
シューズ fl5l10]0I3[0 3 10 12 [ 0 I 0 

素早さ防御力抗魔魅カソフィア: トレツキング 
:シューズ J-l I:13 I:0 I:3 I:0こ 

スーー刀一 

八イヒール 

東洋のサンダル 

魅カソフィア 

BD 
^抗sj魅为|ゾ7ィア|ライ；ハンナ1レズU-| 

し抗魔I魅力jソフィアjライズjハンナ 

DBDDI9 
索早さI防御力L抗魔I魅力丨ソフィアjライズ1ハンナ 

IDDDDB 

ビーチサンダル 
索早さ防御力抗魔魅カソ: 

2 [61 -11-111 I 011 

1 r -1 r 〇 \ 〇 i"-i 

Hr 3」0 L-り01，11 

....1 

•域 丄a二は㈡ 

_素早さf防御力「抗魔|魅力|ソフィア|ライズ^ Vンナ1 

BIBIBDDDD 

レズリーリンダ 

Hr 



9 盾 
面用 

ガラスの盾 

太極の盾 

品質保証の盾 

•レズリーリンダ価格(G) 

■レズリーリンダ価格(G) 

|" 0 l"1 I 2000 | 

索早さ1防御力！^抗麻I 

索早さ防御力抗腐魅カソフィ: 

I -2 ] 20 I 3 [ -3 [ 0 121-21-21-1 J 6000 I 

法皇の盾 

j屍山血河の盾※ 

1豪炎の盾 

※戦M突入時に一定確率でなんらかのステータス異常を起こす 

DB J 60001 



登 
1 

m 

0 

|絶叫の腕輪,—閉—閉， 

I煉獄の腕輪旧—!1?^^3 

」1 I -111[ 0 [ 0 [-1 I: 5000 ] 

HHH HHHH HHHH HH HIHHIHHHH HHHIIHHHI 

■ 2]2]3] 31011[0[0[0[ 5000 | 

極寒の腕輪 

止水の腕輪 

恥じらいの腕輪 

※戦H突入時に一定確率でなんらかのステータス異常を起こす 

価格 索早さ防御力I抗魔魅カソ: 

価格 

価格 

価格 

m 
絶対零度の盾 

y 
明鏡の盾 

一目惚れの盾 

i 悪逆の盾 

■ むつちりとした 盾 

0腕輪. 

圈 銀紙の腕輪 
玉砕の腕輪 

索早さ1防御力 抗廃 魅力 ソフィ: 

索早さ防御力抗魔魅カソフイ: 

索早さ防御力抗魔魅カソ: 

r i" i" i"i"i -2|~-i"-2" 2〇〇1 
[ 0 I: 6〔 2 ]1 I 0 [-1 I: 0 I: 0 ]-1 I 800 I 

m 
神算鬼謀の腕輪 

業界標準の腕輪& 

[〇1:4]6]1[1い1:0]〇1-1[ 3000 I 
5防御力抗R 魅力1 

IOBD 
八ンナレズリーリンダ 価格 

三位一体の腕輪 
素早さ防御力抗魔魅カソ: 

[。I3 L7 I 



母指輪 

※戦H突入時に一定確率でなんらかのステータス異常を起こす 



潑飾り 

こよりの 
」ネックレス 

_謀略の 
‘ペンダント 

ーブランドの 

I 800 I 

麗4ンダント ■ 01013 [ 3 [ 0 [1[-1-1'_-14000 \ 
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装備崮所1 名称 周回 入手場所•ィベント ペ-ジ】 
ソフィアの制服（靴付） — 初期装備 — 

チャー5ングな水藩 奇•偶 オルカディア城下町（ブティック） _ 
mソフィアの学校水着 奇 フローレでのソフィアのキヤラチェンジで入手 103 

ソフィアの大胆な水着 偶 フローレでのソフィアのキヤラチェンジで入手 103 

■全身タィッA (靴付） 偶 アルタ5洞窟（衣装箱A) 79 

ベンギンの服（靴付） 奇 アルタミ洞窟（衣装箱A) • 
|八ンナの制服（靴付） 一 初期装備 

スポーティーな水着 奇•偶 テイクバード（ブティック） BI 
|八ンナの学校水着 奇 テイクパードでの八ンナのキヤラチェンジで入手 138 

八ンナの大胆な水着 偶 テイクパードでの八ンナキヤラチェンジで入手 138 

全身タイツB (靴付） 偶 トライポンド鉱山（衣装箱A) 96 

ウサギの服（靴付） 奇 トライボンド鉱山（衣装箱A) 96 

■ラィズの制服（靴付） 一 初期装備 
クールな水着 奇•偶 フ□ーレ（ブティック） 

■ライズの学校水着 奇 アンダビでのライズのキヤラチェンジで入手 156 

ライズの大胆な水着 偶 アンダビでのライズのキヤラチェンジで入手 156 

令全身タイツC (靴付） 偶 ドリフの森（衣装箱A) 122 

イタチの服（靴付） 奇 ドリフの森（衣装箱A) 122 

身レズリーの制服（靴付） 初期装備 
フレッシュな水着 奇•偶 フ□ーレ（ブティック） 101 

装レズ|J一の学校水着 奇 ケープリパーでのレズリーのキヤラチェンジで入手 131 

レズリーの大胆な水着 偶 ケープリノて一でのレズリーのキヤラチェンジで入手 131 

全身タィッD (靴付） 偶 ピラミッド（衣装箱B) 147 

豹の服（靴付） 奇 ピラミッド（衣装箱B) WB 
,リンダの制服（靴付） 初期装備 

ブルジョアな水着 胃•偶 ケープリパー(デパート） 127 

■リンダの学校水藩 奇 フローレでのリンダのキヤラチェンジで入手 103 

リンダの大胆な水着 偶 フローレでのリンダのキヤラチェンジで入手 103 

|全身タイツE (靴付） 偶 地下水道（衣装箱B) 130 

孔雀の服（靴付） 奇 地下水道（衣装箱B) 130 

b*カジュアルワンピース 奇•偶 パルメ村のブティックでデート時に二者択一 91 

シックなワンピース 奇•偶 パルメ村のブティックでデート時に二者択一 
■シンプルドレス 奇•偶 ダイのブティックでデート時に二者択一 170 

真紅のパーティードレス 奇•偶 フローレのブティックでデート時に二者択一 
ピンクのパーティードレス 奇•偶 フローレのブティックでデート時に二者択一 103 

特注のパーティードレス 奇•偶 ケープリバーでイングマルからもらう 132 

■ウエディングドレス 奇•偶 ダイのブティックでデート時に二者択一 170 

シンデレラのドレス 奇•偶 トライン（衣装箱A) ■W' 

古代のドレス 奇•偶 アルタS洞窟（衣装箱A) 78 

※「衣装箱AJはザルドス大陸にある衣装箱、「衣装箱BJはソイレント大陸にある衣装箱のことを示す 



B東洋のパ-ティ-ドレス 奇 アンダビ「究極武術大会〜ケース2〜」でライズが優勝 156 

東洋のサマードレス 偶 アンダビ「究極武術大会〜ケース2〜Jでライズが優勝 156 

■パス□ーブ 偶 フローレ「美人コンテスト」でリンダが優勝 103 

豪華な□—ブ 奇 フローレの美人コンテスト」でリンダが優勝 103 

■魔法のローブ（靴付） 偶 ダイ「萌え萌え詩人！で入手 169 

御者服（靴付） 奇 ダイr萌え萌え詩人」で入手 169 

■ メィド服 奇•偶 パルメ村（ブティック） 87 

昼のウェイトレス服 奇 ケープリパーrvsグリフオンライダー」で入手 131 

1夜のウェイトレス服 偶 ケープリパーrvsグリフオンライダー」で入手 131 

治療に良い服A 奇 オルカディア城下町「セーラ」で入手 73 

^治療に良い服B (靴付） 偶 オルカディア城下町「セーラ」で入手 73 

異国の軍用制服 奇 パルメ村（衣装箱A) B?' 
身東洋の軍用制服 偶 パルメ村（衣装箱A) 87 

東洋の作業服（靴付） 奇•偶 トライポンド鉱山（衣装箱A) 96 

装黄金比率の服（靴付） 奇•偶 フローレ「イングマル〜その3〜Jで入手 103 

見つかりに<い服 奇•偶 ドリフの森（衣装箱A) 122 

m半袖のネグLIジェ 奇•偶 オルカディア城下町のブティックでデート時に二者択一 117 

長袖のネグリジェ 奇•偶 オルカディア城下町のブティックでデート時に二者択一 117 

格闘用レオタード（靴付） 偶 ドリフの森「地下洞窟」で入手 124 

ペインタールック 奇•偶 ダイの執政官官邸内（衣装箱B) 167 

pピエ□の衣装 奇 ピラミッドrvsカルノー」で入手 151 

パレリーナの衣装 奇 ドリフの森「地下洞窟」で入手 124 

1東洋のスパイ衣装 奇 アンダビ「究極武術大会〜ケース1〜jで主人公が優勝 156 

東洋の神話の衣装 偶 アンダビ「究極武術大会〜ケース1〜jで主人公が優勝 156 

Mすっきりとした錯（靴付） 偶 ドリフの森でレズリーとデート中に拾う 124 

鋼の鎧（靴付） 奇•偶 ピラミッド「ライズの正体」で入手 151 

■スポ-ティ-な錯（靴付） 奇•偶 ケープリパー（衣装箱A) 127 

ブレザー —— 初期装備 一 
セーラー服 奇•偶 フローレ（ブティック） 101 

体操簷 奇•偶 テイクパード（ブティック） 136 

パジャマシャツ 奇•偶 トライン（資材屋） 98 

東洋のパジャマシャツ 偶 テイクパードのブティックでデート時に二者択一 151 

上レザージャケット 奇•偶 ケープリパー（デパート） 127 

カラテシャツ 偶 テイクパードのブティックでデート時に二者択一 151 

奇 パルメ山（衣装箱A) 85 

mバスケユニフォーム（上） 偶 パルメ山（衣装箱A) 85 

*カジュアルブラウス 奇•偶 ミッドモネーのブティックでデート時に二者択一 107 

^ラップブラウス 奇•偶 ミッドモネーのブティックでデート時に二者択一 107 

フリルブラゥスA 奇 オルカディア城下町（ブティック） 71 

備フリルブラウスB 偶 オルカディア城下町（ブティック） 7r 

ア□八シャツ 奇 アンダビ「ホームズ〜その3〜Jで入手 156 

フリンジジャケット 奇•偶 ピラミッド「ホームズ〜その2〜Jで入手 148 

ョット•パーヵ 偶 アンダビ「ホームズ〜その3〜Jで入手 156 

包帯 奇 ドリフの森でレズリーとデート中に拾う 124 

■学芸会の鎧 奇•偶 オルカディア城下町（武器屋） 71 

はザルドス大陸にある衣装箱、「衣装箱BJはソイレント大陸にある衣装箱のことを示す 



装備箇所1 名称 1周回 入手場所•イベント |ベーン 1 

覚悟の鎧 奇•偶 パルメ村（武器屋） 87 

. 策士の鎧 奇•偶 ケープリバー(デパート) 127 

—安全な鎧 奇•偶 ダイ（装備屋） 161 

半洗礼の鎧 奇 ピラ5ッド（衣装箱B) 147 

P 怨念の鎧 偶 ピラミッド（衣装箱B) 147 

3灼熱の鎧 奇 アンダビ（衣装箱B) 154 

装フIJージングアーマー 偶 アンダビ（衣装箱B) 154 

M リフレクトアーマー 偶 地下水道（衣装箱B) 130 

m初恋の鎧 奇 地下水道（衣装箱B) 130 

鬼畜の鎧 奇•偶 オルカディア城下町「イングマル&□ベルト」で入手 176 

Bチェックのスヵ-卜 — 初期装備 — 

プリーツスカート 奇•偶 パルメ村（ブティック） _ 
|スポ-ツブルマ 奇•偶 エルギン城（衣装箱B) 181 

パジャマズボン 奇•偶 トライン（資材屋） _ 
■東洋のパジャマズボン 奇 テイクパードのブティックでデート時に二者択一 151 

レザーパンツ 奇•偶 ケープリバー（デパート） _ 
■カラテズボン 奇 テイクパードのブティックでデート時に二者択一 151 

T しましまのパンツ 奇 オルカディア城下町（衣装箱A) 72 

 バスケユニフォーム（下） 偶 オルカディア城下町（衣装箱A) 72 

^カジュアルスカート 奇•偶 アンダビのブティックでデート時に二者択一 156 

力-卜 偶 オルカディア城下町（ブティック） 71 

胃フリルスカート 奇 5ッドモネー（ブティック） 瞧 
3¢ ティアードスカート 偶 ミッドモネー（ブティック） 82 

シックなスカート 奇•偶 アンダビのブティックでデート時に二者択一 
備トランべットスカート 奇 オルカディア城下町（ブティック） 71 

ジーンズ 奇•偶 ダイ（ブティック） HI 
■ヵットォフジ-ンズ 奇 ドリフの森「崇敬平仙人」で入手 124 

ホットパンツ 奇•偶 カレニア環礁（衣装箱A) 113 

■スパッッ 偶 ドリフの森「崇敬平仙人」で入手 124 

スラックス 奇•偶 アンダビ（民家） 154 

サルエルパンツ 奇 ピラ5ッド「雷鳴」で入手 151 

ルーズブルマ 偶 ピラミッド「雷鳴」で入手 151 

■コイン• ローフアー — 初期装備 一 
サドルシューズ 奇 パルメ村（ブティック） _ 
ワンストラップシューズ 奇•偶 ケープリパーのブティックでデート時に二者択一 132 

オリエンタルシューズ 偶 ヶープリパー(デパート） 127 

パレーシューズ 奇 ケープリパー(デパート) 127 

モカシンシューズ 奇 ダイ「ホームズ〜その4~Jで入手 みちダ 
刹；テニスシューズ 奇 5ッドモネーで八ンナとデートするとキャ□ルからもらえる 107 

パスケットシューズ 偶 ミッドモネーで八ンナとデートするとキャ□ルからもらえる 107 

3トレッキングシューズ 偶 パルメ村（ブティック） 87 

スニーカー 奇•偶 ケープリパーのブティックでデート時に二者択一 132 

八イヒール 奇 パルメ村「イングマル少年〜その2〜Jで入手/トライン（資材屋） 90/98 

サンダル 奇•偶 テイクパード（露店商） 136 

■東洋のサンダル 奇 アンダビ「レジスタンスに参画」で入手 156 



装備箇所1 名称 丨周回1 入手場所.イベント 1ページ】 
ビーチサンダル 偶 カレニア火山rvsスキュラ」で入手 114 

東洋のビーチサンダル 偶 アンダビ「レジスタンスに参画」で入手 156 

スリッパ 偶 5ッドモネー(衣装箱A) 82 

怪獣スリッパ 奇 ミッドモネー(衣装箱A) 8S 
■木の靴 奇•偶 ダイ（ブティック） 161 

黄金の靴 偶 パルメ村「イングマル少年〜その2〜jで入手/トライン（資材屋）|90/98 

W,ガラスの靴 奇•偶 エルギン城（衣装箱B) 181 

ピエ□の靴 奇•偶 オルカディア城内（衣装箱A) 71 

ゴム長靴 奇 カレニア火山rvsスキュラ」で入手 114 

革のブーツ 偶 ダイ「ホームズ〜その4〜Jで入手 ■1 

■底上げブーツ 奇 ドリフの森rvs密撕者」で入手 124 

編み上げブーツ 奇•偶 アンダビ（武器屋） 154 

グルブ-ッ 偶 ドリフの森rvs密脚者」で入手 124 

画用紙の盾 奇•偶 オルカディア城下町（武器崖） 71 

ガラスの盾 奇•偶 フローレ（武器屋） 101 

太極の盾 奇•偶 テイクパード（ブティック） 136 

品質保証の盾 奇•偶 ダィ（装備屋） 161 

法皇の盾 奇 アンダビ（衣装箱B) 154 

屍山血河の盾 偶 アンダビ（衣装箱B) 154 

m豪炎の盾 奇 ダイの執政官官邸内（衣装箱B) 167 

絶対零度の盾 偶 ダイの執政官官邸内（衣装箱B) 167 

明鏡の盾 偶 トライポンド鉱山（衣装箱A) 96 

一目惚れの盾 奇 トライポンド鉱山（衣装箱A) 96 

悪逆の盾 奇•偶 フローレ「ニセモノ騒動」で入手 107 

むっちりとした盾 奇•偶 エルギン城（衣装箱B) 181 

銀紙の腕輪 奇•偶 5ッドモネー（ブティック） 82 

玉砕の腕輪 奇•偶 トライン（資材崖） 98 

神算鬼謀の腕輪 奇•偶 アンダビ（武器屋） 154 

業界標準の腕輪 奇•偶 Uトルミンチ（武器屋） 180 

^三位一体の腕輪 奇 フローレ（衣装箱A) 102 

058絶叫の腕輪 偶 フ□ー レ（衣装箱A) 102 

n煉獄の腕輪 奇 テイクパード（衣装箱B) 137 

極寒の腕輪 偶 テイクパード（衣装箱B) 137 

止水の腕輪 偶 ダイの排水口（衣装箱B) 162 

; 恥じらいの腕輪 奇 ダイの排水口（衣装箱B) 162 

非道の腕輪 奇•偶 ダイ「儷兵ロペル!その3〜Jで入手 170 

«くっきりとした腕輪 奇•偶 アルタミ洞窟（衣装箱A) 78 

おもちゃの指輪 奇•偶 5ッドモネー（ブティック） 82 

散華の指輪 奇•偶 フローレ（ブティック） 101 

詐術の指輪 奇•偶 テイクバード（露店商2) 136 

指大屋生産の指輪 奇•偶 アンダビ（武器屋） 154 

1^ コンクラーベ•リング 奇 リトルミンチ（衣装箱B) 180 

鬼哭の指輪 偶 リトルミンチ（衣装箱B) 180 

ブレイズ•リング 奇 オルカディア城「オーバー□ード作戦Jで入手 73 

1チルド•リング 偶 オルカディア城「オーパー□ー ド作戦Jで入手 73 

※r衣装箱ajはザルドス大睡にある衣装箱、「衣装箱bjはソイレント大陸にある衣装箱のことを示す 



装備箇所1 名称 周回 入手場所•ィベント ベ-ジ】 
1 カウンター•リング 偶 オルカディア城下町「ロリィの見送り〜その1〜|で入手 73 

指告白の指輪 奇 オルカディア城下町「□リィの見送り〜その1〜Jで入手 
輪外道の指輪 奇•偶 ミッドモネー「儷兵□ベルト〜その1〜Jで入手 83 

びっちりとした指輪 奇•偶 ドリフの森（衣装箱A) 122 

■こょりのネックレス 奇•偶 パルメ村（ブティック） 87* 

謀略のペンダント 奇•偶 ケープリパー（デパート） 127 

ノーブランドのペンダント 奇•偶 ダイ（ブティック） 161 

贖罪のペンダント 奇 エルギン城（衣装箱B) 181 

飾呪殺のベンダント 偶 エルギン城（衣装箱B) 181 

劫火のベンダント 奇 パルメ村「吸血鬼退治の謝礼」で入手 91 

'〇 ブリザードブローチ 偶 パルメ村「吸血鬼退治の謝礼」で入手 91 

ときめきのペンダント 奇 オルカディア城「□リィの見送り〜その2〜Jで入手 ■ 
酷薄のアミュレット 奇•偶 ケープリパー「傭兵□ベルト〜その2〜Jで入手 132 

がっしりとしたチョーカー 偶 オルカディア城「□リィの見送り〜その2〜Jで入手 177 

■チャンピオンベルト 奇•偶 テイクパード「八イパーオリンピア」で八ンナが優勝 138 

シヨートソード 奇•偶 オルカディア城下町（武器屋）/ミッドモネー(ブティック） 71/82 

ソ-ド 奇•偶 パルメ村（武器屋）/トライン（資材屋） 87/98 

ブ□ー ドソード 奇•偶 フ□ーレ（武器屋）/ケープリパー（デパート） 101/127 

ドラゴンスレイヤ- 奇•僞※1 テイクパード（露店商）/アンダビ（武器屋） 136/154 

エクスカリバー 奇•偶※2 ダイ（武器屋）/リトルミンチ（武器屋） 161/180 

ソゥルィ-夕- 奇 ピラミッド（衣装箱B ) 147 

木のブーメラン 奇•偶 オルカディア城下町（武器屋）/ミッドモネー（ブティック） 71/82 

■ハンティン7ブ-メラン 奇•偶 パルメ村（武器屋）/トライン（資材屋） 87/98 

チャクラム 奇•偶 フローレ（武器屋）/ケープリパー（デパート） 101/127 

Bムーンヵッター 奇•興※3 テイクパード（露店商2) /アンダビ（武器屋） 136/154 

ヴァーユブーメラン 奇.偶※2 ダイ（武器屋）/リトルミンチ（武器屋） 161/180 

1ルドラブーメラン 偶 ピラミッド（衣装箱B) 147 

鉄のレイピア 奇•偶 オルカディア城下町（武器屋）/ミッドモネー（ブティック） 71/82 

^鋼のレイピア 奇•偶 パルメ村（武器屋）/トライン（資材屋） 87/98 

^銀のレイピア 奇•偶 フローレ（武器屋）/ケープリパー（デパート） 101/127 

レレィピァ 奇•供※1 テイクパード（靄店商2) /アンダビ（武器屋） 136/154 

聖騎士のレイピア 奇，偶※4 ダイ（武器星）/リトルミンチ（武器屋） 161/180 

! 憎しみのレイピア 奇 ピラミッド（衣装箱B) 147 

メリケンサック 胃.偶 オルカディア城下町（武器屋）/ミッドモネー（ブティック） 71/82 

fcアイアンク□ウ 奇•偶 パルメ村（武器屋）/トライン（資材屋） 87/98 

ヒートナックJレ 奇•偶 フローレ（武器屋）/ケープリパー（デパート） 101/127 

ドラゴンクロウ 奇•偶 テイクパード（露店商）/アンダビ（武器屋） 136/154 

カイザーナックル 奇•偶※2 ダイ（武器屋）/リトルミンチ（武器屋） 161/180 

tデーモンクロウ 偶 ピラミッド（衣装箱B) 147 

革のムチ 奇•偶 オルカディア城下町（武器屋）/ミッドモネー（ブティック） 71/82 

|パラのムチ 奇•偶 パルメ村（武器屋） 87 

チェーンウイップ 奇•偶 フ□ーレ（武器屋）/ケープリパー（デパート） 16^^ 

ゥィップ 奇•偶 アンダビ（武器屋） 154 

クイーンウイップ 奇•偶 リトルミンチ（武器屋） 180 

K呪いのムチ 奇•偶 ピラミッド（衣装箱B) 147 

:奇数周目はアンダビ、偶数周目はテイクバードで販売 嵌3 :奇数周目はテイクバード、偶数周目はアンダビで販売 
«2 :ダイの武器屋では、奇数周目のみ販売 ※4 :ダイの武器屋では、偶数周目のみ販売 



アイテムのデ_夕 
この項ではアイテムの効果と入手方法を掲載。冒険中に 
見慣れないアイテムを見つけたら、ここを開くべし！ 

幸+ +データの見かた♦ + + 

♦獅^*〜酿系 

アイテムのカテゴリー。巩用は平常，戦闘中 

ともに使用可能、消費は使い捨てであること 

を指す。効果持綾系は持っているだけで効果 

があり、シナリオ系はイベントに関係する。 

勲章系は勲章魔法の取得に関わりがある。 

♦入手东去 

「イJはイベント、「医」はザルドス大陸の医 

療箱、「医」はソイレント大陸の医療箱、「嫌」 

はショップで購入可能であることを表す。 





私女神っち 

PtK|香りのきつい香水 

写真フィルム（12枚) 

m；.tM全国のお店^ 

fT^^t 
I分よ!3弱い敵が出現しなくなる。歩数制限あ0 

12枚セツトの記念写翼用フィルム（所持上限60枚） 

全国の医療箱（5力所） 

似顔絵 
ゲーム終盤になればなるほど高く売れる 

ミカエルの鍵 
ザルドス大陸の医療箱を開けられる 

ラファエルの鍵 
ント大陸の医療箱を開けられる 

Iケープリパーで掘り出す 

ガブリIルの 圜===けられる 

鼠 ウリエルの鍵 

全知全能の鍵 

Iソイレント大陸の衣装箱を開けられる 

Iケープ1」バーの地下水道 

すべての錠前を開けられる 

m I 3〇〇 I 

:ィ I: 0 

* ! o 





恋愛度が増減する 
1ついて 7イテムI 

『黒真珠」、『ルビーj、『エメラルドJ、『金塊』の 

4種類のアイテムは、女の子によって恋愛度の 

增減値が異なる。下記の表を参考にして女の子 

の好みを確かめておころ。 

◄恋爱度を下げたい 
ときにも使えるのが 
ポイントなのだ 

ソフィア ライズ 八ンナ レズリー リンダ 

黒真珠 +3 ±0 +3 +5 ±0 

ルビー 

エメラルド 

+3 +3 +3 -5 +3 

+5 ±0 +5 -5 士〇 

+ 10 ±0 ±0 +3 ±0 



魔法のデータ 
魔法は戦闘を楽に勝ち抜くために欠かせなし、存在だ。こ 

の項ではその効果や習得レベルなどを掲載しているぞ。 

+ + +データの見かた+ + + 

魔法の効栗が及ぶ範囲。「敵」と「味方丄 

「単体丄「全体」の組み合わせによる4種類 

と「敵前列」、術者にのみ効果を発揮する 

「自分」、主人公とリンダにのみ効果を発揮す 

る「主&リ」の計7種類がある。 

♦MP 

その魔法を行使するのに必要なMP。MP 

が不足している場合は臞法を行使できない。 

最低は「ヒール」の5ポイント、最高は 

「ストームブリンガー」の100ポイント。合 

体臞法と三位魔法はM Pを消費しない。 

その驩法の使用効果。 

〜リンダ 

その魔法を修得できるキャラクターと修得 

レベル。修得できないキャラクターは「一」 

と表示している。 

系 



補助系 



攻撃 系 

火の玉を敵に放つ 

3敵単体^31〇 S 

1!-!11-11 I 

フレア 
無数の火の玉を敵に放つ 

^敵全体屬p 30」 主人公|ソフィア|ライズ|ハンナ|レズリ-| Uンダ 

I - I - 

一文字切り ^敵!^ 

|剣を横になぎ払い、敵をまとめて切り裂く 

19 30 ^ 

1K |1〇： - - - - M 
聲敵単体 

1敵の頭上からまつぶたつに斬り捨てる 

人公|ソフィァ|ライズ|ハンナ|レズリ-|リンダ 

■21-1-1-1-I 
プレシズ•ヘル 

1—度の攻擊で15回敵を斬りまくる 

9敵单体^^ 35 II 

rt>5：<-s) ]一 1一[1 m~ ]  1 
ツバメ返し P敵前列^3 25~1 

1回の動きで2度相手を斬る剣の極意 TT 
槍投げ 

^槍を敵に投げつける 

P敵单体2〇] iA公IソフィァIラィズI 
-1 

巨大砲丸投げ 
超特大の砲丸を敵に投げつける 

9敵全体60 II 

)ける I  L 丄一こ21 

"[レズリーインフェルノ 
ッシュ攻擊で敵をK 0する 

敵单体55 ■ 

I參fc ドロポ 自分自身I 

お付きの人造ボディーガードを呼び出す 丄-- 

18 I 18 I 18 

^1~-| 

10 I - I -I 

H23 



無章 系 

ジックシールド _味方全員_ 5〇 

数夕-ンの帛随力がアップ 『ルビーの勲章j取得で使用可能 

| /^X\^ 1"ームブリンガー画敵全体！!a1〇〇 

竜巻を呼んで®!にダメ-ジを与える rトパーズの勲章」取得で使用可能 

バブルバインド 敵全体胃〇 

1 IE泡で包んで敵の動きを封じる 『ラピスラズリの動章』取得で使用可能 

恋愛系 

為ドンズゲ-卜- 

天！!の門を開モ 

^3 Iシャインブレース 
たりで同時にI 

天国の門を開き、敵を即死させる 

P敵全体5~ 

3敵単体^fo- 

ふたりで同時に同じ敵に斬りかかる 

@|g :ングハート 
P敵単体0 

主人公が炎に包まれて体当たりをする 

レインパクト 

レズリーが突き飛ばした敵を主人公が斬る 

幽 ススクリーン 主&リ^Q 〇 

虹色の防御スクリーンを張る 

主人公とソフィアで行なう魔法 

主人公とライズで行なう魔法 

主人公と八ンナで行なう魔法 

主人公とレズリーで行なう魔法 

主人公とリンダで行なう魔法 

三位一体系 

trtj tユアブライトネス 敵全体123 〇 

も極太レ-ザ-を発射 3人全貝で行なう魔法 

Hiァブスシュート _敵全体U3 〇 

識の氷の矢が突き刺さる 3人全員で行なう魔法 

iSfi リプルインフェルノ 疆敵全体E3 〇 

特大ダメ-ジを与え、さらに状觀常を起こす 3人全員で行なう魔法 



モンスターのデータ 
グレムリンからカルパレスまで、主人公の行く手をはば 
むモンスターたちのすべてをお見せしよう。 

♦寺♦データの見かた+ ♦拿 
♦ LV 性のこと。「物」は物理攻擊、「臛」は魇法攻 

モンスターのレベル。この値が大きいほど戦 

闘終了後に得られるゴールドが多くなる。ま 

た、キャラクターよりもレベルの高いモンス 

ターほど多くの経験値を得られる。逆に、自 

分よりもレベルの低いモンスターからは少置 

の経験値しか得られない。 

モンスターが行なう攻擊の種類。複数ある塌 

合はランダムで使用する。r攻属」は攻撃属 

擊を示し、それぞれ防御力、抗魔力が高いほ 

どダメージが軽減される。「対象」は全体攻 

擊か、単体攻擊かを表している。「ダメージ」 

は、その攻擊の平均的な攻擊力。おおよそこ 

の数値分のダメージを受けると考えていい。 

「命中率」は攻擊の命中率を表す。「絶対」と 

表記されている攻撃は魅力が高くても回避で 

きない。「追加効果」はヒット時に一定確率 

で起こるステータス異常のことだ。 

攻擊方法 攻j 

超音波 

調BBBfse㈣■諭醜:, 

鼸単50 60 なし j 
魔全- 45 60 (№¢5%! 

4 9〇 f!^Too~ 

[85 50 Isjlil 35 [ 

攻擊方法 攻属対象ダメ-ジ 

攻擊方法 攻属対象ダメ-ジ命中率追加効果 

1〇〇|のしかかり 物単18010 | なし 

F ~5~ IS 120IBI 95 

SL10050 2〇| 

切り 



pwr~~~^ブゴブリン~~~i 

0160胃|l 55 j^p 40 

攻撃方法攻属対象ダメ-ジ命中率追加効果 

切り 物単110 41 

なし 

防御抗魔 

素早さES回避 

物単95 55眠り20%| 

攻撃方法 攻属対象ダメ-ジ命中率追加効果 

体当たり 

パーサーカー 

8 50 BalEi 40 

卜 IQ, 250 70 50 

魔 ml 100 I 55 I 

圓SSI 攻撃方法 攻属対象ダメ-ジ命中率追加効果 

K 1〇 bi 95 y^si igo 
180囑g 64 35 

P J3d 10 

攻轚方法 攻属対象ダメ-ジ命中率追加効果 

魔法弾 魔単521551なし 

魔全45 I 60 I なし 

ゴ_スト 

11601 防御抗魔 

さESj回i 

攻擊方法 攻属対象ダメ-ジ命中率追加効果 

超音波 魔単97 

魔全20 

50 なし 

100麻痺10% 

PWB 1 
m j| io looiio 

「80 ■ 9 70 Ipi 105 f 

、:：濟_3| To" li^'l 60 15^ 130 

攻擊方法 攻属対象タメ-ジ命中率追加効果 

物単140 74 なし 

攻撃方法_@属[対象1ダメ命中率追加効果 

魔法弾 魔 

スリープクラウド|魔 

単 50 55 なし 

全J眠りI 20 I なし 

攻撃方法 攻属対象ダメ-ジ命中率追加効果 

殴り 物単!164 63 なし 

40 I ソニックブー厶 魔単] 55 1~55 ]なし 



クリスタル 

80 防御抗魔 

素早さ^3回避 200 ■ 

12 50~ 

140 75 

10〇| 

30 | 

攻擊方法 |攻属|対象ダメージ命中率追加効果 

魔単601501なし 

じ L 1  L 
攻擊方法 |攻属対象ダメージI命中率i追加効果 

■P9I マーメイド 

16 〇 6 0 13 

HH ガーディアン 

BK3^hw 18 bi15〇 

64 

攻擊方法 攻属対象ダメ-ジ命中率追加効果 

物単148 53 なし 

魔単40 60 

攻擊方法 攻属対象ダメ-ジ命中率追加効果 

103| 

30 f 

レーザー 魔単60絶対 なし 

邏」“ンダ1|11邏 18 1^1 150 1211 103 

y^|Q^7oJ^i 65 1 55 

fV 2| is 

■BE^50 

スイープレーザー魔全^40 [絶対 なし 

攻撃方法 攻属対象ダメ-ジ命中率追加効果 

物単140 72 なし 

■- —；— 

攻擊方法 攻属対象ダメ-ジ命中率追加効果 麟1 
160] □ケットパンチ 物単1170110 | 

■18 ^TT03 1 

67辂样! 

pl50 

攻擊方法 攻属 対象 HS1 TWF1 
魔法弾 単 50 55 なし 

誘惑 
— 

単 SB7 30 なし 



5。mim1 

1021. 

18 
.I 145 _ 

攻撃方法 |攻属|対象ダメ-ジ命中率追加効果 

■■ コカトリス I 
2〇^ 80 135 

Jdm_300"^^p~55~lpl^5^ 

攻撃方法 攻属対象ダメ-ジ命中率追加効果 

突っつき 物 単 150 73 

睨み 魔 全 160 55 

ザ， 
\ 

LV 1551 防御 
___1 

40 |^| 105 マシンガン 物 単 [60 87 |なし 

g 13〇 ] 素早さ 70 Jj^ 85^ マシンガン 魔 14 絶対 |なし 

物単130 65 |なし 

アマゾンクィーン | 

I 20 Bl 100 iaigl125 

ri3oJ^p^5^S 68~ 

攻撃方法 攻属対象ダメ-ジ命中率追加効果 

突進 物 単 1158 87 |なし 

— E □ 三 
攻撃方法 攻属対象ダメ-ジ命中率追加効果 

ブレス 魔単 68 l 55 I なし 

攻擊方法 攻属対象ダメ-ジ命中率追加効果 

毒の息 魔単60 53 なし 

酸の雨 魔全50 55 瞄じ20% 

ゼラチンイエロー 

I 45 iSHllolのしかかり 

攻撃方法 攻属対象ダメ-ジ命中率追加効果 

物単170 51 なし 

攻撃方法 攻属対象ダメ-ジ命中率追加効果 

切り 物単200 65 なし 



ラッドクリスタル 
180p^ 140 

68 I 

防御抗魔 

さ回避 

画国^Qgp 
魔単73160 60 なし 

攻擊方法 |攻属|対象|ダメ-ジ|命中率|追加効果 

サラマンダー 

QI 25 E] 80 130 

攻擊方法 攻属対象ダメ-ジ命中率追加効果 

H- 

"零 L 9 25 防御 100 15^ 125 サンダー 魔 単 100 60 なし 

■n 
HP [700 素早さ 52 |h|J 31 サンダー 魔 120 1 65 なし 

[jJm 
魔単195! 86 

W y^m 9 25 rf 1113 IS^l150 ^ 

60豐^^51_ 回転 

■KJH パジリスク 
121 25 P/P 80^K11 

^Qjp 430j^J~55~^P : 

攻擊方法 攻属対象ダメ-ジ命中率追加効果 

衝擊波 

回転体当たり 魔全 

70 

60 1 60 なし 

攻擊方法 攻属対象タメ-ジ命中率追加効果 

物単175 75 霉25% 

魔単60」50麻痺10%| 

攻擊方法 攻属対象ダメ-ジ命中率追加効果 

S3 370 

イフリート 
130 

55 

防御抗魔 

1301 切D 物 単 [220 50 なし 

突進 物 70 なし 

^1 
145 マジック5サイル 魔 

閥 

単 60 1 60 

\k マジックミサイル 魔 60 60 なし| 



m 30 ^^112 抗魔 
mmm 
130 かみつき 物 単 2351 80 なし 

10 550 fMS 50~ 回避 40 ! 不思議のブレス J 10oj 絶対 なし 

ファイアドラゴン I 
11〇 fUM 13〇 

^50 52 2°J 
マンイーター i 

jj rri301^^115 

m^|^^1250 ^^47j^|l10 

炎のブレス 物単240 48 なし 

劫火のブレス 魔全」2451 55 jなし 

攻撃方法 攻属対象ダメ-ジ命中率追加効果 

のしかかり 物単235 50 

アイスドラゴン i 
、•: J 351S 110 fmi 135 

|jy^pl000 53 30 

攻擊方法 攻属対象ダメ-ジ命中率追加効果 

ブレス 魔単250 52 なし 

つらら落とし 魔全100絶対 なし 

攻擊方法 攻属対象ダメ-ジ命中率追加効果 

物単280 75 なし 

WKM~~ミレーターたモンI 
::m 38 B1155 192 

|[£3B|^^ 870]_^S~80T^i^0| 

エレメンタ 

攻擊方法|攻属|対象ダメ-ジ命中率追加効果 

魔法弾 

麵■ 
魔 

炎のドーム魔 

単140 

単150 

65 なし 

絶対混乱50% 

のレナイト 攻撃方法 |攻属対象ダメージ命中率追加効果 

防御pg抗魔 
おさ^9回避 

切り 物単190 85 I 

- 

到 

メタルゴーレム 
QI 40 ^^2001^囑1 

【400 ^^^50霤 

攻撃方法 攻属対象ダメージ|命中率|追加効果 

fl4〇1_ ロケットパンチ 物 単 1280 70 なし 

LIL 衝撃波 魔 単 65 絶対 なし 



攻撃方法 攻I 
単>70 78 | なし | 

マ t—J 
フ□ストジャイアント 1 

■ J QI 45 1301120 

■^BSTT70053 Ipl25~^ 

攻擊方法 攻属対象ダメージ命中率追加効果 

殴り 物単330 65 なし 

魔単1201—50 [なし 

モンスター 

フランケン 攻擊方法 攻J 

1001^ 100 
腕振り回し 

50J^b 1 
攻擊方法 攻属対象ダメ-ジ|命中率|追加効果 

カルバーン伯爵第二形態 攻擊方法 攻属対象ダメージ命中率追加効果 

_サイクロプス 

9 23 1〇〇| 

攻擊方法 攻属対象ダメーン•命中率追加効果 

電擊殴り 

t^gyf^sskd 

230 45 

絶対 

1 对巧 

20 80 I 

1500 40 I 

攻擊方法 攻属対象ダメ-ジ命中率追加効果 

画^Q 
単」180 

攻擊方法 攻属対象ダメ-ジ命中率追加効果 

麻痺20% 



抗鹿 

ゾノノ丄， 玫V方.去 u - —. 

抗魔 

回避 

抗魔 

回避 

抗 

ダメ-ジ命中率追加効果 

抗魔 

回避 

防御 

素早さ 

攻ザ方法 攻属 

抗i:S 

G ■: 

ダメ-ジ命中率追加効果 



| ラミレス師匠3 

fl 30 120 K 

2000 65 I 

 一文字切り 

迫^^ 
単210 45 

I_ラミレス師匠4 

fl 30 90 1 

2200 65 1 

攻擊方法 攻属対象ダメ-ジ命中率追加効果 

一文字切り 

_ラミレス師匠5 

If j| fl 50 170* 

4000 65 I 

攻擊方法 攻属対象ダメ-ジ命中率追加効果 

一文字切り—物 齡0% 

ラジン1 

f di no卜 
衝擊波 

素早さ^a回避 
絶対 

ラジン2 
攻擊方法 攻属 

noh 飛び蹴り 

衝擊波 

単200 80 

絶対 

攻擊方法 攻属対象ダメ-ジI命中率追加効果 

突進 

ナイフ投げ 絶対 

ナイフ投げ 

攻擊方法 攻属対象ダメ-ジ命中率追加効果 

突進 

絶対 

攻擊方法 攻属対象ダメ-ジ命中率追加効果 

ナイフ投げ 絶対 



_ベルト1 

« 霊9 25 120^P 1 

2400 65 ! 

_ロベルト2 

BK 9 38 140 1 

4000 ^^9 65 ! 

レズリー 

^ lv13 

ノ、 

防御抗魔 

素早さ 

将軍2 

2/^H 
-♦. hpE* 

防御抗魔 

素早さ |^65 tg^i 

\ 最初の騎士 

I 5 90 1 

9 200 50 ( 

攻擊方法 攻属i対象 ダメージ 命中率 追加効果_ 

切り 物 単 220 65 なし 

120 
ソニックブーム 魔 55 55 なし 
昇り切り 互 I 200 ~75~ なし 

90 
— — - - - — 

— - 了 - - — 

攻撃方法 攻属 対象 タメ-ジ 命中率 追加効果’ 

切り m 230 65 なし 

150 
ソニックブーム 魔 El 70 55 なし 
昇り切り 物 E13 200 75 なし 

90 
— 一 一 一 - — 

— - - - - — 

攻撃方法 攻属1対象 ダメージ 命中率 追加効果胃 

パンチ 単 280 85 なし 

150 
レズリーインフェルノ 魔 単 302 90 なし 

— - - - - — 

130 
— 一 一 一 一 — 

— 了 - — — 

攻擊方法 攻属 対象 ダメージ 命中率 

突き 物 単 280 100 なし 

120 
回復 —補 単 - - なし 
— 一 - - - — 

no 
— 二 —— - 二 — 

— ~ - - — 

| 

攻擊方法 攻属 対象 ダメ-ジ 命中率 追加効果| 

かち割り 物 単 [330 120 眠り20% 

170 
1 斧ブーメラン 魔 200 160 霉20% 

——^ 一一 1 一. 1 - - — 

105 
_ 丁 一. 1 - - — 

— 了 L--. - — 

| 

攻撃方法 攻属 対象 ダメージ 命中率 追加効果- 

切り 物 単 400 100 なし 

160 
百列突き 物 単 ̂ 70 110 なし 
V字切り 物 450 95 なし 

80 
炎切り 魔 言 650 120 なし 
— - - [- - — 

— 攻撃方法 攻属 

340 
追加効果| 

切り 物 単 なし _ 

130 
百列突き ■物 単 290^ 100 なし 
V字切り W 単 380" 85 なし 

60 
炎切り 魔 単 ?560 110 なし 
— - - L~ - -— 

■ 

攻撃方法 攻属 対象 ダメージ 命中率 追加効果_ 

切り 物 単 95 80 なし 

100 
— 一 一 - - — 
— - - し- - — 

65 
— - - に- — — 

— 丁 丁 L - - — 





_f血村人3 

HV V m to so B 

B fly 400 32 B 

I 吸血村人 

BP3" 
轉400 

50 E 

_ダークプリンス2 

^S145Hi6oI 
7500 65 g 

抗魔 

抗魔 

は.: 

抗 

防御 

素早さ 

防御 

素早さ 

抗院 

■ 

攻擊方法 攻属 対象 ダメージ 命中率 追加効果胃 

殴り 物 m nni 34 なし 

90 
— 一 一 - — 

— 一 -— 一 — — 

60 
— 了 一 一 — 

— Q - て — 

攻擊方法 攻属1対象 タメ-シ 命中率 追加効果- 

殴り 物 m 百 なし 

90 
— 一 — 一 -1 — 

— - - 一 - — 

60 
— ~ 一 — 

— - — 

攻擊方法 攻属 対象 ダメージ1命中率 追加効果| 

切りタイプ1 物 単 320 120 なし 

130 
切りタイプ2 魔 200 1 no なし 

— -1 —二 二： — 

70 
— — IEJ 二 — 

— Q 丁 - — 

妊 p(似igg 岡iii曾 追加効果’ 

切り \JS 単330 120 なし 

150 
サンダー 魔 単 330 130 — 

— £ 一 1-: - — 

70 
— - 「-—」 - — 

— E LZ： - — 

攻擊方法 ダメージ 命中率 追加効果’ 

切り 物 単 350 130 なし 

160 
追尾魔法弾 魔 430 130 なし 

サンダー 魔 単 350一 130 なし 

70 
ym .魔 I 150一 999 混乱 

— 二 — - - — 

攻擊方法 攻属1対象1ダメージ 命中率 

酸の雨 魔 单 150 絶対 霉30% 

超音波 I 250 110 眠り15% 
200 

サンダー 魔 単 300 1〇5一 なし 

20 
ラ•フレア :魔 [± 100 120 なし 

ラ•プリザ 互 五 150 120 なし 

攻擊方法 攻属1対象1ダメ_ジ1命中率 追加効果_ 
超レーザー 魔 単 400 120 なし 

150 
超サンダー 魔全 450 120 なし 

ラ•フレア 魔 280 110 なし 

0 
ラ•ブリザ :魔 300 110 なし 

— 二 £ - - — 



このゲームは予備知識ナ 

シでプレイすると「アレ!？ 

まさか、やらかした？Jな 

んて気分になるかもしれな 

い。実際、ポクち初めてプ 

レイしたときはそんな感じ 

だった。でも、いろんなイ 

ベントを起こす条件がわか 

ってくるとEP*がガラリと 

変わった。この本にはまさ 

にfみつめてナイトRjの 

すべてが書かれている。も 

ちろんポクの印象を変えて 

くれた要索は完璧に盛り込 

んだ。だから、熟読しても 

らえればきっとこのゲーム 

が好きになるでしよう。 

それはそうと、本書中に 

LIンダ様の御姿がほかのキ 

ャラクターよりち断然多く 

見受けられるのは、おそら 

くキミの目の錯覚でしよ 

う。ポクは別に、女神のご 

とく美しいリンダ様の下僕 

の末端に加えて頂き失敗を 

やらかしては突き飛ばされ 

て、「それでこそリンダ様 

-jとかr……あ…またポ 

ク……」とか言ってみたい、 

などと思っているわけでは 

決してない。勝手に勘違し、 

しないように（笑)。 

横井祐介 

編 

翁 
後 

記 

r刻の涙iをめぐる大冒 

険、一*1に旅する女の子と 

の恋愛、200種類以上も 

の衣装で蕭せ替え……。 

rみつめてナイトR〗は、 

いろんな“お楽しみ"が詰 

まったゲームです。ぎっと、 

遊ぶ人によって楽しみどこ 

ろもさまざまでしよラ。そ 

こでこの本では、できるだ 

けたくさんのブレイヤーに 

役立つ本を目指して、許さ 

れる限りの内容を詰め込み 

ました。この本を読んで、 

ひとつでも多くのイベント 

を見、ひとつでも多くの衣 

装をゲット！していただけ 

れぱうれしいです顰 

•••• 

関屋智子 

毎日、狂ったようにrみ 

つめてナイトRjをプレイ 

している俺。ここ1力月の 

肜舌の中心はいっも『みっ 

めてナイトFUだった。食 

事や睡眠といった体の欲求 

をすベて無視してひたすら 

プレイ。さすがにトイレは 

我慢できないが……。とに 

かく、みつめてモード全開 

だ！その甲斐あってイぺ 

ントはすべて見ることがで 

ぎたし、衣装ち全部ゲット 

した。もうなにもするべき 

ことはなし、はずなのに、今 

夜ちソフィアとみつめてナ 

イト。ひそかに永久機関に 

なりつつある自分が恐い。 

• •••• 

吉村尚志 

じらせ、二度の呼吸困難に 

襲われ、お医者様に『ぜん 

そく持ち』の‘游章1’を与 

えられてしまったが、mm 

魔法は入手できず。さて、 

ゲームの内容の灘さに比例 

して、迫力のポリュームに 

なった本書をいかに読みや 

すくするかが今回の課題で 

したが、結果やいかに!*? 

••••• 

寒水久美子 
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