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女の子の気持ちがわからないキミに、 
騎士としての評価を上げたいキミに、 
『みつめてナイト』のすべてを伝授す 
る1冊。デート時の最良コメントか 
6イベントでのベスト回答まで、女 
の子のハートをゲットするための情 
報を完全網羅。戦争や一騎討ち、全 
108種通称取得法からプレイヤー育 
成法まで、男を上げる術も余すとこ 
ろなく解説。さらに、3年間の女の 
子別タイムテーブルを巻末に掲載!！ 
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第1章 
新人傭兵の心得 

〜ゲームシステム〜 



みつめてナ#卜の世界 
3年間'、て暮らすのはド 

Sの事情を 

プレイヤーが3 
ルフアン王国と呼I; 
ン王国と、その周辺の; 

な国だ。ドルファ 
情を知っておこう。 

プロキア 
内陴Wのため溥设拽粢に较攻しよう 
と企んでいる。ガレイヤーが所親す 
るドルファンKmとは敵対up係ち 

D26年4月1IJより、 
プレイヤーの傭兵生活が 
スタートする。 

« D2fi牢とはドルファン磨部尔の 
.ことを示す。 
>後、本密ではDQ年と表記 

国境の都ポダナン 

4 ) Mitsvimctc Kn\$Ut 



ド-ムの層的と流れ 劣‘—…- 

生活できるのは 
ニムのS的と流れをしっかり把 

Wm. 

プレイヤーがド 
3年間のみ。ゲ 
握して、一人前のナイトを目指そう。 

mmmm 
ゲームの目的は大きく分けて 

ふたつ。稍を立ててを 

目指すことと、好ぎな女の子と 

結ばれることだ。聖騎士になる 

ためには、3年後の叙動式まで 

にどれだけ騎士勲章を貯められ 

るかがポイントになるそ。また 

目当ての女の子と結ばれるため 

には、積極さが必要だ。自分か 

らアプ□ーチをかけ、さまざま 

な障害を乗り越えよう。 

聖騎士になる 
◄騎士のなかでも、最高の称号 
である聖騎士を目指すの•だ 

ゲームは、平日コマンドでパ 
ラメータを伸ばし、休日コマン 

ドで女の子と仲良くなるという 

のが基本だ0 

•平日コマンド 

日曜日の夜、翌週の平日に行な 
う訓練やアルバイトを決める。 

•休日コマンド 

デートに誘う。デートできるのは 
休日コマンドのみ。 

•イベント 
年間行事以外にも女の子とのさ 
まざまなイベントが発生する。 

拳戦争 

戦争が勃発すると' 戦地へと赴 
き、敵軍と戦うことになる。 

cViAntcr 1 



女の子との出会いは^やってくる。うま 
く知り合いになれたら、休日を待ってデート 
に誘い出そう。出会える女の子は16人。個性 
に合わせてアプローチを変えていく必要があ 
るぞ。第4章（73ページ〜）を活用しよう0 

聖騎士を目指すなら' 礼儀や豊富な知識、 
信仰/こ\だって重要。ましてや女の子の八一卜 
をゲットしようと思ったら、女の子の理想の 
男性像に近づく努力も忘れてはいけない。こ 
れらの目標を達成したければ、訓練やアルパ 
イトで必要な能力を伸ばしていかなくてはな 
らなしVDだ。詳しいことは第2章（11ページ 
〜）で解説してし、るので参考にしてほしし、。 

コマンド入力 コマンド実行 

(^5^♦取:I 
訓練所•アルバイト 得値 !…"秦 

育成&デ-#についで？ デずぶ 
tめfご、-好きな 
fヤー從3^べきこ 

聖騎士になるためねT、好ぎな女の子と結ばれる 
ために、プレイヤーカきことは山のように 
ある。ここではそれらを簡単に説明しよう。 

•穸 wレ仏:.入 v.~- 

:理想のナイスガイを目指して 

▼女の子と出会つたときに、無視 
するよぅな態度を取ると、2度と 

お近づきになれないぞ。要注意！ 

Mltswmctc Knight 



スタートポタン 
ゲームスタート画面で 
の基本メニュー表示、 
及び基本メニューでの 

項目決定に使用 

セレクトポタン 
このボタンは使用 
しない 

©ポタン 
このボタンは使用 
しない 

選択した情報やお出か 
けコマンドなどのキャ 

ンセルに使用する。プ 
レイヤーが私室にいる 
ときは、カーソル部分 
のコマンド説明。会話 
時はセリフ音声カット 
と早送りができる 

L1ポタン 
このボタンは 
使用しない 

R1ポタン 
デート時に現在の場所 
を表示する 

操法 
ここではコントdデラの操作説明をする。 
スにも対応してい志ので峰好みのほうを選べば 
よい。難しくないので、よく読んでおこう。 

方向キー 
各種コマンドや、 

メニュー選択時の 
力ーソルを移動 

®ポタン 
このボタンは使用 
しない 

ポタン 
選択したコマンド 
の決定0平日コマ 
ンドの早送り 

右ボタン 
コントローラのXボタンに相当 
する。選択した情報やお出かけ 
コマンドなどのキャンセル。プ 
レイヤーが私室にいるときは、 
コマンド説明。会話時はセリフ 
音声カツトと早送りができる 

対応していないので、コントローラを使用すること。 

左ポタン 
コントローラの〇ボタ 
ンに相当する。選択し 
たコマンドの決定。平 
日コマンドの早送り 

マウスを使ってプレイする場合、ミニゲーム、戦争、一騎討ちには 

cliApter <D 
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画面の扇かた 
ゲームを進めるう1 
画面と情報画面に 
は頻繁に使うので覚えておこ5 

るコマンド入力 
1する。このふたつ 

コマンド入力面面（私室） 

平日と休日に何をするかを決定するのが、 
コマンド入力画面だ。平日は主に訓練所の] 

マンドが、休日はお出かけやデートのコマン 

ドなどが^できる。平日に選択できるコマ 
ンドは休日にも選択可能だが、休日コマンド 
は休日にしか選択でぎないので注意しよう。 

〇現在年月日 現在のドルフアン歴。年度、月日、曜日を表す 
❷現在LVとH P プレイヤーの現在のレベルと、現在のHPを表す 

❸通称 プレイヤーの現在の通称を表す 
❹現在EXP/次レペルに必要なEXP 現在の経験値と、次のレベルに必要な経験値を表す 
❺アイコングループ 現在選択できるコマンドアイコンが表示されている 
❻ピコ 選択すると、情報プレートを表示する 
❼情報プレート コマンドの説明や、プレイヤーのステータスを表示する 
❽メッセージプレート 会話などのメッセージが表示される 
❾オプション オプション画面に切り換わる。下記を参照 
❿セーブ 休日の夜のみ使用可能。データをセーブする 

〈各コマンドの詳しい説明〉 

オプション 文字速度 遅い、普通、速いの3段階。メッセージ速度が変化する 
カーソノ 度: 遅い、普通、速いの3段階。力ーソルの移動速度か直化する 
カーソルタイプ： カーソルの移動タイプをコントローラかマウスに選択する 
サウンド ステレオかモノラルのどちらかを選択する 
音声 あり、なしの選択。ただし、なしでも音声が入ることもある 
お助け窓表示： ありだとコマンドにカーソルを移動させたとき、情報が出る 

Mitswmctc KfiigVit 



カレンダー 
今月と来月のカレンダーが表示される 

ウイークリートピツクス 
ドルファンとその周辺諸国の最新ニュー 
スが見られる。項目を選ぶと更に詳細内 
容を表示。戦況や情勢もわかる 

rtrtのUかた 

情報コマンドを選択すると、6つの項目が 
表示される。各項目に関する詳しい説明は、 
下記緣窃。ゲームの世界観をより深く知る 
ために、し、ろいろと活用しよう。 

ドノ!/フアンタイムス 
主に年間行事に関係した情報を知ること 
ができる。デート場所に関する情報や、 
シアター情報などが活用できるぞ 

ワールドマップ 
世界地図、ドルファン王国地図、ドルフ 
ァン首都城塞地図の3種類を見ることが 
できる 

プレイヤーステータス 
プレイヤーのステータスを詳しく表示す 
る。ステータスの詳しい内容は14ページ 
を参照してほしい 

用語集 
みつめてナイトで使われている用語が詳 
しく解説されている。ゲーム中のヒント 
もあるため、いちどは目を通そう 

カレンダーを使いこなせ！ 

〇当月のカレンダー 

❷翌月のカレンダー 

❸カレンダーの切り替え 

カレンダーは、当月と翌月の2力月 
が表示されるぞ。カレンダーの切り 
換えは、切り換え部分を選択すれば 
OK。またカレンダー上のアイコン 
には下のような意味があるのだ。 

籲カレンダーに表示されるアイコン 

膠特別行事 _バレンタィ >7- 

_女の子の里生日！GIホヮィトデ- 

_デ-卜予定日 

chapter 1 



※オプションの項目は、ゲームクリア後にデータをセーブ—タイトル画面で-oPTiorsrを選択—データを 
□ードすると発生する 



第2章 
丸わかりステップアップ術 

〜プレイヤー育成〜 

弟ビ早m ノレ1下一它c:ソ 

ビシ鍛える情報がたくさんつま 
つてるんだ。強くなりたいなら、 
ここをよ〜く読んでがんばらナ 



-I 

ヅ 

，一*^8^ 

はまだまだ未熟。見習し〗剣士からいかにステ 
プアップしていくかを、詳しく説明するぞ。 

イヤー次第だ。だけど目的もなぐただコマ 
ンドを実行し続けるのは考えもの。効果的に 
プレイヤーを鍛えるコツを伝授しよう。 

AWKD1年!1;しつかt)と目標を 
定めれた獅に使え!！ 

平日は訓練所で経験値を稼いでレベルアツ 
プし、能カパラメータを伸ばす。休日は街に 
繰り出し女の子とデートする。基本的にはこ 
の繰り返しだ。プレイヤーの能カパラメータ 
はデート、戦争、女の子に与える印象など、 
いろんなところに影響する。初めにどういう 
人物を目指すのか決め、それに合ゎせて能力 
を上1ブてし、くのがオススメの方法だ。1年目 
に' 目標達成に必要なをある程度上けて 
おけば、あとの2年はかなり楽になるそ。 

► 2年目以降はァ 
ルバイトに専念し 

て、より多くの経 
験値を稼ぐのも手 

◄能カパラメータ 
は高いほど有利な 
ので、どんどんィ申 

養成コマンド 
アルバイトコマンド 

経験値入手 

レべ;レアップ 

⑽ぱ—モテ<=| 
パラメータの上昇 
通称の取得 

MHsvmictc Kr\\$ht 



その2:女の子の好みは千差万別 
との女の子を本命にするかによって、 
洛パラメータを変えるべし 

女の子との出会いにも、パラメータは関係 
している（出会いの条件は第4章の各キャラ 
クター^介のページを参照）。最初は目指す 
女の子と出会うために、パラメータを調整し 
よう。普通にプレイしていても出会える女の 
子はいるが、最終的にはひとりとしか結ばれ 
ない0だったらこの際、興味のない女の子は しなくてし、し、女の子もし、るの 

相手にしないほうが無難かも。また結ばれる 
ためにも一定以上のパラメータが必要だ。本 
命の女の子だけの理頃のナイトを目指そう0 

その3 :ワンランク上の騎士を自指せ 

ia±< 
_力. 

:のランクを決めるもの、それは*でも 
Iでもなく、経路と勲章だ！ 

騎士のランクを決定づけるのは、能カパラ 
メータではなくレベルと騎士評価だ。最高位 
の聖騎士を目指すなら、最低でもレベル60に 
なっていないと無理。よほど効率よく経験値 
を稼がないといけないのだ。また騎士評価は 
戦争で部隊戦闘と一騎討ちの両方に勝ったと 
きにいちばん多く得られる。覚えておこう。 

戎敵なナイトになるために 

&ベる 
ルか 

cViAptcr2 C 13 

経験値とオイシイ関係 

経験値を効率よく稼ぐ方法とし 
て、通称を活用するという手が 
ある。通称のなかには、獲得中 
にコマンドを実行するとボーナ 

スとして大成功（=通常の1.5倍 
の経験値を獲得）しやすくなる 
ものがあるのだ。通称の効果は 
31ページからの通称一覧表に掲 
載してあるぞ。表を参考にして 
ぜひ試してみよう。 



情報アイコン選択後にプレイヤーステータ 
スの項目を選ぶと、ステータス画面が表示さ 
れる。このでは、プレイヤーの現在の状 
況が一目でわかるぞ。プレイヤーに不足して 

いる育坊は何か、戦闘での能力はどのくらい 
か、などなど' 効率よく成長するには必要な 
ことばかD。TI己を参照にして、どんな情報 
が得られるのかしつかり頭に入れておこう。 

如疆野譴日 
私 47 m 
鄹 262 阋P 
琛价 « 

f駒川 勤 
防勧川觀 

m - 

馳小金持ち 
_'章 

入手アイテム⑳みつめマ 

4月1S0歷巳 
常勝M敗 
007441 / 007447 

0S6 鄕i OSJ 
HI 050 

M 歡㈣ 

固定バラメータ 能力値パラメータ 

〇名前 プレイヤーの氏名 ❿魅力 かっこ良さを表す 

❷誕生日 プレイヤーの誕生日 ®剣術 剣技の上手さを表す 

❸血液型 プレイヤーの血液型 ®馬術 馬の扱いの上手さを表す 

基本バラメータ 戦闘系パラメータ 

OL V 現在のレベル ❿防御力 (学力+信仰）+2で算出 

❺通称 現在の通称 ❿素早さ (礼法+魅力）+2で算出 

©HP 現在のプレイヤーのHP ❿攻擊力 (剣術+馬術）+2で算出 

OEXP 獲得経験値/レベルアップ経験値 ®必殺技 戦闘時に使える必殺技 

能力値バラメータ 評価 

©学力 知識の豊富さを表している ❿財力 庶民的〜左うちわまで4段階 

©信仰 信仰心と賢さを表している ©騎士勲章 騎士としての評価目安 

❿礼法 礼儀正しさを表している ©入手アイテム アイテムがあるとここに表示 

Mitsvimctc 



血液里でS化する初期の能力^^ラメータ。 

長い目でみればあまリ閩係ないぞ 

血液型を決定すると' 能カパラメータが以 
下のように確定する。低いパラメータと高い 
ノてラメータの成長が違うとし、うことはないか 
ら、あまり気にする必要はない。序盤での成 
長を考えると、剣術、馬術の高いA型あたり 
がお薦めだが、3年という期間を考えるとど 
の血^でも問題ない。目指す女の子と同じ 
血»にするのが、し、ちばんよし)かも0 

•血液型別初期値表# 

ゲームを何度も:^^1しtrtd)と、スタート時 
のパラメータが若午違とに気づくはす。そ 
の理由をここで解説す4そ。 

入国したてのときは 

初期傾は固定……。だったら、名前や譁生日 
Yちいはこだわりたい 

ゲームがスタートすると、入国時の書類記 
入という形で名前、誕生日、血»を決定す 
ることになる。これから自分の分身となるプ 
レイヤーなので、気に入った名前をつければ 
し、いだろう。また、誕生日は夏以降がオスス 
メ。春に設定すると、1年目の誕生日をさみ 
しく過ごす八メになるからだ。プレイヤーの 
初期値は右の表のとおり0これは不変だ。 

•プレイヤーの初期値# 
u n . nnn 

レベル. 

怨餘値. 

.7 

.n 粧缺111. 

レベルアップ経験値- 

B甘十 . 

.24 

w\Jj . 

時一！-動音. 

.庶民的 

. 〇 騎エ烈阜 

通称. 

各コマンド実行レベル- 

••見習い剣士 
..1 

学力 礼法 魅力 信仰 剣術 馬術 

A型 6 8 4 4 6 8 

B型 4 6 6 8 8 4 

0里 6 4 8 6 4 8 

AB型 8 6 6 4 8 4 

血液型で変わる初期値 

cli^ptcr 2 



経験値のatげかた mom 
< りか 
/てプレ中鍛 

経験値の上がりか定访法則がある。こ 
れを知らすしてプレ^^を鍛えまくると、骨 
折り損の……という目にあうそ。 

1年目はひたすら訓»所通い、 
2年目からはアルバイトに精を出そ5! 

コマンド実行によって得られる経験値は、 

次のレベルに必要な経験値と、今のレベルに 
なるために必要だった経験値との差が関係し 
ている0序盤と終盤で入手できる経験値に大 
きな差があるのはそのためだ。また同じコマ 
ンドを繰り返してし)ると、入手できる経験値 
が少なくなることに注意。これは「慣れシス 
テム」とでちいうべぎ、実行レベルが関係し 
てし、る（実行レベルは18ぺージを参照)0 

•経験値の多く入るコマンド# 

順位 コマンド 

1 採掘現場 (減少HP12、高収入） 

2 酒場 (減少HP10、高収入） 

3 漁港 (減少HP9、やや高収入） 

4 花屋 (減少HP 8、やや低収入） 

お出かけするよりもお得？ 
体日に_»やアルバイトをすることの利点 

経験値をより多く入手するには、休日に訓 
練所コマンドかアルパイトコマンドを実行す 
るとし、う方法がある。休日は平日の1.5倍の 
経験値を入手できるのだ。女の子よりも修行 
とし、う禁欲的な手段だが、たまにはいいかも。 

•経験値に関わる修正# 

•コマンド実行時 

大成功=1.5倍失敗=0.5倍休日=1.5倍 

16 Mitsvimctc Kvii5^t 

効率の良い経! 

訓練所とアルバイトで経験値を稼こう 
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レ/^ルアップ時の★マークは6つまでに、 
それ以上は無!*と::ろかマイナス効果！ 

パラメータは訓練やアルバイトによって能 
力経験値（情報プレートで能力値の右横にで 
る★マーク）がたまり、レベルアップすると 
その数に応じてパラメータが増加する。ただ 
し増Mするのは6つまでで、それを超えた場 
合はほかのノ ラメータが減少してしまうそ。 

問係したコマンドを実行し)£ 
望んだパラメータは増加し)J 

首叻讎値が6以下でも' ノ' 
ベルアッ^Kに必ず6つずつ律 
やしたいノ (ラメータと関連す名 
行してし们ば、その能カパラ） 
のは簡単。しかし同じコマント 
と入手できる経験値が減るた泣 
のコマンドを実行しよう。 

£ければ、 
tいのだ 

(ラメータはレ 

!えるため、増 
□マンドを実 
:-夕を伸ばす 
■けている 
)、ときどき別 

•各コマンドとパラメータの関係# 

コマンド 影靨のあるバラメータ 
学問 学力 

礼法 卜礼法 

魅力 魅力 

信仰 信仰 

剣術 剣術 

馬術 馬術 

パン屋 学力、礼法 

酒場 礼法、魅力 

薬局 学力、信仰 

喫茶店 魅力、信仰 

花屋 学力、魅力 

レストラン 礼法、信仰 

採掘現場 剣術、馬術 

漁港 学力、馬術 

監視員 信仰、馬術 

煙突掃除 学力、剣術 

礼拝堂掃除 すべてのパラメータ 

墓守 信仰、剣術 

—Ifel 
理想の男に近づくには 

ヤンは.レベルか上かり 

'I憩i S^O 020 

嫌fi ； 

パラメータ上昇の仕組み 

rif 



ルと 
実行レベルとは、ドだ対する“慣れ”を 
表す隠しパラメータ奴^！では実行レバ"一 
仕組みと影響を、詳しく説明しよう。 

実行レベルと経験値の闐係 
コ；7ンドを繰り®していると、 
そめコマンドの実行レべノレが上昇するのだ 

同じコマンドを繰り返してし、ると、突然経 
験値が少なくなることがある。これは、その 
コマンドの実行レベルが上昇したためだ0コ 
マンド実行レベルは、各コマンドごとに存在 
し、ゲ_ム開始時はすべて1レべ〗Uこのレ 
ベルが上昇すると作業に慣れてしまU今ま 
で100%入手していた:経験値が、9096^80% 

……と段々減つていくわけだ。経験値を上手 
に稼ぐなら、同ーコマンドを繰り返し実行す 
るのは避けたほうがよし、だろう。 

実行レベルと通称の関係 

デメ Uットたけじやない 
通称取得に不可欠な実行レベル 

実は、訓練所系、アルバイト系の通称の取 
得には、実行レベルが深く関わってし、る。だ 
が、実行レベルは目に見えなし切で、実行レ 
ベJレを把握するには' そのコマンドをゲーム 
開始時から何日実行したかが目安になるぞ。 
右_はその関係を^したもの。截ラレベル 
を上げるのに必要なポイントは、平日コマン 
ドで1日1ポイント、休日コマンドで1日2 

ポイント入手でぎる。実行レべ値が14 

ポイントたまると、実行レベルが1から2に 
るとし、う仕組みだ。つまり、実行レベル 

10になるには、約1年同じコマンドを実行し 
続けて' 366ポイント獲得する必要があるわ 
けだ。通称取得に必要な実行レベルは、31ぺ 
ージからの通称一覧表を参照のこと0 

実行レベル経験値入手表 

平日コマンド：1日につき1ポイント 

休日コマンド：1日につき2ポイント 

監視員のみ：平日6ポイント、休日12ポイント 

•実行レベル_レベルアップ表# 

実行レベル 実行レベルアップポイント値 

1—2 累計14ポイント 

2 — 3 累計30ポイント 

3 — 4 累計50ポイント 

4—5 累計76ポイント 

5 — 6 累計109ポイント 

6-7 累計151ポイント 

7 — 8 累計205ポイント 

8 — 9 累計275ポイント 

9-10 累計366ポイント 

18 Mitswmctc KwigVit 



お金持ちなるために 
このゲームではお金を使レイヤーが何か 
を直接購入するといラことはない。が、女の子 
にモテるためには、やはりお金が必要なのだ。 

何もしなくても毎月入金のある钃兵稼業は 
気楽な商売なのかもしれない…… 

財カレベルは、下は“庶民的”から上は“左 
うちわ”まで4段階。財カレベルは入金があ 
るとレベルアップし、出費によってレベルダ 
ウンする。入金は、毎月1日に貰える軍から 
_イ強と、アルパイトでの収Aの2種類。 
出費は日々の生活費のほかに、女の子へ誕生 
日プレゼントをあげたときだ。とくに生活費 
は、財カレベルが上がるほど増えるので注意 
しておこう。財カレベルが低くても問題はな 
し、が、イベントやプレゼントの内容などに関 
わってくることもあるため、どうせなら-左 
5ちわ-を目指したいところ。 

お金を使う場所はないものの、財カレべノレ 
ていくつかのボーナスがあるのだ 

財カレベルによって得られるボーナスは、 
リンダの感阍直（憧れ度）の上昇、女の子へ 
の誕生日プレゼントの変化、デート場所によ 
るHPの回復量の3点だ。 

①リンダの感情値の上昇 
リンダはお金好きなので、プレイヤーの財カレ 
ベルが高ぃほど憧れ度が上昇するのだ 

2女の子の誕生日プレゼントの選択肢変化 
財カレベルに応じて、誕生日に渡せるプレゼン 
卜が変化する。詳しくは121ページを参照 

③デート場所によるH Pの回復量 
喫茶店やレストランでデートした場合、プレイ 
ヤーのHPが回復する。右の表を参照されたし 

レストラン 喫茶店 

庶民的 HP10回復 HP5回復 

小金持ち HP 20回復 HP10回復 

金持ち H P30回復 HP15回復 

左うちわ H P40回復 HP20回復 

.財カレベル_レベルアツフ表參 
庶民的 所持金<1力月分の給付金 

小金持ち 所持金き1力月分の給付金 

金持ち 所持金芎2力月分の給付金 

左ラちわ 所持金S3力月分の給付金 

お金持ち度を表す財カレベル 
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学問 
プレイヤーの学力を高めるコマンド。 

1学カパラメータが高いほど、コマン 

ド実行時の成功率が上がる。一騎討ち時の防御力 
や、家庭教師試験に影響するぞ。また礼法、魅力 
とともに、戦争のとき部隊に工兵が加わるかにも 
関係している。 

関連パラメータ 学力(INT) 

関連通称 見習い学者、インテリ、軟弱学者、学者、軍師、博士号など 

関連女性 ロリイ、リンダ、アン 

I練とアル4 
3年 

に過 

ヤー 

3年という時間I 
に過ごす余裕はない〖 

を鍛えるコマン 

'ル藝イト 
Iは蓊おてL 
ないでは身 

マンドを解説する。 

てしまう。無駄 
では実際にプレイ 

’4 

コマンrae果は大成功、失敗の3 

段階あり、成功を1とすると大成功は1_5、失 

敗は0.5の経験値が入る。結果の判定はランダ 

ムではなぐ特定のパラメータが関係してし、 

る。必要なパラメータが高いと成功率が上が 

るのだ。基本は「得意なものは成功率が高い」 

ということ。以下で詳しく解説しよう。 

■HHEBEraa 
訓練所で行なうコマンドは、全部で7つ。 

このうち休憩は特別なコマンドで、経験値は 

入らないものの、HPを回復できるという効 

果がある0ほかのコマンドは実行すると必ず 

HPが〗咸少するが、経験値と能力経験値（★ 

マーク）を獲得できる。言己載した減少HPは 

レベルによつで変化するので、数字どおりと 

は限らない。関連女性の欄には、そのコマン 

ドを実行中に出会う女の子を載せてあるそ'。 

►その道のプロを目指 
すなら、訓練所でひた 
すら自分を鍛えぬけ 

訓練所 

| ◄学問コマンドは消費H 
ドが低いため、HP滅少 

を気にせずに実行できる 

Mitsvimctc 



魅力 
プレイヤーの魅力を高めるコマンド。 
魅カパラメータが高いほど成功率が 

上がる。一騎討ち時には素早さに影響している。 
ダンスホールでのダンスは、“(魅力+礼法)+ 22 

レベル”だと成功だ。五月祭のナイスガイコンテ 
ストの判定にも関わる。 

関連パラメータ 魅力(CHR) 

関連通称 見習い貴公子、流行もの通、プレイボーイ、貴公子など 

関連女性 ロリイ、リンダ、アン 

調練とアルバイトの効果 

訓練所 

礼法 
ネL法を高める。ネL法パラメータが高 
いほど成功率が上がる。-騎討ち時 

には素早さに影響。クリスマスにプリシラの招待 
状がなくても、ネし法が1年目は25、2年目は37、 
3年目は55以上だとドルファン城に入れる。リン 
ダの誕生パーティーでのダンスにも影響する。 

関連パラメータ 礼法(MAN) 

関連通称 見習い紳士、紳士、だて男、小粋な紳士、立派な紳士など 

関連女性 レズリー、リンダ、アン 

j ▼魅力nマンドはス-I 

1ジ上で訓練"ダンスVO 

ンテストで、女の午一 
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馬術を高める効果がある。馬術パラ 
メータが高いほど成功率が上がる。 

一騎討ち時には攻擊力に、戦争時に騎馬兵部隊の 
攻撃力に影響を与える。収穫祭の馬術大会の判定 
に関係する。馬術の高さをチェックするイベント 
もいくつかあるので注意。 

プレイヤーのHPを回復させる効果 
がある。HP回復量にはレベルが影 

響するため、ゲーム後半になるほど回復量が増え 
ていく。また、通称が“怠け者”のときは通常の 
2倍でHPが回復する。ちなみに休日に休憩コマ 
ンドを実行してもH P回復量は変化しないぞ。 

D : 

関連パラメータ 馬術(HOR) 

関連通称 見習い騎兵、ジョッキー、じやじや馬ならし、騎兵など 

関連女性 レズリー、ジーン、ライズ、リンダ、アン 

刻術 
剣術を高める効果がある。剣術パラ 
メータが高いほど成功率が上がる。 

一騎討ち時には攻撃力に、戦争時には歩兵部隊の 
攻撃力に影響を与える。運動公園でのデートは、 
“(剣術+馬術）+2 2レベル’’で成功。収穫祭の 
剣術大会の判定にも関係する。 

関連パラメータ 剣術（SWD) 

関連通称 暴れん坊、筋肉剣士、剣闘士、ソードマスター、豪碗剣士など 

関連女性 ロリイ、ハンナ、ライズ、リンダ、アン 

調練とアルバイトの効垠 

訓嫌所 —▼HPは999まで回復 
できる。このくらいにな 

ると一騎討ちで負けるこ 
とはほとんどありえない 

| ▼戦争やI騎討ちだけで 
|なく、ミニゲ—ムにも影 

響するパラメ—夕。ちや 
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パン屋 
プレイヤーの学力と礼法を高める効 
果がある。礼法、魅カパラメータが 

高いほど成功率が上がるが、馬術/ラメータが高 
いと失敗率が上がってしまうので注意しよう。ス 
一と出会うためには、パン屋でアルバイトをする 
のが確実だ。 

収入：やや低収入 

礼法と魅力を高める効果がある。魅 
カパラメータが高いほど成功率が上 

がる。失敗率を上げるパラメータはないので、魅 
カパラメータが高ければ酒場で働くのがいちばん 
だ。HPの減少は多いが、収入も獲得できる経験 
値も多いため、非常においしい。 

関連パラメータ 学力、礼法 

関連通称 ノ\°ン屋の兄さん、パン屋マスター 

関連女性 スー、アン 

減少HP : 

関連パラメータ 礼法、魅力 

関連通称 /K—テンダー、酒場マスター 

関連女性 クレア、アン 

調練とアルバイトの効果 

アルバイトコマンド 

アルパイトできるのは1年目の夏休み、冬 
休み、春休^と2年目以降の毎日。アルパイ 
卜系コマンドは12種類あるが、監視員は夏休 
み限定だ。アルバイトは訓練と比べて多くの 

•アルバイト収入# 

HPを失うが、より多くの経験値と収入を拷 
られるという利点もある。しかしアルパイト 
によつては、特定のパラメータが高いと失敗 
率が上がってしまうちのもあるので注意。 

高収入 酒場、採掘現場 

やや高収入 薬局、レストラン、漁港 

やや低収入 パン屋、喫茶店、花屋、監視員 

低収入 煙突掃除、礼拝堂掃除、墓守 

アルパイト 

I ▼美味しいパンを焼いて 
販売するアルバイト。こ 

のパン屋は、ドル，フアン 

▼お客のところにお酒を 
一運んだり、お客さんの話 

し相手になつたりするア 

1 
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調練とアルバイトの効果 

アルパイト 

局 
学力と信仰を高める効果がある。学 
力、信仰ノ\°ラメータが高いほど成功 

率が上がるが、剣術/ラメータが高いと失敗率が 
上がってしまう。メネシスと知り合うためには、 
薬局でアルバイトする'必要がある。また、アンと 
知り合いになると薬局で会えるぞ。 

収入：やや低収入 減少HP : 

関連パラメータ 学力、信仰 

関連通称 薬局の兄さん、薬マスター 

関連女性 メネシス、アン 

◄薬の販売や整理などを 
行なぅアルバィト。知識 
一や知恵がないと、とても 
勤まらないぞ 
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調練とアルバイトの効果 

レストラン 
|礼法と信仰を高める効果がある。ネL 

法、魅カパラメータが高いほど成功 
率が上がるが、剣術ノ \•ラメータが高いと失敗率が 
上がってしまう。キャロルはレストランで働いて 
いるので、彼女と会うにはここでアルバイトする 
必要がある。 

剣術と馬術を高める効果がある。剣 
術、馬術パラメータが高いほど成功 

率が上がるが、学カパラメータが高いと失敗率が 
上がってしまう。高収入なうえに戦争で重要とな 
る剣術と馬術が上げられるため、おすすめのアル 
バイト0でもHPがガンガン減る。 

学力と馬術を高める効果がある。剣 
術、馬術パラメータが高いほど成功 

率が上がるが、礼法ノ\•ラメータが高いと失敗率が 
上がってしまう。収入も獲得経験値も多いため、 
かなり狙い目のアルバイト。採掘現場と交互に行 
なえば経験値ががっぽり稼げるぞ。 

収入：高収入 

U: 

収: 

関連パラメータ 剣術、馬術 

関連通称 現場監督、鉱石マスター 

間連女性 アン、ソフィア 

関連パラメータ 学力、馬術 

関連通称 大漁船長、伝説の漁師 

関連女性 アン、ソフィア 
^ > 

関連パラメータ 礼法，信仰 

関連通称 ファミレス店員、伝説のウエイター 

関連女性 キヤロル、アン 

一▼船を操り、魚を捕まえ 

るアルバィト。操船の能 
一力は、馬の扱いに通ずる 
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学力と剣術を高める効果がある。ネL 

法、信仰ノ、•ラメータが高いほど成功 
率が上がるが、魅カパラメータが高いと失敗率が 
上がる。高められるのは学力と剣術だが成功率ァ 
ップに関わるのは礼法、信仰パラメータなので、 
さきに必要パラメータを高めよう。 
※冬（i2~2月）はrやや离収入jになります 

すべてのパラメータを高める効果が 
ある。信仰ノN•ラメータが高いほど成 

功率が上がる。失敗率を高めるパラメータはない。 
全部のノゞラメータに経験値が割り振られるため、 

伸び率は低いがバランスよく成長させられる。ち 
なみに収入は少ないぞ。 

U: 

監視員 
信仰と馬術を高める効果がある。剣 
術、馬術パラメータが高いほど成功 

率が上がるが、魅カパラメータが高いと失敗率が 
上がってしまう。夏限定だし、収入も獲得経験値 
もあまり多くないが、それを補って余りある、の 
ぞきをするという楽しみが……。 

関連パラメータ 学力、剣術 

関連通称 掃除班長、お掃除マスター 

関連女性 アン、ソフィア 

収; 

関連パラメータ 学力、礼法、魅力、信仰、剣術、馬術 

関連通称 礼拝堂の兄さん' 礼拝堂のヌシ 

関連女性 アン、クレア 

関連パラメータ 信仰' 馬術 

関連通称 監視員の兄さん、監視マスター、のぞき屋 

関連女性 アン 

調練とアルバイトの効果 

アルバイト ▼ビ—チで溺れている人 
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cVi^ptcr 2 

調練とアルバイトの効果 

収入：低収入 |減少HP 

信仰と剣術を高める効果がある。信 
仰、剣術パラメータが高いほど成功 

率が上がるが、魅カパラメータが高いと失敗率が 
上がってしまう。収入が低く、手に入る経験値も 
多くないので、イベントのためにどうしても、と 
いう以外は選ばなくていいかも。 

関連パラメータ 信仰、剣術 

関連通称 墓守の兄さん、墓守戦士 

関連女性 クレア、アン 

コ9ム 41 アルバイMEでカワイイ女の子と• 

參いっしよに働けばより親密！參 
訓練所コマンドでは、そのときいちばん 

ラブラブな女の子が応援してくれるが、 
アルバイトの場合は同じ職場にいる女の 
子が見守ってくれるぞ。好きな子と同じ 
職場で働くのはドキドキするもの。頑張 
っていいところを見せよう。共に流した 
苦労の汗がいつしか愛情に……〇 

►夏休みに同_じ場所でァ 
ルバイトすると、チビキ 
ャラが応掙してくれる 

參体みにアノレノXイトする女学生たち參 
ソフィア、レズリー、ハンナは夏休みと冬休みにア 
ルバイトをしている。その時期に同じ場所で働けば 
出会うこともあるぞ。それにしてもソフィアのバイ 
卜先は家庭事情を心配させられるものがあるなぁ。 

学生アルバイト 
ソフィア：採掘現場、漁港、煙突掃除 
レズリー：喫茶店 ハンナ：花屋 

働いている女の子 
スー：パン屋 キヤロル：レストラン 
クレア：酒場 アン ：薬局 



戦争には勝てるし、女の子にもモテたい。 
そんな欲張りなプレイヤーになるためにはど 
うすればいいか？答えは簡単。すべてのパ 
ラメータを平均的に上げることだ。が、これ 
は一歩間違うと平均的に何ちでぎないヤツに 
なりがち。成廳程も重要だぞ。 

ハ;^ メータは«力からあげろ！1年目の 
ガイになることがもっとも近道だ 

ではノてラメータはどこからあげればいしVD 

か。お薦めは動だ。1年目の五月祭でのナ 
イスガイコンテスト優勝を目指し、コマンド 
の成功率を上すC経験値を得やすくする。次 
に戦争に備えて剣術か馬術を高めれば、無理 
なくプレイヤーを成長させられるそ。 

ぽャ 自指す欲則•目的と伸ばすべきパラメ-夕• 

年目は訓嫌所通い、 

2年目以降はアルバイトでハラメータを 
いくほうが断然お得 

効率よく成長させるお薦めの方法は、1年 
目は訓練所で基本的な能カアップに専念、 2 

年目からはアルバイトでパラメータを上げる 
とし)うやりかた。アルパイトだと複数のパラ 
メータを上げられるので効率がいいし、女の 
子との仲を深められるせっかくの休日を、能 
カアップに費やすのももったいないからだ。 
この方法なら、HPは減るものの経験値はた 
くさん獲得できる0ただし働きすぎは考えも 
の。戦争時にHPが少なくては本末転倒だ。 

►初めにひとつの 
7ンドに集中し 

てから平均的に鍛 
える方法もあるぞ 

. 

タイプ別ス 
ここでは、どう 
いけばいいのかを 
の具体例も挙げてあるめでi 

ップ法 
一を成長させて 
タイプ別に4つ 

にしてほしい。 

何になるかはお好み次第! 

目的 バラメータ 

ナイスガイコンテスト優勝 魅力 

剣術大会優勝 剣術 

馬術大会優勝 馬術 

ダンスホールでうまく踊る 魅力+礼法 

運動公園で好成績 剣術+馬術 

◄能力が上がつた 
ところでスポーツ 

の祭典で女の子の 

Kiitsumctc 



万能タイプの聖觸士と違い 
たこのタイプは、-sai'isi 

棚を重視し 
に爾yだ 

mi馬術に重点をおいて成長させると、 
攻撃力がずば抜けて高くなる0また部隊とし 
ても歩兵や騎馬兵が強くなるため、相手の動 
きを見切れば、かなり有利に戦えるのだ。 

卿:wでも慂外と役立つ、ふたつのパラ 
メータ。イベントやチートで有利なのだ 

剣術は運動公園でのデートや' ミニゲーム 
の“もちあげないと”、剣術大会などに関係 
してくる。戦闘以外でも、女の子にし、いとこ 
ろを見せるために役立ってくれるそ'。 

完全全明無校こそ聖聞士への道。 
すべてに■けた者だけが、聖糖士に値する 

戦争に勝つためには、部隊の能力を高める 
剣術、馬術、信仰が重要となる。また部_ 

を決めるレベルち高めておぎたい。一騎討ち 
のために、HPも300近くに上げておこう。 

»なのはレベル 
努力す^IS目域 
聖騎士に関わるのは。騎士勲章とレベルだ 

(条件は31ページを参照)。レベルについては 
とにかく努力0騎士動章は戦争で功績を上げ 
よう。女の子のことで頭がいっぱいじやダメ〇 

プリシラ 

_注意点# 
剣術と馬術を60近くまで上げておけば 
ミニゲームなどではほぼ無敵。ほかの 

パラメータは最低でも20近くには上げ 
ておこう。礼法と魅力を上げれば、一 
騎討ちでの素早さが強化できるぞ。 

•注意点# 
戦争に勝つために戦闘系能力を重視し 
がちだが、なるべく均一にパラメータ 
を上げたほうがよい。なぜなら戦争で 
の強さは、すべてのパラメータが関わ 
っているからだ（64ページ参照)。 

ハンナ、ジーン、ライズ 

タイプ別ステップアップ法 

このタイプが好きな女の子 

戦闘力重視タイス 

このタイプが好きな女の子 

聖騎士を目指uz ▼ I騎討ちの 
ときに、相手 

に与えるダメ 
—ジがすさ.ま 

じいのだ 
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すべてのTOBRiを目指したければ、 
女の子に合わせている暇はないそ 

難を得るためには観な育てかたを要求 
されるケースが多し、ため、女の子に合わせて 
パラメータを上げる鎌がない。つき合うな 
らノ V°ラメータ条件のない女の子にしよう。 

何回もプレイを維り通さなければ、 
すべての通称!こたと こたどり着くことは不可能だ 

し、ちどのプレイですべての通称を得ること 
はできない。騎士の通称だけでも、8回は繰 
り返さないと得られないぞ。しかし通称を集 
めていけば、あとで必ずいいことがある。 

•注意点# 
通称のなかには、デート中に発生する 
ミニゲームをクリアしないと、手に入 

らないものもある。だから完全に女の 
子を無視してしまわずに、適度におつ 
き合いしておかないとダメだぞ。 

このタイプが好きな女の子 

が 調練とアルバイトの効果 

通称制覇を目指せ 
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全108種の通称取得を目指して 
条件をクリアして通称をたくさん取得すれ 
ば、そのふんいろんな効果も 

通称は、国王からもらう騎士の称号' 実行 
コマンドにより判定されるプレイヤー®成長 
度合いを示す通称、イベントなどで得られる 

通称の3觀。108觀の通称には、それぞ 
れ異なる効果や取得条件が設定されている。 
とくに赤し凇で表示されてし、る通称は、手に 
入れておくと■■おまけモード•の_アイ 
テム屋Jで得なことがあるらしいぞ。 

騎士の通称 

騎士の通称とは' 叙動式で王様から与えら 
れる称号のこと。より高い騎士の称号を目指 
すなら、レベルと騎士動章を高めていこう。 
すべての戦争と一騎討ちに勝利すれば聖騎士 
になるのち夢じやないぞ。 

通称とは、プレ 
のようなもの。系！ 

果、取得条件をまと 
統別 
とめたの 

◄聖騎士になっ 
た場合の.み、エ 
ンデイングがや 
や変化する。確 
かめてみよう 

銀騎士 

条件：エンデイング時にレベルが57以上、 
騎士勲章が90以上あること 

効果：とくになし 

黒騎士 

条件：エンデイング時にレベルが51以上、 
騎士勲章が70以上あること 

効果：とくになし 

条忤：エンデイング時にレベルが45以上、 
騎士動章が50以上あること 

効果：とくになし 

準騎士 

条件：エンディング時にレベルが42未満、 
または、騎士勲章が40未満の場合 

効果：とぐになし 
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系統別通称覧ぶ 

学カコマンド系 

ンド系の翻^は' 学力を極めてい 
くと取りやすくなる0この系統の通称を得る 
基本条件は、学力が6つのパラメータのなか 
でいちばん高< な剣士は刪)、学問 
コマンド実行中にレベルアップすること。 

見習い学者 実行レベル： 2 

条件：実行レベルと基本条件のみ 

効果：とくになし 

実行レベル： 4 軟弱学者 

条件：見習い学者の通称を持ち、インテリ 
の通称を持たない。剣術と馬術が学 
力以外の5つの平均値より低い 

効果：とくになし 

条件：見習い学者の通称を持つ 

効果：学問コマンド大成功確率+20% 

条件：学者と軟弱学者の通称を持ち、軍師 
の通称を持たない0剣術と馬術が学 
力以外の5つの平均値より低い 

効果：軍師と同じ 

無鉄砲な剣士 

条件：学力が6つのなかでいちばん低いと 
きレベルアップする 

効果：学問コマンド失敗確率+40% 

楽件：見習い学者の通称を持ち、軟弱学者 
の通称を持たない。ネし法と魅力が学 
力以外の5つの平均値より低い 

効果：とくになし 

熱血学者 

条件：見習い学者の通称を持つ0コマンド 
成功率が高いとき 

効果：学問コマンド大成功確率+20% 

条件：学者の通称を持ち、博士号の通称を 

持たない 
効果：学問コマンド大成功確率+60% 

学力系必殺技「シンラボール」修得 

実行レペル：10 神機軍師 
条件：軍師か博士号の通称を持っているこ 

と 
効果：学問コマンド大成功確率100% 

学力系必殺枝「シンラボール」修得 
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系統別通称nM 

f礼法コマンド系 

ネじ去を重んじていれば、この系統の通称を 
取りやすくなる。ネじ孫の通称を得るための 
基本条件は' 礼法が6つのパラメータのなか 
で最高なことと（無礼な剣士は例外)' 礼法コ 
マンド実行中にレベルアップすることだ。 

実行レベル： 2 見習い紳士 

条件：実行レベルと基本条件のみ 

効果：とくになし 

条件：見習い紳士の通称を持ち、紳士の通 
称を持たない。剣術と馬術が礼法以 
外の5つの平均値より低い 

効果：とくになし 

実行レベル： 6 小粋な紳士 

条件：見習い紳士の通称を持つ 

効果：礼法コマンド大成功確率+20% 

スターダンデイ 実行レベル： 8 

条件：小粋な紳士とだて男の通称を持ち、 
立派な紳士の通称を持たない。剣術 
と馬術が礼法以外の平均値より低い 

効果：立派な紳士と同じ 

無礼な剣士 

条件：礼法が6つのなかでいちばん低いと 
きレベルアップする 

効果：ネL法コマンド失敗確率+40% 

楽件：見習い紳士の通称を持ち、だて男の 
通称を持たない。学力と信仰が礼法 
以外の5つの平均値より低い 

効果：とくになし 

実行レベル： 5 熱血紳士 

条件：見習い紳士の通称を持っていて、コ 
マンド成功率が高いとき 

効果：礼法コマンド大成功確率+20% 

実行レベル： 8 立派な紳士 

条件：小粋な紳士の通称を持ち、ミスタ- 

ダンディの通称を持たない 
効果：ネし法コマンド大成功確率+60% 

礼法系必殺技「封」修得 

実行レベル：10 ^ 素敵な紳士 

条件：立派な紳士かミスターダンディの通 
称を持っていること 

効果：ネし法コマンド大成功確率100% 

礼法系必殺技「封」修得 

無礼な剣士 I見習い紳士 

礼法I番低い 礼法一番高い 

礼法nマンド実行— 

見習い剣士 

礼法nマンド系通称の取Uかた 
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信仰コマンド系 

系統別通称 

わていけば、この系統のi献iiを取 
りやすくなるぞ。信仰系の通称を得るための 
基本条件は、信仰が6つのパラメータのなか 
で最高なことと（独善の剣士は例外)' 信仰] 

マンド実行中にレベルアップすることだ。 

見習い修道士 

条件：実行レベルと基本条件のみ 

効果：とくになし 

実行レベル： 8 はぐれ修道士 

条件：見習い修道士の通称を持ち、修行者 
の通称を持たない。礼法と魅力が信 
仰以外の5つの平均値より低い 

効果：とくになし 

厂実行レペル：なし 独善の剣士 

条件：信仰が6つのなかでいちばん低いと 
きにレベルアップする 

効果：信仰コマンド失敗確率+40% 

条件：見習い修道士の通称を持ち、はぐれ 
修道士の通称を持たない。剣術と馬 
術が信仰以外の平均値より低い 

効果：とくになし 

実行レペル： 5 熱血修道士 

条件：見習い修道士の通称を持ち、コマニ 
ド成功率が高いとき 

効果：信仰コマンド大成功確率+20% 

条件：見習い修道士の通称を持つ 

効果：信仰コマンド大成功確率+20% 

条件：修道士とはぐれ修道士の通称を持ち 
賢者の通称を持たない。礼法と魅力 
が信仰以外の5つの平均値より低い 

効果：賢者と同じ 

条件：修道士の通称を持ち、聖人の通称を 
持たない 

効果：信仰コマンド大成功確率+60% 

信仰系必殺技「セイントヒール」修得 

荑行レベル：10 慈愛の賈者 

条件：賢者か聖人の通称を持っていること 

効果：信仰コマンド大成功確率100% 

信仰系必殺技「セイントヒール」修得 

丄慈愛の賢者」 

l#w 

成功率高い礼法.魅力低い剣術_馬術低い 

独善の剣士 I見習い修道士 

信仰一番低い信仰一番高い 

信仰nマンド実行— 

見習い剣士 

信仰nマンド系通称の取Uかた 
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系統別通称驚在 

魅カコマンド系 

魅力を高めていけば、この系統の通称が取 
りやす< なる。助^03称を得るため®* 

本条件は、魅力が6つのパラメータのなかで 
最高なことと（ダサダサ剣士は例外)' 魅カコ 
マンド実行中にレベルアップすることだ。 

見習い貴公子 K実行レペル： 2 ] 

条件：実行レベルと基本条件のみ 

効果：とくになし 

実行レベル： 4 プレイボーイ 

条件：見習い貴公子の通称を持ち、流行も 
の通の通称を持たない。学力と信仰 
が魅力以外の5つの平均値より低い 

効果：とくになし 

条件：見習い貴公子の通称を持つ 

効果：魅カコマンド大成功確率+20% 

実行レペル： 8 バラの貴公子 

条件：貴公子とプレイボーイの通称を持ち 
白馬の貴公子の通称を持たない。学 
力と信仰が魅力以外の平均より低い 

効果：白馬の貴公子と同じ 

ダサダサ剣士 

条件：魅力が6つのなかでいちばん低いと 
きにレベルアップする 

効果：魅カコマンド失敗確率+40% 

流行もの通 

条件：見習い貴公子の通称を持ち、プレイ 
ボーイの通称を持たない。剣術と馬 
術が魅力以外の平均値より低い 

効果：とくになし 

熱血貴公子 

条件：見習い貴公子の通称を持ち、コマン 
ド成功率が高いとき 

効果：魅カコマンド大成功確率+20% 

白馬の貴公子 

条件：貴公子の通称を持ち、バラの貴公子 
の通称を持たない 

効果：魅カコマンド大成功確率+60% 

魅力系必殺技[a-rr<)rH修得 

魅惑の貴公子 

条件：白馬の貴公子かバラの貴公子の通称 
を持っていること 

効果：魅カコマンド大成功確率100% 

魅力系必殺技「〇~スプリス.ナ-」修得 

魅力nマンド系通称の取りかた 



剣術コマンド系 

系統別通称覧在 

_いていくと、この系統の通称を取 
りやすくなるぞ。剣術系の通称を得るための 
基本条件は、剣術が6つのパラメータのなか 
で最高なことと（へつぽこ剣士は例外)' 剣術 
コマンド実行中にレベルアップすることだ。 

見習い剣士 
条件：ゲームスタート時の通称 

効果：とくになし 

I実行レペル：なし, 

実行レベル： 4 筋肉剣士 

条件：見習い剣士の通称を持ち、暴れん坊 
の通称を持たない。学力と信仰が剣 
術以外の5つの平均値より低い 

効果：とくになし 

実行レベル： 6 

条件：見習い剣士の通称を持つ 

効果：剣術コマンド大成功確率+20% 

豪腕剣士 

条件：剣闘士と筋肉剣士の通称を持ちソー 
ドマスターの通称を持たない。学力 

と信仰が剣術以外の平均値より低い 
効果：ソードマスターと同じ 

ぼこ剣士 ^実行レベル：なし^ 

条件：剣術が6つのなかでいちばん低いと 
きにレベルアップする 

効果：剣術コマンド失敗確率+40% 

実行レペル： 4 暴れん坊 

楽件：見習い剣士の通称を持ち、筋肉剣士 
の通称を持たない。礼法と魅力が剣 
術以外の5つの平均値より低い 

効果：とくになし 

実行レベル： 5  熱血剣士 

条件：見習い剣士の通称を持ち、コマンド 
成功率が高いとき 

効果：剣術コマンド大成功確率+20% 

ソードマスター 

楽件：剣闘士の通称を持ち、豪腕剣士の通 
称を持たない 

効果：剣術コマンド大成功確率+60% 

剣術系必殺枝「舞桜斬」修得 

条件：ソードマスターか豪腕剣士の通称を 
持っていること 

効果：剣術コマンド大成功確率100% 
釗M必躲ft「舞桜斬丨修徨 

f神の刃一 

へつぼこ剣士 

剣術I番低い 剣術一番高い 

剣術コマンド実行！ 

剣術コマンド系通称の取りかた 
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系統別通称nM 

馬術コマンド系 

馬術を極めていけば、この系統の通称が取 
りやすくなる0馬術系の通称を得るための基 
本条件は、馬術が6つのパラメータのなかで 
最高なことと（へつぽこ騎兵は例外)、馬術] 
マンド実行中にレベルアップすることだ。 

実行レベル： 2 見習い騎兵 

条件：実行レベルと基本条件のみ 

効果：とくになし 

条件：見習い騎兵の通称を持ち、ジョッキ 
一の通称を持たない。礼法と魅力が 
馬術以外の5つの平均値より低い 

効果：とくになし 

条件：見習い騎兵の通称を持つ 

効果：馬術コマンド大成功確率+20% 

ークホース 実行レベル： 8 

条件：騎兵とじゃじゃ馬ならしの通称を持 
ち、ホースマスターを持たない。ネL 
法と魅力が馬術以外の平均より低い 

効果：ホースマスターと同じ 

実行レベル：なし へつぼこ騎兵 

条件：馬術が6つのなかでいちばん低いと 
きにレベルアップする 

効果：馬術コマンド失敗確率+40% 

条件：見習い騎兵の通称を持ち、じやじや 
馬ならしの通称を持たない。学力と 
信仰が馬術以外の平均値より低い 

効果：とくになし 

実行レベル： 4 

実行レべノレ： 5 熱血騎兵 

条件：見習い騎兵の通称を持ち、コマンド 
成功率が高いとき 

効果：馬術コマンド大成功確率+20% 

実行レペル： 8 ホースマスター 

楽件：騎兵の通称を持ち、ダークホースの 
通称を持たない 

効果：馬術コマンド大成功確率+60% 

馬術系必殺技「ホースウイッブ」修得 

実行レベル：10 スピードキング 
条件：ホースマスターかダークホースの通 

称を持っていること 
効果：馬術コマンド大成功確率100% 

馬術系必殺技「ホースウイッブ」修得 
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馬術nマンド実行！ 

習い剣士^ 

馬術nマンド系通称の取Uかた 
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系統別通称莨及 

アルバイト系 

「卜系の通称は、同じアルパイトを 
繰り返すことで得られる。通称は、ひとつの 
アルバイトにつき2段階のみなので、訓練コ 
マンド系の»に比べて全制覇しやすいだろ 
う。またアルバイト系の通称を取得するとア 
ルパイトの大成功率が上がるとぃう効果があ 
るため、より多く値を獲得できてお得 
だ。なかでも夏休み限^の監視Mは実行レべ 
ルが上がりゃすく、監視員の兄さん、監視マ 
スターはとくに取得しやすし、難だぞ。 

パン屋の兄さん 

条件：パン屋コマンド実行中にレベルァ’ン 
プする 

効果：パン屋コマンド大成功率+60% 

T実行レベル： 4 ^ : 

SI行中にレベルァッ■ 

k成功率+60% A 

パン屋マスター 

条件：パン屋の兄さんの通称を持ち、パン 
屋コマンド実行中にレベルアップ 

効果：パン屋コマンド大成功率+100% 

バーテンダ- 

条件：酒場コマンド実行中にレベルアップ 

する 
効果：酒場コマンド大成功率+60% 

r実行レペル：4 ^ ^ 

〒中にレベルァップ_ 

£功率+60% 

酒場マスター 実行レペル： 8 

条件：バーテンダーの通称を持ち、酒場コ 
マンド実行中にレベルアップする 

効果：酒場コマンド大成功率+100% 

薬局の兄さん 

条件：薬局コマンドを実行中にレベルアッ 
プする 

効果：薬局コマンド大成功率+60% 

r実行レベル：4 ^ ^ 

SI行中にレベルァッ通^ 

E功率+60% 

薬マスター 実行レベル： 8 

楽件：薬局の兄さんの通称を持ち、薬局コ 
マンド実行中にレベルアップする 

効果：薬局コマンド大成功率+100% 

雇われマスター 

条件：喫茶店コマンド実行中 
プする 

効果：喫茶店コマン 

I 実行レベル： 4 ^ : 

ド実行中にレベルアッ_ 

ド大成功率+60% A 

葵行レベル： 8 お茶マスター 

条件：雇われマスターの通称を持ち、喫茶 
店コマンド実行中にレベルアップ 

効果：喫茶店コマンド大成功率+100% 

花屋の兄さん 

条件：花屋コマンド実行中にレベルアップ 
する 

効果：花屋コマンド大成功率+60% 

I 実行レペル： 4 ^ ^ 

神にレベルアップ_ 

£功率+60% 

条件：花屋の兄さんの通称を持ち、花屋コ 
マンド実行中にレベルアップする 

効果：花屋コマンド大成功率+100% 
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系統別通称苡在 

A レストラン店員 
^実行レベル： 4 

条件：レストランコマンド実行中に 
アップする 

効果：レストランコマンド大成功率+60% 

現場監督 

条件：採掘現場コマン 
アップする 

効果：採掘コマンド大成功率+60% 

大漁船長 

条件：漁港コマンドを実行中にレベルァ■こ 
プする 

効果：漁港コマンド大成功率+60% 

監視員の兄さん 

条件：監視員コマント 
ップする 

効果：監視員コマンド大成功率+60% 

お掃除班長 

条件：煙突掃除コマンドを実行中にレベル 
アップする 

効果：煙突掃除コマンド大成功率+60% 

礼拝堂の兄さん 

楽忤：ネL拝堂掃除コマンドを実行中にレべ 
ルアップする 

効果：ネL拝堂掃除コマンド大成功率+60% 

墓守の兄さん 

条件：墓守コマンド実行中にレベルァ 
する 

効果：墓守コマンド大成功率+60% 

ん条件：レストラン店員の通称を持ちレスト 
ランコマンド実行中にレベルアップ 

|効果：レストランコマンド大成功率+100% 

I 葵行レペル： 4 ^ 

ドを実行中にレベル 

成功率+60% 

鉱石マスター 

条件：現場監督の通称を持ち、採掘現場コ 
マンド実行中にレベルアップする 

効果：採掘現場コマンド大成功率+100% 

I実行レペル： 4 

美行中にレベルアツ1IL 

友功率+60% 

伝説の漁師 

条件：大漁船長の通称を持ち、漁港コマン 
ド実行中にレベルアップする 

効果：漁港コマンド大成功率+100% 

■実行レペル： 4 I 
ドを実行中にレベルァ 

ド大成功率+60% A 

監視マスター 

条件：監視員の兄さんの通称を持ち、監視 
員コマンド実行中にレベルアップ 

効果：監視員コマンド大成功率+100% 

I実行レペル： 4 ^ 

ドを実行中にレベル1 

ド大成功率+60% / 

お掃除マスター 

条件：お掃除班長の通称を持ち、煙突掃除 
コマンド実行中にレベルアツプする 

効果：煙突掃除コマンド大成功率+100% 

F実行レペル： 4 ^ 

ンドを実行中にレべ 

ンド大成功率+60% / 

礼拝堂のヌシ 

条件：ネL拝堂の兄さんの通称を持ち礼拝堂 
掃除コマンド実行中にレベルアップ 

効果：ネL拝堂掃除コマンド大成功率+100% 

r実行レベル：4 

:中にレベルアップ M 

:功率+60% / 

墓守戦士 

条件：墓守の兄さんの通称を持ち、墓守コ 
マンド実行中にレベルアップする 

効果：墓守コマンド大成功率+100% 
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系統別通称nM 

愈颁される通称は' 新レベルを 
蓄えて取得を目指すというものではなぐあ 
る一定の条件を満たしたときに得られるもの 
がほとんどだ。ただし、ここで扱う通称の多 

究極の勇者 

条件：レベルが60以上、騎士勲章が60以上 
になっている 

効果：とくになし 

商売人剣士 

条件：左うちわのときにレベルアップする 
効果：とくになし 

ビンポー剣士 

条件：経過日数が700日以上（約2年）の 
ときに、財力が“庶民的’’の状態で 
レベルアップする 

効果：とくになし 

期問： 30日 ナイスガイ 

条件：ナイスガイコンテストに優勝する 
効果：魅カコマンド大成功率アップ 

剣術チャンピオン 

条件：剣術大会で優勝する 
効果：剣術コマンド大成功率アップ 

馬術チャンピオン 

条件：馬術大会で優勝する 
効果：馬術コマンド大成功率アップ 

条忤：休憩コマンドを90回以上実行する 
効果：休憩中のH Pの回復量が通常の2倍 

になる 

ぐよ期間が決まっており、一_間が過ぎる 
と元の通称に戻ってしまう。通称が変わると 
当纖果も失ゎれる。以下の表で期限を確認 
して' 通称の効果を最大暇舌用しよう0 

条件：レベルが60以上、騎士勲章が40以下 
になっている 

効果：とくになし 

街のアイドル 

条件：騎士勲章が60以上でレベルアップ 
効果：とくになし 

条件：騎士勲章が50以上でレベルアップ 
効果：とくになし 

条件：熊と一騎討ちで勝つ 
効果：とくになし 

楽件：虎と一騎討ちで勝つ 
効果：とくになし 

期間： 30日 医者いらす 

条件：H Pが500以上ある状態でレベルア 
ップ 

効果：とくになし 

パズルキング 

条件：メネシスと「開発コードZ68Jで遊 
び、2回勝利する 

効果：とくになし 
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系統別通称 

貧弱剣士 

条件：入院したあとにレベルアップする 
効果：とくになし 

のぞき屋 

条件：監視員のアルバイトでのぞきをする 
効果：とくになし 

条件：騎士勲章が70以上でレベルアップ 
効果：とくになし 

条件：戦争と一騎討ちに6勝以上で0敗 
効果：とくになし 

)挪ァィテusDsasjぇにっぃて 
ロケットナイトが経営（？）している謎のアイ 
テム屋で売っているアイテムは下の25品目。 

でも初めて来たときは品揃えがもっと少ない 

アイテム名 効果 料 

兵法書 学力+10 条件なし 

すてきなステツキ 礼法+10 条件なし 

銀の手鏡 

いのりの指輪 

魅力+10 条件なし 

信仰+10 条件なし 

勇者の剣 剣術+10 条件なし 

金の手網 馬術+10 条件なし 

学問の奥義書 

瓦^義書 

魅力の奥義書1 

信仰の奥義書 

剣術の奥義書 

馬術の奥義書 

学問の必殺技修得 

礼法の必殺技修得 

魅力の必殺技修得 

学問を極める 

礼法を掻める 

魅力を極める 

信仰の必殺技修得 信仰を極める 

b術の必殺技修得 剣術を極める 

t馬術の必殺技修得 馬術を極める 
ン焼きかまどTパン屋100%大成功 パン屋を極める 

はず。ここのアイテムを増やしていくには通 
称一覧表の赤い枠の通称を取得すればいいの 
だ。がんばって全部のアイテムを揃えよう。 

効果 条件 

カクテルグラス 酒場100%大成功 酒場を極める 

薬学書 薬局100%大成功 薬局を極める 

ティーカップ 喫茶店100%大成功 喫茶店を極める 

植物辞典 花屋100%大成功 花屋を極める 

銀のトレイ レストラン臓大成功 レストランを極める 

黄金のハンマー 採掘現tiIGG%大成功 採掘現場を極める 

漁師の釣竿 魚港100%大成功 魚港を極める 

監視めがね 監視員100%大成功 監視員を極める 

煙突掃除セット 煙突掃除100%大成功 煙突掃除を掻める 

楽々ほラき 礼拝堂鏘100%大成功 礼拝堂掃除を極める 

三日月のお守り 墓守100%大成功 墓守を極める 

みつめての剣 学•礼 B•信•剣•馬+10 みつめてナイトになる 
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系統別通称nM 

通称インデックス 
青騎士 31ページ 修行者 34ページ 白馬の霣公子 35ページ 

■細士 31ページ 準騎士 31ページ はぐれ修道士 34ページ 

■事れん坊 36ページ 常勝無敗 41ページ 馬術チャンピオン 40ページ 

■暗黒の刃 41ページ 商売人剣士 40ページ パズルキング 41ページ 

■いいひと 40ページ ジヨツキー 37ページ 花博士 38ページ 

医者いらず 40ページ 白騎士 31ページ 花屋の兄さん 38ページ 

■ィンテU 32ページ 神機軍師 32ページ 流行もの通 35ページ 

1お掃除班長 3M—ジ 紳士 33ページ； バラの黃公子 35ページ 

ぉ掃除マスタ- 39ページ スーバースター 40ページ ノ<ン屋の兄さん 38ページ 

ぉ茶マスタ- 38ページ 素敵な紳士 33ページ パン屋マスター 38ページ 

学者 32ページ スピードキング 37ページ 貧弱剣士 40ページ 

家庭教師の先生 41ページ 聖騎士 31ぺージ ビンボー剣士 40^-ジ 

神の刃 36ページ 聖人 34ページ 無礼な剣士 33ページ 

監視員の兄さん 39ページ ソードマスター 36ページ ブレイボーイ 35ページ 

監視マスター 39ペ-ジ■ jダ-クホ-ス 37ページ へつぼこ騎兵 37ページ 

責公子 35ペ-ジ^ ■大漁船長 39ページ へつぼこ剣士 36ページ 

騎兵 37ペ-ジ福 |ダサダサ剣士 35ページ1 ホースマスター 37ページ 

ギャンブラー 41ペ-ジ■ |だて男 33ページ 街のアイドル 40^-ジ 

究極の勇者 41ペ-ジ■ 1伝説のウIイタ- 39ページ ミスターダンデイ 33ページ 

銀騎士 31ペ-ジ■ 1伝説の漁師 39へージ丨 みつめてナイト 41ページ 

筋肉剣士 36ページ;! 1独善の剣士 34ページ 見習い学者 32ページ 

薬マスター 38ペ-ジ■ |虎殺し 40ページ 見習い貴公子 35ページ 

熊殺し 40^-ジ■ ナイスガイ 40ページ 見習い騎兵 37ページ 

黒騎士 31ページ 怠け者 41ページ 見習い剣士 36ページ 

軍師 32ページ 軟弱学者 32へージ 見習い修道士 34ページ 

賢者 34ページ 熱血学者 32ページ 見習い紳士 33ページ 

剣術チャンヒオン 40ページ 熱血貴公子 35へージ| 魅惑の霣公子 35ページ 

剣闘士 36ページ 熱血騎兵 37ページ:： 無鉄砲な剣士 32ページ 

現場監督 39ページ 熱血剣士 36ページ 紫騎士 31ページ 

小粋な紳士 33ページ 熱血修道士 34ページ 薬局の兄さん 38ページ 

鉱石マスター 3的ージ 熱血紳士 33ペ-ジ■ 1雇われマスタ- 38ページ 

聚碗剣士 3的ージ のぞき屋 41ページ■ 1立派な紳士 33ページ 

3酒塌マスタ- 38ページ ■バ-テンダ- 38ページ、 1礼拝堂の兄さん 3M-ジ 

■慈愛のk者 34ページ：9 1墓守戦士 39ペ-ジ■ |礼拝堂のヌシ 39ページ 

じゃじゃ馬ならし 37ペ-ジ 1墓守の兄さん 39ページ 1レストラン店員 3M-ジ 

■修道士 34ペ-ジ■ |博士号 32ペ-ジ■ |ロケットナイト 41ページ 

※赤色の通称を取得すると、ある秘密のショップでの「伝説のアイテム」に関係している 
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第3章 
ドルフアンの休日 

〜攻略基礎知識〜 

ドルファンで暮らすな6この章 
を読まなきやな。デートに誘う 
なら情報満載のタウンガイドで 
バッチリだ。しっかり勉強しナ 
ィトだめだせ。 



卜巡お約束 
しても、相手の 

，向きもされない。 
に詰め込もう。 

女の子の感情は複鼸 
女の子の恋爱度は、いろんな感情が榷鼸に 
aじ》jあって表現されている 
女の子には恋愛' 憧れ' 信頼、不安の4っ 
の感情がある。ピンクの▼マークの個数で表 
示される恋愛度は' 恋愛と憧れの感情を足し 
たもの。恋愛はデートの会話やプレゼントな 
どでベストな選択をすると上昇、憧れはプレ 
イヤーのノ Cラメータが女の子の好みに近づく 
につれて上昇する。信頼は隠しパラメータで 
デートを重ねるにつれてプレイヤー^の信頼 
度が深まるのだ。不安とは鈴で表示される 
不安度のこと。高くなると怒り出してしまう 
ので厄介だ。信頼が高いと不安度が上がりに 
くしXDで、信頼されるよう心がけよう。 

プレイヤーに対する女の子の気持ちは4段 
Plo女の子の感情ランクを理解しよ3 

出会いたてのころは、たいていの女の子は 
そっけなし)態度で接してくるはず。だが仲が 
深まるにつれて、笑顔を見せてくれたり、頰 
を赤らめてはにかんだりするようになってい 
く 0これには' 女の子の感情ランクが関係し 
てし)るのだ。感情ランクは4段階ある0その 
内訳は右の図のとおりだ。ただの友人関係か 
ら恋愛関係へと発展させていくと、デート中 
の会話選択に対する反応も変化する0逆に嫌 
われると冷たくされてしまうぞ。また、怒っ 
てし、る相手を放っておくと不安度が頂点に達 
し、恋愛度が1ランク、騎士評価が1ポイン 
卜下がってしまう（不安度は0になる)。女の 
子が怒つてし、るときは、早めに謝りに行かな 
いと後悔することになるぞ。 

參女の子の感情データ# 

①恋爱度: デートの会話などによって 
深まっていく愛しい気持ち 

2憧れ度： 好みのパラメータになると 
募っていく憧れの気持ち 

3信頼度： デートの回数で高まってい 
くプレイヤーへの信頼感 

④不安定： ほったらかしにすると膨ら 
んでいく不安な気持ち 

※恋愛度と憧れ度を足したものが教会 
で表示される恋愛度である 

•女の子の感情ランク# 

大好き： 
(5.0-4.0) 
好き 
(3.5-2.0) 
普通 
(1.5-1.0) 勺％ 
嫌い % 

■中ぃ 
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•女の子の情報# 

©信仰の値に関係なく見られる項目 
恋愛度不安度 
姓名 誕生日 
年齢 星座 
血液型住所 
職業 備考 

©信仰16以上で見られる項目 
性格 趣味 

③ 信仰32以上で見られる項目 
好きな所 

④ 信仰48以上で見られる項目 
将来の夢 

⑤ 信仰64以上で見られる項目 
理性の男性- _ 

〒ートのお約東 

女の子と知り合ったらまずは教会へ 
情和を教えてもらうとデートに誘えるぞ 

女の子と出会ったら、なるベ<相手を怒ら 

せないようにして名前を聞き出そう。自分の 

名前を名乗ったら知り合いになれる（個々の 

女の子との出会いは第4章を参照)。そうすれ 

ば教会に行って女の子の情報を見られるぞ。 

情報を見ないことには女の子をデートに誘尤 

ないので注意すること。また情報を見ないで 

放っておくと、通常と同じく段々不安度が高 

まって最後には怒り出すことになるため、知 

り合ったら必ずフォローするようにしたい。 

籲女の子情報を知りたいときは# 

I 
教会には休日にしか行くことがで 

きない。教会ででぎることは下の3つ。女 

の子の清報を見るか' 己の為に祈るを選ぶ 

と' その日はほか欣ラ動ができなくなる0 

女の子の清報を知りたい 

これを選ぶと女の子の情報画面になる。知り 
合っている女の子の名前が表示されるので、 
選択すればその女の子の情報を見られる。こ 
こで表示される情報はプレイヤーの信仰パラ 
メータと関連しており、パラメータ上昇に応 
じて増えていく。最大で5ページまである。 

B0)為に祈る 

これを選ぶと、知り合っている女の子全員の不 
安度を、一律で半分に減らすことができる。た 
だし怒ってし、る女の子は、謝りに行かない限り 
機嫌が直らないので注意。 

やっぱり帰る 

ここを選ぶと何もせずに私室に戻る。休日を別 
のことで使えるようになる。 

▼教会では、神父かシスタ：-の 
どちらかが応対してくれる。ど 

ちらに頼んでも内容は同じ. 

-I 
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デートのお約束 

養插的に街に腰り出して、女の子とデート 
の約束を取リつけよ5 

お出かけコマンドを選ぶと、会いに行ける 
女の子が表示される0会いたい女の子を選ん 
でアタツクするのみだ。デートの日程と場所 

を決定し、女の子から0Kをもらえたら、デ 
—卜成立。あとは当日を心して待つだけ！ 

女の子と少しでも一«にいたいなら 
男気を出して当日デートに誘ってみよう 

女の子にはデートスポットの好ぎ嫌いがあ 
り、好きな場所ならデートに誘いやすい。デ 
—卜は当日も誘えるぞ。女の子が自宅周辺以 
外の場所にし〉るときは、行ける場所が現在地 
周辺に限られてしまうが、0Kをもらえれば 
ラッキーだ。積極的に誘ってみよう0 

暴お出かけするときは# 

關 お出かけ 
お出かけコマンドを選択すると 

現越いに行ける女名前が蘇さ 
れる。女の子の居場所がわからなかった 
場合は残^ながら会うことはできない。 

いよいよデート当日 

ウキウキしながらデートに向かろ遂中に 
別の女の子と鉢合わせてしまったら… 

デートに誘いに行くときや、デート当日に 
不意に別の女の子と会うことがある0適当に 
ごまかすと見破る女の子ちいるため、その女 
の子を誘いたいところだが、デート当日にそ 
れをやってしまうと、約束している女の子と 
のデートをすっぽかすことになる。それは避 
けたし、ので' やはりごまかすのが讎だ。 

やっとこぎつけた、ふたりだけの時間。 
会話は言葉を进んで慎重に 

デートのメインは女の子との会話。女の子 
の話に対し、3つの選択肢から答えを選ぶ。 
選択によって女の子恋愛度が変化するため 
慎重に選ぼう0とくに“大好ぎ”状態でないな 
らべタベタするような選択は避けたい。会話 

選択による反応については第4章を参考に。 

•デートに行くときは# 
k £ 

m 
デーM 

の女 
ど5す^ 

デ-卜 1 

1デートコマンドを実行すると、 
1所に自動的に向かう。途中で別 
Fに会うこともあるが、その場合 
bかはプレイヤーの判断だ。 
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デートのお約來 

“大好き”状態の女の子は積棰的。ときに 
は女の子からのデートの誘いが•••… 

“规き”状齡女0?から、デートに誘 
われることがある。断ることもできるが、う 
けたほうがMだ。ただしデートの指定日に 
特別な予定があるときは' デートをすっぽか 
すよりも断ったほうがマシ0その場での誘し、 
なら絶対にうけたほうがいい。 

体日に送られてくる匿名の手紙は、 
女の子からのデートのお誘い 

休日に匿名の手紙が送られてくることがあ 
る0これは恋愛度の高い女の子からのデート 
のお誘いだ。無視してもデートをすっぽかす 
ほどひどし狀態にはならないが、なるべくな 
ら行ってあげよう。その場に行くまで、誰が 
待ってし、るのかわからないが……。 

國 郵便箱 
1手紙が来ている場合、郵便箱を 

のぞいてみよう。手紙はイベントに関係 
するものがほとんどだが、匿名の手紙は 
女®?からのデートのお誘いだ0 

当窝 怒其 適其 女其 台其 た其 
aの つの 当の のの 誌の ての 
デ七 て六 に五 孑四 蓮三 縯二 

1 ¢0 ご の び け 
多 ま 表 は に 

を 女 か 情 槙 同 
备 の す を 耋 じ 
効 孑 次 に 場 \z は と < 所 
使 す も 観 に 
无 < 覓 察 (0 

に 无 D < 
な 次 な 
だ e e 
め 
6 

chapter ? いり 

籲匿名の手紙が来たときは參 

仲良<なれば女の子の方からデートのお誘いが 
ft Wの一 

f デlbスポの好みはさまざま 
力 

A 
P 

- 
デ 

? 
夫 

丈 
六 

ば 
れ 

守 
无 

さ- 
れ 

2 其のA 
itの孑からの讅ぬは断多な % 



ン首都城塞タウン7ッブ 
プレイヤーが3年間を過ごすドルファン首都城 
塞は、周囲を海と城壁に囲まれた都市。ここで 
は5つにわかれた地区を覗いてみよう。 

フェンネル地区 
53ベージ 
シアター 

運動公園 

セリナリバー駅 
•遊歩道 

•レツドゲート 
•ゴンドラ乗り場 

サ-カス 

運河に囲まれた住宅街 
ドルファン学園のあるフェンネル 
地区はドルファン首都城塞の西ブ 
ロックに位置する住宅街。セリナ 
運河を臨む遊歩道は恋人たちの定 
番スポットとなっている。 

ドルフアン地区 51ベージ お城の見える城下町 
ドルファン城を中心に広がるこの 
地区のメインスポットは、ブティ 
ックや貴金属店などの格調高いシ 
ョップが建ち並ぶキャラウェイ通 
り。休日は買い物客で賑わう。 

酒場 

ダンスホール 
キヤラウエイ通り 

■ブティック 

•貴金属店 
•レストラン 
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费便! 

カミツレ地E 54ページ 
牧場 銀月の塔 
森林区 
高原 

地下墓所 

神殿跡 ※メネシス•ラボ 

緑と歴史を感じる地域 
高原や森林区があり、自然に親し 
みたい人におすすめのスポット。 
神殿跡や銀月の塔、地下墓所など 
多くの遺跡が残る一帯でもある。 
歴史を感じたいときにも最適だ。 

マ11_ゴ_ルド地区 
52ぺージ 

国立公園 
•トレンツの泉 

_審判の口 
フラワーガーデン 

ロムロ坂 
喫茶店 
並木道 

:り：:;— 

上流階級の高級住宅街 
お金持ちや上流階級など、主人公 
とは身分の違う人々が住んでいる 
一帯。国立公園やロムロ坂など人 
気のスポットも多く、人々の憩い 
の場となっている。 

54ぺ-ジ 

波止場 

ヒーチ 

シーエアー地区 
灯台 

共同墓地 

ズイーガー砲群 

磯の香り漂ろ海辺地帯 
海に面したこの地域は、夏にはビ 
ーチで泳ぐ人たちで賑わう。季節 
外れのビーチはムード満点、デー 
卜の穴場的スポット。傭兵の宿舎 
や教会、ドルファン港もある。 

cVi^ptcr ; < 49 



期n限定スポットと国立公圔の特徴を押さ 
えれば、デートに誘う準備はばっちりだ 

国立公園内はプレイヤーが行き先を選択で 
ぎなしVDで注意が必要0トレンツの泉と審判 
の□を交互に訪れることになるのだ。またフ 

ド^/フアン王国には春霣秋冬がある。 
季節の移り变わりを楽しめる場所もあるぞ 

季節によって変化するデートスポットとし 
ては、並木道が挙げられる0この場所は四季 
によって女の子との会話が変化するため、季 
節も考えて誘う必要があるのだ。基本的に春 
は3〜5月、夏は6〜8月、秋は9〜11月、 
冬は12〜2月となってし、る。またフラワー 
ガーデンも' 春と秋の2撞類ある。このふた 
つがいちばん季節感を出している場所とし说 
るだろう。また、ビーチは5〜10月と長い 
期間で行けるが' 襯の海' 夏の海' 秋の海 
の3つに分けることができる。ほかの場所は 
女の子との会話内容などに変化はないが、各 
季節らしい衣装や風景に変化するそ。 

ラワーガーデン開園中は、国立公園を選択す 
ればフラワーガーデンに行ける。運動公園で 
は1〜3月は格闘大会が開かれてし、るため' 

自動的に競技場に行くことになるそ'。期間限 
定スポットは下の表で確認しておこう。 

地区別デ-卜《ットガイド -卜豢ホ': 
&場所は約: 

ioその場所がど 
デートで行ける場所は約:所あり、それぞ 
れに特徴がある。その場所がどんなところか把 
握しておけば、デートに誘うときに困らないそ。 

国立公園フラワーガーデン…4〜5月、10~11月 

運動公園競技場.1〜3月 

サーカス.11〜2月 

ゴンドラ.5〜10月 

牧場.4〜11月 

高原.4〜9月 

ビーチ.5〜10月 

季節感あふれるドルフ: 

期間が限定されている場所 

期間限定のデートスポツ 

►話に出てくる展望台とは、銀月 
の塔のこと。ここから眺める夜景 

は格別で、女の子にウケがいい 
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キャラウェイ通り 

•酒場 
サウスドルフアン駅の近くにある 
酒場。奥ではブラックジャックが 
できる。夜の定番デートスポット 
だが、20歳未満は入れない。 

•ダンスホール 
上*sからHjsm民まで、さま 
ざまな人がダンスを楽しめる社交 
の場。女の子と踊れる。ダンスが 
¥な人にはおすすめできなU 

ブティックや貴金属店など、若者 
向けの店が連なる、若者に人気の 
ストリート。女の子とシヨッピン 

拳貴金属店 
宝石や貴金属製の指輪をメインに 
扱うショップ。最近では手ごろな 

Iえたため' —fiSrti 

.、る。 
彳直段のちのち増; 

画I 

地K別デートスポットガイド 

Fルフアン地区 
ドルフアン地区の中^に位置 

するドルフアン城。南西にはサ 
ウスドルフアン駅が、その周囲 
には病院、ダンスホール、酒場 
が点在している。南側のキャラ 
ウェイ通りには' 女の子に人気 
のシヨツプが連なる0 

-•この地区に住む女の子# 

ブリ^! 

マ， 

•ブティック •レストラン 
露出度の高い服から□リロリの服 
まで、どんな二ーズにも応えてく 
れるブティック。品揃えが豊富な 

高級レストラン「エル」。その味 
はスィーズランドのべッヘルに勝 
るとも劣らない。現在ウエイター 

:W^ti 
chapter J 



地K別デートスポットガイド 

■J—ゴールト地区 
マリーゴールド地区は、お金 

持ちが住む地区として有名。そ 
のためか国立公園や□ム□坂と 
いった' 閑静な住额の雰囲気 
を損なわない建物が多い。ただ 
近くに駅がないため' 跡で移 
動する必要がある。 

•この地区に住む女の子#- 

  

公園内には、トレンツの泉や審判 
の口といつた世界的に有名な観光 
スポットがあり、1年を通じて親 
光客で賑わっ斷 

•トレンツの泉 
泉のなかに人魚の姿をした女神' 
■•トレンツの像”が飾られている。 
コインを投I 

が叶えられ. 

•フラワーガーデン 
国立公園内にある植物園で、春は 
チューリップが、秋にはダリアが 

•番判の口 
噓をついた人間の手を食いちぎる 
という伝説の口。観光名所のひと 
づだが、.心ない人たちが口の部分 

|している。 

ノ^^^^^^^^^ 國 

惑 •益木道 
女の子とゆっくりお散歩デートを 
楽しみたし、なら、ここがお薦め。EX(, 

__季節の移り変わりを肌で感じられ 

•暌茶店 
才ープンエアの喫茶店「カフエ- 
ラ- レテ」はブレンドが美味しい 
と評判。DXチヨコレートバフェ_ 

•画廊 
□ム□坂の近くにあるここには、 
し、ろんな絵が飾られている。.大人 
のデートをするのに最適だが、相 
手がついてこ 

m 
画廊や喫茶店などが隣接するロム 
□坂。並木道に行くときの待ち合 

_わせ場所にも、この場所が利用さ 

52 Mitsvimctc Ktiiglit 



•シアター 
フェンネにある廉[陽。演目 
はrロゼッタ』rロメオとジャifエ 
ッタj rジョーダンナイト』の3 
つ。3力月ごとに演目わ变わる。上 
流職1 及の人たちもよく訪れている 
ようだ。 

籲遊歩道 
運河沿いの遊歩道は、アベック;■こ 
ちのデートコースとして有名。恋 
妓満のふたりには、刺激が強す 

セリナリバー醑 
河川沿いにある馬車の停車駅。ゴ 
ンドラや遊歩道、少し足を伸ばせ 
ばレツドゲートにも行ける。ドル 

1(, 学,ゃ訓麵G 最寄り駅。 

cViAptcr 

住宅が多いためか' シアターや 
サーカス、ダンスホールなどの 
レジャー施設が^!している。 
この地区を縦断するセリナ運河 
では、ゴンドラで遊覧ちできる 
そ。訓練所やドルフアン学園な 
どもこの地区にある。 

•この地区に住む女の子參 

:气％ 

地K別デートスポットガイド 

フェンネル地区 



地K別デートスポットガイド 

A5ツレ地区 
カミツレ地区は自然にあふれ 

た区域。多くの遺跡が残る賴 
でもある0遺跡群に行く場合に 
はレIJックス駅、高原や森林区 
に行く場合はカミツレ高原駅が 
利用される。またこの地区には 
憐光石の採掘現場がある0 

•この地区に住む女の子#- 

ス 

•牧場 
パトロイア牧場は、4〜11月の間 
オープンしている。乗馬や牛の乳 
搾りが体験できるので、動物好き 

こ最適。 

•森林区 
_による〉'弓染により、植物の奇 
形化がi行している森林地帯。別 
名「魔女の森」と呼ばれるだけあ 
り、薄気味悪^ " 

參銀月の塔 
展望台のある朗の塔からは、ド 
ルフアンの街が一望できる。とく 
に夜景は美しく、女の子にも人気 
のあるムード満点のスポツトだ。 
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地K別デートスポットガイド 

9—エアー地区 

シーエアー地区には港湾施設 
が多数あり、多くの外国人が出 
入りしている。ビーチ、ズイー 
ガー*'波止場に行くために 
はシーエアー駅が' 墓地や灯台 
に行ぐこはサンディア岬駅が、 
よく利用される0 

參この地区に住む女の子# 

  
ノエルは住所不定 

•灯台 
灯台にはサンディア岬駅を利用し 
て行くことがでぎる。静かに海を 

る落ち着しすこデートが澡しめ 
るが、たまに強風が吹くことも。 

•共同墓地 
戦争で亡くなった兵士たちか^ら 
れている墓地0近くには男绘があ 
る。デートをする場所としては、 
お薦めできなし、 fm ‘ヲ 

•ズイーガー砲群 
海岸線にズイーガー6Sが並べられ 
ている場所。海上の船舶に対して 
使用されるが、パラの日以外に使 
用さ;IIたことはなU 

•液止場 
多くの船が停泊する海の玄関口、 
ド)レフアン港にある波止場。し)ろ 
んな舶衡き交うため、一日中見 
ていても飽きない。 

•ビーチ 
夏には海水浴で多くの人たちが訪 
れるピーチ。本命の女の子の水着 
姿を見られるチャンスなので、ぜ 
ひともデートに誘いたい。 
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年間行事も女の子と仲よくなれるチヤンス 
お祭りで好成_を取めて印象づけろ！ 

ドルフアン王国のお祭りは、五月祭、スポ 
-ッ機典' sm収觀の4っ。msm 

では水晶占いによって、そのときいちばん恋 
愛度の高い女の子を知ることができる。夏至 
mm(D3っの機りでは、必ずミニゲーム 
がある0ミニゲームで好_を収めると、い 
っしよにいる女の子の印象がよくなるぞ。 

ど；:のsにもありそろな定番の行事こそ 
雪勘には細心の注意をはかろろ 

クリスマスにはドルフアン城でのノ (ーテイ 
一以外に、ピクシス家からの招待、メネシス 
からの招待がある0シ)レべスターにはピクシ 
ス家、メネシスから招待を受けたり、女の子 
が誘いに来たりする。複数の選択肢があると 
きは本命の女の子と過ごせる選択をしよう。 

行事一覧 

5月1日 : 5月祭 
(ナイスガイコンテスト•花嫁コンテスト） 

5月31日 :スポーツの祭典 
(はしつてないと•こわしてないと 
まきわつてないと•もちあげないと） 

6月22日 :夏至祭 
(水晶占い） 

9月29日 :収穫祭 
(みつけてないと•剣術大会_馬術大会） 

12月24日 :クリスマス 

12月31日 :シルベスター 

2月14日 :バレンタインデー 

3月14日 :ホワイトデー 

，五月祭 

春の訪れを祝うお祭り。花嫁コンテストや 
ナイスガイコンテストが毎年の目玉だ。ど 
ちらが発生するかはランダムだが、ひとり 
で五月祭に参加する場合はナイスガイコン 
テストになることが多い。 

ナイスガイコンテスト► 街いちばんのナイスガイを決めるコンテスト 

花嫁コンテスト ► 「五月の花嫁Jを選出するコンテスト 
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運動公園で彳ラなわれるスポーツ大会。とく 
に歴史的な意味合いはない。プレイヤーは 
4つの種目のなかからひとつ選んで参加す 
る。種目はどれも単純なミニゲーム形式。 
難易度はノてラメータにより変化する。 

収獲祭 

作物の収穫を祝うお祭り。なぜか襲とは 
内関係ない剣術大^や馬術大会が開かれる。 

とにかく楽しむためのお祭りらしい。プレ 
容イヤーは最初に、し、っしょに収穫祭を過ご 

したし)女の子を見つけなければいけない。 

はしつてないと ► 馬を走らせ、どれだけ崖の近くで止まれるかを競う 
こわしてないと ► 出てくる鎧を、どれだけ破壊できるかを競う 
まきわつてないと ► 制限時間内に、どれだけ薪を割れるかを競う 
もちあげないと ► どれだけ重い物を持ち上げられるかを競う 4 

夏至祭 

太陽の輝きに力を与えるため、各地で「か 
がり火jを焚くお祭り。よく当たると評判 
のフ占いでは、現在いちばん恋^の高 
し、女の子を知ることができる。ちちろん目 
安なのであまり気にする必要はない。 

水晶占い 運命の相手が水晶に映し出される。ふたりで来た場合、相手には必ず 
プレイヤーが映る。相手が本命以外の場合はちょっと厄介 

みつけてないと ► いっしょに収穫祭を過ごしたい女の子に声をかけよう 

剣術大会 ► 剣術を競う大会。優勝者は剣術チャンピオンになる 

馬術大会 ► 馬術を競う大会。優勝者は馬術チャンピオンになる 

►微妙に姿の違ぅ女 
の子がまぎれてるぞ 
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深夜にサウスドルフアン駅の大時計台 
に集まり、新年のカウントダウンを行 

内なう行事。セーラやメネシスから招待 
兹状が送られてきた場合、そちらに行く 

こともできる。年が明けると花火が盛 
大にあがるぞ。 

ドルファン王国年間行事 

ノ（レンタインデーのお返しに、男性か 
ら女性にプレゼントを贈る日。プレゼ 

内ントを渡せるのはひとりだけなので、 
兹しKらチョコレートをもらっても意味 

がない。プレゼントあげた女の子は、 
恋愛度がアップするぞ〇 

12月31 

12月24日 
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ドルファン王国の年間行事 

プライべ一卜なイベント 

愐人的なイベントだけど、本命の女の子の 
a生日には面倒臭がらずにブレゼントを 
プライべ一卜なイベントは' 女の子の誕生 

日' 自分の誕生日、監視員でのぞきの3っ。 
イベントは短時間で終了するため、日にちは 
消費しない。せめて本命の女の子だけには、 
相手の好みにあったプレゼントを贈ろう。 

女の子の謎生日一K 

ライズ 1月28日 ハンナ 8月1日 
キャロル 2月7日 レズリー 9月10日 
セーラ 3月11日 プリシラ 10月26日 
スー 4月23日 ジーン 10月31日 
テデイー 5月17日 ロリィ 11月8日 
クレア 6月6日 ソフィア 12月10日 
リンダ 7月12日 (残りは誕生日不明） 

女の子の誕生日 

女の子の誕生日にプレゼントをあげる 
イベント。プレゼントをあげた場合、 
好みのものだと恋愛度が上がる。あげ 
られるプレゼントと女の子の好みにつ 
し、ては121ページを参考にしよう。な 
おプリシラにはプレゼントを贈れない。 

3 

自分の誕生日 

自分の誕生日に、し)ちばん恋愛度の高 
い女の子がプレゼントをくれるイベン 
卜〇ただし、■•大好き”状態でなければ 
もらえない。女の子と誕生日が同じ場 
合、その女の子の恋愛度が高いとプレ 
ゼントを3^することができる。 

※バレンタインデー、戦争中が誕生日のプレイヤーは、プレゼントはもらえません 

監視員のバィトの最中に' ビーチに来 
た女の子をのぞくイベント。知り合し、 

内の女の子しか、のぞくことができない 
容ぞ。し、ちどでものぞくと' 通称が“の 

そき屋”になるので要注意。せっかく 
なので' いちどはのぞいてみては。 
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\関連能力►剣術 

競技内容 

力をこめて鎧を破壊する競技。何個破壊で 
きたかを競うc時間内にパワーを貯められ 
ないと鎧を破壊できない。短時間にどれだ 
け連打でパワーを蓄えられるかがカギだ。 

操作説明 

〇ボタン連打でパワーを貯めるのみ。制限 
時間内にパワーを貯めることができれば、 

錯を破壊することができる。 

イベントで発生 
なので手軽に楽しめ， 

績を残すように頑張ろう’。 

能力によってミニゲームの難易度が変化す 

るため、スポーツの祭典では関連能力に注意 

してミニゲームを選ぼう0お薦めは“もちあ 

|你いと’だ。連打が得意なら剣術が低くて 

も引ぎ分けに持ち込める0慣れれば••まきわ 

つてないと”も)簡単にクリアでぎるぞ。 

iは、操作が簡単 
P子のためにも好成 

^瞬，^ 

アンが出てきて馬鹿 
にされてしまうぞ 

5月31日〇スポーツの祭典 

関連能力►馬術 

競技内容 

馬に乗って崖に向かって走り、相手より崖 
の近くで馬を止められれば勝ち。ただし、 
崖から落ちると失格となる。ブレーキをか 
けるタイミングが勝敗の決め手だ。 

操作説明 

〇ボタンでブレーキ。ボタンを連打するこ 
とで、止まる力が強くなる。相手に合わせ 
てブレーキをかけるとよい。 

•てないと 
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競技内容 
収穫祭で女の子を見つけるミニゲーム。知 
り合っている女の子の人数が多いほど、間 
違う確率が低くなる。1、2年目は正面、 
3年目は後ろ姿で見つける必要がある。 

操作説明 

関連能力►剣術 

関連能力►知り合いの女の子の人数 

方向キーでカーソルを移動し〇ボタンで決 
定。選んだ女の子と収穫祭を過ごすので、 
できれば好きな女の子を選びたい0 

競技内容 
制限時間内に、どれだけの重い物を持ち上 
げられるかを競うゲーム。同じ物を持ち上 
げている最中で時間切れになると、弓Iき分 
けだ。最大で固ある。 

操作説明 
〇ボタン連打で物を持ち上げる。ゲージが 
いちばん上につくと、そのおもりはクリア 
したことになり、次のおもりがでてくる。 

9月29日〇収獲祭 
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みつけてないと 

もちあげないと 

►コツプが出てきたら、わ 
失敗すること。素早い判断 

求されるミニゲームだ 

►ほとんどそつくりという_ 
子も存在するため' 間違え 

ように注意しよう 

►剣術が高く連打に自信がある 
なら、このミニゲ—ムがいちば 

ん簡単にクリアできるはず 



ブラックジャックで、ディーラーとの10回 
勝負を行なう。最初に持っているコインは 
1000枚。掛け金は10枚か100枚で選ぶ。掛 
け金を決めるとカードが配られる。カード 
の数字が21以内で、より21に近いほうが勝 
ちだ。1は1と11のどちらとしても扱える。 
数字が同じ場合は引き分け、21より多くな 
った場合は、自動的に負けとなる。 

操作説明 
方向キーでカーソルの上下、〇ボタンで決 
定だ。まず掛け金の枚数を決定する。その 
後は、そのまま勝負するときはSTAY、 
カードを引く場合はH I T、掛け金を2倍 
にするときはD. DWNを選べばよい。 

メネシスの作つたパズルゲーム 

バズルでナイト 

関連能力►とくになし 

競技内容 
下から競り上がってくる4色のブロックを 
縦、横、鍵型に同色3つ以上揃えて消して 
いくパズル。まずプレイヤーブロックを右 
から発射させる。するとブロックは左へ直 
進、ブロックとぶつかったところで3つ以 
上揃うと消去できる。プレイヤーブロック 
はつながなくても消去されるぞ。ブロック 
が上まで積み上がるとゲームオーバーだ。 

操作説明 
方向キーの上下でプレイヤーブロックを上 
下させ、左右でブロックをせり上げる。〇 
ボタンでブロックの発射、△ボタンでブロ 
ックの上下を入れ替える。剣ブロック、盾 
ブロックは特殊ブロックだ。 
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ここで挙げられ7 
レイヤーの能力で翁 
tの必要ないミニゲー/ 

5月1B〇5月祭 

を大会〕 
ストや大会は、プ 
される。とくに操 

関連能力►魅力、通称 

結果はナイスガイ度によって判定される。 
ナイスガイ度は魅力に通称のカツコ良さを 
修正した数値で算出され、優勝するには1 

年目25、2年目50、3年目60以上が必要。 

関連能力►とくになし 

コンテストに出場する女の子が全員ステー 
ジに上がったら、投票したい女の子を選択 
し、〇ボタンで決定する0結果は、女の子 
の恋愛度に影響するぞ。 

9月29日〇収獲祭 

関連能力►剣術 

剣術大会は卜ーナメント形式で行なわれ、 
3回勝ち抜くと優勝だ。剣術パラメータが 
1年目は40以上、2年目は50以上、3年目 
は60以上あれば優勝できるぞ。 

関連能力►馬術 

馬術大会は1回勝負のレースだ。馬術パラ 
メータが40以上あれば‘優勝できるぞ。何年 
目でも必要な数値は変わらないので、馬術 
大会のほうがちょっと有利だ。 

馬術大会 剣術大会 

花嫁コンテス ナイスカイコンテス 
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部K戦の流れは単練。勝利を左右するのは 
指揮官=ブレイヤーの判断次第なのだ 

戦争が始まると' まず部隊戦に突入する0 

プレイヤーは部隊長として、ドルファン軍を 
勝利へと導くベぐ部隊に指示を与えていく 
ことになる。部隊戦の大まかな流れは、敵軍 
の隊列変更一自軍の隊列決定一戦闘開始一す 
ベての部隊の戦闘終了'という具合だ。これ 
を3回繰り返し、3ターンが終了した時点で 
部隊戦は終了、部隊ス^の多いほうが勝利と 
なる。なお戦闘開始時の部隊ス激は、プレイ 
ヤーのレべjlXDl0®程度と考えておこう0 
自軍の隊列決定次第で、戦況は大きく変化 

する。部隊につしVCは下段で詳しく解説して 
し、るので参考にしてほしい。 

•戦争のルール# 

部隊について 

ノ Xラメータを上げて攻擊力を強化しておけ 
1#,部輝戦で有利に戦えること問通いなし 

部隊は、基本的に歩兵' 騎馬兵、弓兵の3 

種類で編成されている0これらの攻撃力はプ 
レイヤーのパラメータに影響される0歩兵は 
剣術、騎馬兵は馬術、弓兵は信仰が関係して 
し、るため' これらの能力が高ければかなり強 
力な部隊が作れるだろう。また学力' 魅力、 
ネじ£0¥均が' 信仰、剣術、驗のど®1直よ 
りも上回ってし)る場合、し、ずれかの部隊にか 
わって工兵が出現する。歩兵' 騎馬兵、弓兵 
が特定の部隊に対してしか強くなし)のに対し 
て、：mはし'Iずれの^隊にも強し、ため' 有利 
に戦ろことがでぎるそ。 

部隊の強さ 

騎馬兵 

※工兵の出現条件は、 
(学力+魅力+礼法）+3>信仰&剣術&馬術 
※部隊数：プレイヤーのレベルX10前後 

ここでは戦争で； 
詳しい説明をしてI 
利に導くためにはど 

^勝 
いかを知ろう。 

1•戦闘は3回行われる 

2-戦闘まえに部隊を並び替えられる 

3 • 3戦目終了時、 

人数の多いほろが勝利 

戦争のルール 

◄戦争は騎士勲章 
を得られる絶好の 

チヤンス。ぜひ功 
績をあげたい 
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戰，が勃梵したら 

画面手前にプレイヤーの率いる味方部隊が 
あり、それと相対しているのが敵の部隊だ。 
画面で表示されている部隊人数は3つの部隊 
の卜ータ)瞻字。部隊の隊列変更は、まず 
動かす部隊のプレートを選び' 次に入れ替え 
る部隊のプレートを選べばよい。 

/ifeメータを上げる 

関係するノ (ラメータが高ければ部隊は強く 
なる。工兵は確かに強力だが、3つのパラメ 
一夕を強化する必要があるので、剣術と馬術 
を極めたほうが簡単に勝てる部隊になるぞ。 

ブk广卜の動きを諼む 
ル 
とにかく敵の部隊プレートをひとつだけ覚 

えよう。それを目で追えれば、味方の有利な 
部隊をぶつけられる。すると、残りは悪くて 
も引き分け' よければすべて有利な戦いで戦 
闘に臨むことができるとし〉うわけだ。 

部隊戦閎が終了しても戰いは終わらない。 
対1で戰〇_明討ちだ 

部隊戦闘に勝っても負けても、相手は一騎 
討ちを申し込んでくる。勝てば騎士評価を上 
げられる、出世のチャンス。パラメータやレ 
ベJUD大幅アップも望めるのだ。ただし負け 
れば騎士評価の大幅ダウンは間違いないが。 

敵部隊の歩兵がいちばん上にきた場合を例にする 

味方部隊 敵部隊 

上のように味方部隊を配置すれば 

國一►窗 
■ -►■OR 

引き分け！ 勝ち！ 

この2パターン'しかおこらない。 
最悪でも引き分けに持ち込める 

〇味方部隊人数 〇現在ミッション 
❷味方部隊プレート❺敵部隊プレート 
©隊列変更/決定 ©敵部隊人数 

戰争が級了すると 

ブレートの動きを 
一力所さえ見極めておけば… 

戦争に勝利するためには 

戦争画面の見かた 

''^歹^| 



戦争が勃発したら 

►セイル.ネクセラリア 
►169.5 

►騎馬兵、歩兵、弓兵 

敵について►ほぼ同じ部隊数同士の戦ぃと 
なるため、相手の隊列を見切 
ることができれば楽勝のはず 

►ドルファン軍は国境都市ダナンを奪回すべく騎士団を派遣した。一方、撤退 
要請を無視したヴァルファバラハリアンは、旧軍事地区イリハに布陣、のち 
に「イリハ会戦」と呼ばれる激戦がここに繰り広げられようとしていた。 

D27年5月6日〜D27年5月n日 J 
敵将 ►バルドー.ボランキオ 
総HP ► 300.0 

編成 ►騎馬兵、歩兵、弓兵 

敵について►歩兵の攻撃力が高いため注意 
する。なるべく歩兵の動きを 
見切り、騎馬兵を当てよう 

◄戦局は有利だが 
プレイヤーは撒烈 
な戦いを強いられ 
ることになる 

状況►現在ヴァルファバラハリアン側は、背反したプロキア軍を牽制すべく国境線 
へ主力が向かっており、ダナンに残留するのは少数の第四大隊のみである。 
ドルフアン側にとって、まさに天恵と言える好機であった。 

◄プレイヤーの部 
隊は勝利できるが 
ほかの部隊は、負 
けてしまうのだ 

D26年7月16日〜D26年7月21日J 

5つの«い 

3年間で起こる戰争は5回。とれだけ戦果 
をあげられるかで瞄士の評価が決まる！ 

戦争には必ず一騎討ちが併発する0開戦ま 
えには準備を怠らないこと。ちゃんと休息を 
とってHPを回復させておぎたい。部隊戦は 
回を重ねるごとに敵側が有利になっていく。 
レベルアップを心掛けると同時に、部隊を強 
化するパラメータを伸ばしておこう。ちなみ 
に、最後の戦し切みイベントによっては発生 
しないことがあるそ。 

将HP成 
敵総編 
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戦争が勃免したら 

敵将 ►スパン.コーキルネイフ7 

総HP ► 370.0 

編成 ►騎馬兵、歩兵、弓兵 

D27年12月2日〜D27年12月7B j 

◄コーキルネイフ 

ァの先走りによつ 
て、戦争は勝利す 
ることができる 

敵について►弓兵の攻撃力が高いので、弓 
兵には必ず歩兵を当てるよう 
にすること 

状況►ヴァルファバラハリアンはドルファン領内へ侵攻しようとしたが、テラ北河 
の増水により足止めを受けていた。ドルファン側はダナンを注視しつつも騎 
士団をテラ北河対岸に展開、両軍テラ河を挟んでの持久戦となった。 

D28年9月22日〜D28年9月27日〕 

敵将 ►キリング•ミーヒルビス 
総HP ► 500.0 

編成 ►歩兵、弓兵、工兵のどれかふ 
たつと、騎馬兵 

敵について►騎馬兵の攻撃力が高い。さら 
に工兵がいる場合、戦闘はか 
なり不利になるぞ 

状況►テラ北河から侵入すると思われていたヴァルファバラハリアンが、下流域か 
ら出現し、首都城塞へ向かっていた。ドルファン側は、首都城塞北方のパー 
ジル平野に布陣し、ヴァルファバラハリアン側との接触を待った。 

◄この戦いもドル 
ファン側の勝利に 
なるが、プレイヤ 
—の戦いはツライ 
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部隊戦闘とはま： 
クテイプタイムに 
ないと、痛い目にあう 

一騎討ちに備えて 

1対1の一瞄討ちには綣対に負けられない 
腰利を収めて瞄士評価をもらおぅ 

一騎討ちは戦争以外でち、とぎどぎ発生す 
る。重要なイベントでは、一騎討ちに勝利し 
ないとエンディングが迎えられないため、必 
ず勝てるようにプレイヤーを成長させておき 
たい。一騎討ちに勝った場合、騎士評価が上 
がる。また、騎士評価ひとつにつぎ5ポイン 
卜の経験値を入手できる。—騎討ちに負けた 
り敵から逃亡したりすると、騎士評価はもち 
ろん下がる。負けた場合、病院に入院してH 

Pを回復することになるため、一週間近くを 
纖に過ごすことになるぞ〇 

•一騎討ちに関係するバラメータ# 

攻撃力=(剣術+馬術） 

防御力=(学力+信仰） 

素早さ=(礼法+魅力） 

プレイヤーの必殺技 

一路討ちで使えると有利なのが必殺技 
ただし皤得するには相当の努力が必要 

街のチンピラでさえ使ってくる必^。プ 
レイヤーも必^を覚えれば、次回からI 

騎言寸ちで使うことがでぎる0必殺技を修得す 
るためには、ひとつの訓練所コマンドを実行 
し続けなければならない。位の高い通称を獲 
得した時点で、ようやく必殺技が修得できる 
のだ。能力的には偏ったプレイヤーになるが 
一騎討ちでは力を発揮でぎるそ'。必殺技を使 
うためには、ダメージを受けて必殺技パワー 
ゲージをためる必要がある。ゲージがM A X 

になったら必勘炸裂させよ5。修得が大 
変な必^だが' ひとつだけ例外がある。口 
ケットナイトを倒せば修得できる□ケットア 
タックがそれ。強敵だが、ぜひ狙っていこう。 

•プレイヤーの必殺技一覧# 

舞桜斬 剣術 
通常攻撃力x2のダメージ 

ホースウイッブ 馬術 
通常攻撃力x2のダメージ 

封 礼法 
相手の攻撃を3回封じる 

ローズプリズナー魅力 

相手の攻撃を5回、命中率0%に下げる 

セイントヒール 信仰 

失ったダメージの45%を回復する 

シンラボール 学問 

学力を攻撃力に換算してx2のダメージ 

ロケットアタック ？？ 

レベルを攻撃力に換算しx3のダメージ 
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騎討ちとは 

画面で表示されるダメージは、10^®1と 
なるので注意しよう。アクティブタイマーが 
昇りぎると、攻撃か防御ができるようになる 
ぞ。タイミングを見計らって攻撃と防御を使 
いわけよう0なお、必殺Kはパワーゲージが 
たまらない限り使うことはできないそ。 

一瞄討ちに勝つためには怠けるといい!？ 
總対に負けない方法を伝授 

-騎討ちで勝つために最初にすべきこと、 
それはHPの回復だ。_コマンドで上げら 
れる最大HPは999。ここまで上げてしまえ 
ば大抵の敵には負けない。通称が“怠け者” 

のときは通常の2倍のH Pを回復できるので 
活用するといい。それでち苦戦するという人 
は、敵の攻撃のリズムを読んで防御を多用し 
よう。そのためには素早さを鍛え、敵より早 
く動けるようでないといけない。敵の必殺技 
に気をつけて、防御の合間に攻撃しよう。 

準備を整えて望めば、プ 
十一にも勝播がある 

戦場で一騎討ちの醉と 
して登場するのは、し)ずれ 
も一騎当TO麟ばかり。 
だが' 1)^0時期を把握し 
てしまえば、準備はいくら 
でも可能。HPを上IJTお 
けば、大丈夫だろう。残り 
の相手はイベント内での一 
騎討ちとなるため' 注意が 
必要だ。プレイヤーのHP 

が少ないときに出くわすと 
苦戦は間違いない0そんな 
ときは逃1ゴてしま5のち一 
計。社評価は下がるが負 
けるよりはいい0 

•一騎討ちする人物一覧# 

名前 HP 技名 
疾風のネクセラリア 50.0 レッドイリユージヨン 

不動のボランキオ 130.0 破砕閃斧 

氷炎のライナノール 110.0 二刀氷炎斬 

迅雷のコーキルネイファ 130.0 スパークリングニードル 

幽鬼のミーヒルビス 220.0 ザ■デス 

破滅のヴォルフガリオ 300.0 へヴンスドア 

血煙のゼールビス 150.0 ブラッディー スプラッシュ 

隠密のサリシュアン 140.0 プレシズ•キル 

狂気のジョアン 140.0 サウサンド•キル 

極寒のカルノー 150.0 ウージャス 

薬中のビリー 120.0 東洋の神秘 

剃»のサム 150.0 一刀両断 

巨漢のジャック 300.0 チェーンハリケーン 

ホワイトタイガー 120.0 嚙みつき 

ビックベア 120.0 百たたき 

ロケットナイト 120.0 ロケットアタック 

cliAptcr ] 

〇プレイヤーH P ❹アクティブタイマー 
❷必殺技パワーゲージ©戦闘選択ボード 
❸ダメージゲージ 

一騎討ちで騮う16人 

画面の見かた 



騎討ちとは 

イリハ会戦 

I発生日► D26年フ月16日〜026年7月21日 

I「疾風」の異名をとるだけあって、非常に動きが早く、 
|攻擊の回数も多い。だが、ダメージはさほど大きく 
1ないし、HPも少なめなので、落ちついて攻撃すれ 
ばいい。初陣の相手としては手頃かも。 

手かあ► 

寺利ば分 

きなH 
るんP 
相とが 

Mm 
不動のポランキオ ，ダナン攻防戦 

発生日► D26年5月6日〜D26年5月11日 

攻撃のひとつひとつのダメージは大きいものの、ス 
ピードが遅いため、防御をうまく使うとほとんどダ 
メージを受けずに倒せるはず。が、必殺技は要注意 
だ。ダメージが大きいので逆転されることもある。 

c楽き 
?にが 
:、瞇言 

迅雷のコーキルネイフア ^テラ河の戦い 

発生日► D27年12月2日〜D27年12月7日 

こいつも素早さが高いキャラクターだ。プレイヤー 
よりも早い間隔で攻撃してくるようなら、攻撃に終 
始するしかない。しかも、必殺枝を頻繁に使ってく 
るので、H Pを高めておかないと苦戦するぞ。 

^^^ilinTirriiiniitjir 

幽鬼のミーヒルビス I発生日► D2日年9月22日〜D2日年9月27日 

八騎将のなかでも軍師的な役割を担っているため、 
個人戦闘力はそう高くはない。それでも必殺技の一 
撃はかなり強力なので、力押しはせず、必殺技の夕 
イミングを見計らって防御でかわそう。 

破滅のヴォルフガリオ 

発生日►D29年3月2日〜D29年3月7日 

敵の軍団長だけあってその強さはハンパじやない。 

とくにHPが大きいため、こちらの攻擊力が高くな 
いと持久戦となり、必殺技を何回も受けてしまう可 
能性があるのだ。必殺枝がないとツラい相手だ。 
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ビックベア 

ホワイトタイガー 
発生日 >026年12月2日 
発生条件►猛獻退治に出かける 
ホワイトタイガーを退治すると、虎殺しの通称が得 
られる。猛獣退治をしない場合や負けた場合、ハン 
ナと知り合いならハンナは入院してしまう。 

熊の出現 

猛獣脱走 

発生0 _026年9月2日〜026年11月25日 
D2フ年9月1日〜D27年11月24日 
D28年9月7日〜D2日年11月30日 

発生条件►送られてくる手紙を見て、退治に行く 
熊退治はいちど成功すると2度と発生しない。退治 
すると、熊殺しの通称を得ることができる。 

一騎討ちとは 

氷炎のライナノール ►果たし状 
発生日 “27年6月2日 
発生条件►ボランキオを一騎討ちで破ると果たし状 

が届く。勝負を受けると戦いになる 

—騎討ちに勝つと見逃すかとどめを刺すかを選択す 
る。見逃すと騎士評価+2、とどめを刺すと+1。 

：1^\ 

薬中のビリ_ >チンピラ登場 
発生日►D26年9月1日〜D28年12月31日 

発生条件►外出したときにランダムで遭遇 
ビリーを倒せば、そのまま女の子と会うことができ 
る。逃げた場合は1日過ぎるだけなので、HPが少 
ないときは無理して戦う必要はない。 

■ ロヶットナィト 
発生日 >026年9月1日〜D28年12月31日 か卜► 

発生条件►レベルが46以上で、フェンネノレ地区に 
外出するとランダムで邇遇する 

ロケットナイトに勝つとロケットナイトの通称と、 
必殺技「ロケットアタック」を修得できる。 
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見なきやソンP女の子の共通イA；ント 

夏の楽しみといえば、やはり水着。夏休み限定 
の監視員のアル/《イトでしかできないのぞきは 
ある意味、夏の風物詩ともいえる。たとえ、の 
ぞき屋の烙印（通称）を押されても、茗ともに 
仕事をしていては味わえない楽しみだ。もっと 
も、女の子からは白い目で見られてしまうが。 

•のぞき見できる女の子籲 
ソフィア.口べリンゲ 
レズリー•ロビカーナ 
リンダ.サク□イド 
ジーン■ペトロモーラ 
スー•グラフトン 

ハンナ•シヨースキー 
ロリイ_コールウエル 
テデイー•アデレード 
キャロル•パレツキ-^ 
アン 

輸血は、プレイヤーが入院しているときに発生 
するイベント。恋愛度が高く、血液型の同じ女 
の子キャラクタ7が、プレイヤーに血を分け与 
えてくれるのだ。まさに血の絆だ。 

參輸血してくれる: 
ソフィア，口べリンゲ 
レズリー•ロピカーナ 
リンダ•ザクロイド 
ジーン•ぺトロモーラ 
スー，グラフトン 
ハンナ.シヨースキー 
ロリイ.コールウエル 

クレア•マジヨラム 
ライズ•ハィマー 
キャロル•パレツキー 

參ノ Kーティ会塌で会える女の子赛 

ソフィア.口べリンゲ ハンナ.シヨースキー テディー.アデレード | 

リンダ•ザクロイド スー•グラフトン 

クレア•マジヨラム ライズハイマー 

ロリイ-コールウエル 

ジーン•ペトロモーラ 

アン レズリー•ロピカーナ 

まじめに仕寧してちやむくわれない 
£視員ののぞき 

取^ントのなかには、複数の女 
の子に共通するものがあるぞ。 
同じ状況のなかで、女の子ごと 
の反応の違いが見られる貴重な 

ドレスアップした女の子とaろう 
クリスマス 

ドルファン城でのクリスマスパ 
ーティでは、恋愛度の高い女の 
子と踊るというイベントがある。 
しかも3年目はいっしょに帰る 
と雪まで降つて……。 

イベント。比べてみると個性が 
よくわかるぞ。ひとりぶんを見 
たら、全員の女の子の反応を確 
かめずにはいられない!？ 
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第4章 
女の子別交際マニュアル 

〜個別攻略〜 

^場する16人の女の子の詳しい 
情報を教えてあげるわ。デート 
のときの会話やイベントを活用 
して、女の子の八一卜を射止め 
ナイトね顰 



〇デートスポット名 

0女の子の質問内容 

0プレイヤーか*'選ぶ選択肢 

〇女の子の恋愛度別の反応 
A B C D 

♦表のデータについて參 デートスポット另話一覧では、女の子の 

デート場所に関するデータが、一覧できるよ 

うになってし、る。掲載してある情報は、女の 

子の場所に対する印象、その場所での会話内 

容、会話の答えに対する反応の3つ。ただし 

ダンスホール、運動公園に関しては、プレイ 

ヤーのノてラメータによって結果が変f匕する。 

場所に対する印象は4段階だ。会話の答えに 

対する反応は6段階あるが、最悪の答えを選 

ぶと女の子は怒りだしてしまうため注意しよ 

う。ただし、デート_束をすでに取りつけ 

ているなら怒られないぞ。 

-ジでは' その 

女の子に関する詳しいデータを見 

ることができる。ここを読めば、 

女の子との出会いかたや上手なっ 

き合いかたがゎかるぞ。またベス 

トシヨットでは、女の子のもっと 

ち見どころなシーンを掲載！ 

〇名前 ❻出会い 

❷声優 ©交際のポイント 

❸特徴 ©ファツシヨン 

❹プロフィール 

❺喜ばれるプレゼント 

©ベストシヨツト 

トスポット別会話一篇の見かた 

►プテイツク〇 
それに私…明!©•にあまりお金を使… 

*女の子なの 
•そういうも©:んだ…… 
素直に金がないと言え 

着a 好き 大好き| 

旧 
^[場所の度 

こんな腰で舞台に立てたら累敵でし… 

•派手だから舞台で目立つね 
•本当に舞台が好きなんだね 
•僕の為だけに着てほしいな 

:❺J度\ 〇 

圖 

F最悪 

Et 1K X行かな； 

m △嫌い 
の 

外〇普通 
ポ 

t©最良 

こ 

0 
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•表のデータについて# 

〇イベント名 ❹その他の条件 〇イベントの種類 

©発生期間 ©イベント内容 A必須イベント ランダムイペント 
グッドZンディングに必要 》生がランダム 

0発生条件となる 
女の子の恋愛度 

❻ィベントの写真 固定イベント 1 lx 期間内に必ず発生 

価性豊かな16人の女の子たち 

16人の女の子との出会いのチヤンスがある 
まずは好みのタイプからアブローチしよろ 

グッドエンデイングを迎えられる女の子は 
全部で16人。どの女の子とエンデイングを迎 
えるかは、とくに順番がない。まずは自分の 
好みの女の子にアブ□ーチするとよいだろう0 

ゲームを進めていくと' 女の子同士の関係な 
どがゲーム中に明らかになつてくるため、い 
ろんな女の子にアプローチしたほうがより深 
く楽しめるぞ〇 

グッドエンデイングへの通は遠く険しい 
女の子ごとの*件をしっかり把提しよろ 

女の子によってグッドエンデイングを迎え 
るための条件が違5ので、頑張って条件を満 
たすよう努めよう。関連イベント部分にある 
エンデイング条件を参照、しておくとよいぞ。 
またデートには必ず何回ち誘って、信頼を高 
めておくこと。条件を満たしていても、恋愛 
度がどんなに高くても' 信頼されていなけれ 
ば、グッドエンディングにならないのだ。 



妙イア 
□A； 

庳匾：小西霣子 

ドルファン学園に通ろおとなしい女 
の子。父親が多額の借金を抱えている 
ため生活はかなり苦しいが、苦労を少 
しも見せない健気さがある。親の借金 
のために、ジョアン•エリータスとい 
う貴族の息子と婚約中。お金にものを 
言わせるジョアンを見ているせいか、 
お金で物事を解決するやりかたは好ま 
ない。また暴力的なことも嫌いだ。 

趣味歌を口ずさむこと 

好ぎな所シアター 

舞台に立つこと 

_の^性自分だけを見つめてくれる人 

喜ばれる誕生日プレゼント 
愛の詩集 
オルゴール 

調理具一式 

1'^藍^^ 置—' 
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_0出Sい籲■ 
必要パラメータ 
学力： 
信仰： 

礼法：一 
剣術：一 

魅力： 
馬術： 

期間 
D26年4月1日 

実行コマンド 
特殊 

その他 
波止場でソフィアに絡んでいたチンピラが、ケ 
ンカを売ってくる。助けても無視しても結果は 
同じ。チンピラを倒したあと、ソフィアが礼を 
言って名前を聞いてくるので、名前を教えると 
知り合いになれる。始めから"好ぎ’状態だ。 

ソフィアと親しくなるには 

理90)13性像を目指して 

彼女が求めているのは、自分をきちんと支 
えてくれる、自分だけを見てくれる人。自分 
は彼女だけを見ていることを' _とした態 
度で彼女とその周囲の人にアピールしよう。 

舞台に立つことを夢見る彼女は、演劇を見 
るのが大好き。また、静かに人と語り合える 
場所に行くのも好きなのだ0 

熟し切5ない魅力 
真夏の太陽を浴びて、 
心地よさそうにビーチ 
にたたずむソフィア。 
アップにまとめたヘア 
スタイルが新鮮だ。 

ソフィア，ロベリンゲ 



o 

いちばんのお蘭《>はシアター 
ダメなのI^Wiffilだ 

演劇好ぎのソフィアは、シアターがいちば 
んデートに誘いやすし塌所。また脑的静か 
な場所を好むため、国立公園や□ム□坂、高 
原、銀月の塔あたりもよし、そ。会話選択は常 
識的なものを選まう。ソフィアは自分と価値 
観が同じ人、自分を大切に扱ってくれる人に 
深い愛情を感じるのだ。._な選択をしてい 
る限り機嫌をそこねることはなし)ぞ。 

めるときは、肯定 
あげよう 

ジョーダンナイト以 
は、面白かったねで 
印象だ 

►ブティック_ 
それに私…服とかにあまりお金を使… 

•女の子なのに？ 
•そうい5ものなんだ…… 
•索直に金がないと言え 

►霣金顧5 
宝石とかって、きれいですけどそれ… 

•そのままで充分きれいだからね 
•宝石は一種のステイタスだよ 
•金があれば、そ5思わないくせに 

►レストラン_ 
ここのお料理って…どう思います？ 

•至高という言葉に値する味だ 
•自分は家庭の味の方が好きだ 
•まさに生ゴミ…シェフを呼べ！ 

m 

D D D ■ 

十:| g I 
場所の好感度 〇 

Iこんな服で舞台に立てたら*敵でし… 

[•派手だから舞台で目立つね 
•本当に舞台が好きなんだね 
•僕の為だけに着てほしいな 

j場所の好感度 Iきれいですね…とても手が出ないの" 

あのダイヤモンドのだね 
•あのラビスラズリのだね 
•あのオパールのやつだね 

D D D 

〇 

場所の好感度〇 Iあの…包んでも5う事って出来ない… 

•それはちよっと…… 
•自分が頼んでみるよ 
•これだから貧乏人は…… 

]壩所の好感度f X 

ダンスホール【ダンスの成功率：（礼法+魅力K 2 Iレベルで成功】 ]場所の好感度[ 

成功：リードが、お上手なんですね… 

•君も上手だったよ 
•ダンスには自信があるんだ 
•何度も足を踏みやがって！ 

|失敗：フフフ…お互い足の踏み合い… 

•申し訳ない…… 
•こういうのは苦手だ 
•お前がへポだからだ 

トレンツの* 
私、コインを入れてみますね 

•何を願うの？ 
•自分もやろう 
•コインを拾おう 

|ここの泉は一人で来ることも多いん… 

•でも冷たそうだね 
•心があらわれるね 
•美味しそうな水だね 

会括選択による女の子の反応A=最良 B=よいC=普通D=やや悪いE=^いF=最悪 
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ソフィア* ロベリンゲ 

—饔拜の口 
Bをついている人がこの口の中に手… 

そうだね、誰でも«はつくし 
真実だけで生きれば怖くない 
それは君がウソつきな証拠だ 

c | c c !■ 

g g g I 
Iおとぎ括とはいつても…ちよつと手… 

•大声を出しておどかす 
•「僕は好き？」と！!ねる 
•自分も一緒に手を入れる 

=[場所の好感度J 
よつと手… ^ 

I C C I C 
C C B 

Id d L a 

この花、きれいですね？ ri 子供の頃をsい出しますね 彗通 好き 
•本当にきれいだね 
•それはどうかな？ 
•植物は嫌いなんだ 

A 
D 
E 

A 
D 
E 

s 
E 1 

•首飾りを作る 
•花束にして贈る 
•草笛を瞧らす 

B 

c 

B 
C 
C [c 

フ5ワーガーデン(9〜10霣) 
確か…ダリアの花言葉って移り 

君だけを見つめてるよ 
まさに自分にびったりだ 
まさに君にびったりだ 

■免 |ここが期間阳定なんてもつたいない… 

•花が咲く時期だけだからね 
•女の子って限定物に弱いね 
•ほかの時期にも来たいね 

暖茶店 
何を頼みます？ 

•ブレンド 
マニ：！ 
懐中汁粉 

鼓木遵(3〜5月）所の好感度 
さん謇つて好きですか？ 

春は好きなんだ 
春は好きでない 
春巻きは好きだ 

好感度[© 

E3ESB 
A A A 
C C C 
D I D D 

私、どちらかというとコーヒーより… 

実は自分もそうだ 
男はブラックでいく 
お酒の方がいいな 

魈木道(6〜8月）丨場所の好感度 
あ、大変あの子猫…木の上から峰り… 

助けてあげよ5 
助けてあげたら 
放っておこう 

M木道（9〜11月） 
枯れ葉が舞うのを見てるとなんだか… 

□マンチストだね 
自分もそう思う 
気取るんじやない 

〇cさんは秋と闉いて何を連想しま" 

運動の秋 
食欲の秋 

鼓木道（12〜2月） 
少し…_いですね 

肩を抱く 
手をつなぐ 
火をつける 

E3E3ESSI 

Mm 

I00さんほらあそこに猫がいますよ… 

•何をしてるのかな 
•なんて名前だろうね 
•なんか、かわいいね 

さんはどんな絵がお好きなんで… 

風景画 
人物画 
春画 

I何て言った5いいか" 

•乾いた絵の具のにおいとか 
•絵から伝わる画家の苦悩とか 
•絵を観*している人たちとか 

シアター 

面白かったね 
なかなかだったね 
面白くなかったね 
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邏動公■ (4〜12月） 【運動の成功率：（剣術+馬術)+2之レベルで成功】I場所の好想度1△ 

頑强りましょうね 

ぱっちり 
まあまあ 
だめかち 

Iすぱらしい結果を! 
出した場合 y as 

競技場（1〜3月） 
嫌よりも»くなるつていつても«局… 

確かにそうかもしれない 
いや生き残る為の技術だ 
人を斬る快感を知らないくせに 

J壩所®好感度[△ 

サーカス 
すごい…何であんな事できるのかし… 

確かにすごいね B 
全然すこ* くない D 
ずっと寝てたよ D 

普通|好き|大好き 

]壩所の好感度1 〇 I 

※空中ブランコ、猛獣ショー、 
ピエロの演舞の3パターンがあるが 
女の子の反応は同じである 

こうして歩いてるとなんだか… 

•恋人同士みたいだね…… 
•日々の忙しさが嘘みたい 
•バカニ人って感じだね 

E3E3S 

]壩所の好想度i= 

周りはアベックばかりみたいですし… 

•ぼくら二人も含めてね 
•彼女と来れば良かった 
•石でも投げてやろう 

レッドゲート 
さん戰地に赴くことがあつても… 

君のために帰ってくる 
自分は不死身だから 
死んだら墓に花を添えてくれ 

この国は…負けないですよね？ 

自分がいるから大丈夫 
勝つか負けるか賭けよう 
終わるまで分からないな 

]場所の好感度l~A 

蕾通I好き|大好き 

ゴンドラ（5〜10月） 
いいですね…こ3い3のつて 

•流れる景色が、きれいだしね 
•君のそばに座つてられるしね 
•冥途の渡し船みたいだしね 

TSE3S 今、このゴンドラが沈んだ5…と*… 

自分は泳げるから大丈夫 
その時は助けてあげるよ 
岸まで近いから平気だよ 

败場（4〜11月） 
こういう自然に囲まれた■らし方も… 

•ここで薯らすのもいいね…… 
•しかし®しい日々もあるよ 
•毎日、豚や馬を食い放題だね 

索敵ですね••一度でいいから乘つて… 

今度、乗せてあげるよ 
憤れれば難しくないよ 
女の子には危険だよ 

森林区 
静かですね…ちよつと恐い感じがし… 

•大丈夫、そばにいるから 
•死体を埋めるには適地だね 
•騒いでも無駄だ……ククク 

あつ今あそこで何か動いたような… 

幽靈かもね…… 
プラズマだよ 
アライクマだよ 

(4〜9月） ^[壩所の好感度[◎ 

ここにいると赚なことなんか忘れち… 普通 雄き |あら？何してるんですか？ 大好き 

•自分もそう思う B B B I •一緒にa転ばないか？ c C C 

•現実逃避はいけない D D D |•高山植物の観察だよ B B B 

•人間やめたら？ F F F 1•息をしてるんだ 1 E E E 

会話選択による女の子の反応A=最良 B=よいC=普通D=やや悪いE=悪いF=J 
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ソフィア.ロベリンゲ 

1ここって地下に作られたお■なんで… 酱通 好き き 

I - PIK^Ka B B B 

■-面白くなぃね C C C 

|•ゾンビが出そうだね D D 上 

殿R 
なんか今にもMれ落ちそうですね 

それだけ年月を経た証拠だよ 
危ないから、もう戻ろうか 
軍部に上申して取り壊して貫おう 

J場所の好感度1= △ 

»月の壜 
索晴らしい供めですよね… 

ドルフアンって美しい街だね 
まるでミニチュアの街だね 
高い場所って怖くない？ 

地下墓所 

n台 
あ、ごめんなさいちよっと考えごと… 

気にしなくていいよ 
何を考えてたのかな？ 
まったく失礼な女だ… 

C C C I 
C C A | 
D D D I 

共，墓地 
今度の*!争で多くの兵隊さんが死ん… 

早く戦争が終わるといいね 
戦争が終わると仕事がなくなる 
死ぬ奴がマヌケなんだ 

Xイーカー曲鮮 
男のひとつてこういう_にロマンを… 

そ5だよ 
とんでちない 
悪いか？ 

液止場 
外国って、索敵な所ですか？ 

国にちよるよ 
今度一緒に行こう 
田舎者が…… 

(海水浴： 7〜8月） 

..pica 茲 
Iうよ B B A 

ビーチ（邂水浴以外： 
霣の海ちいいけど• 

•二人つきりだ 
•絵画的だよね 
•少し寂しいけどね 

ど…こういつた 

•しね 

5〜6月. 9- 

さん歴史とかそういうのってB… 

•考古学的に説明する 
•面白おかしく説明する 
•相手に説明を求める 

夜の供めはまた一段と美しいですね•• 

あの灯りは生活の灯だから 
まるで宝石箱のようだね 
君の方が、きれいだよ 

J場所の好感度 
_ではここに財宝が限されているら… 

•何だろうね？ 
•一緒に探そう 
•そんなの»だよ 

私も雎かをはげますことが出来たら… 

きっと出来ると思うよ 
その方法が舞台なんだね 
優越感に浸りたいんだね 

J壩所の好想度1= △ 

6 

ここにはあまり長い時間いたくない… 

•もう帰ろうか 
•そう？楽しいよ 
•もう少し待つてね 

場所の好感度 

さんはどうして籣兵なんかにな… 

•君を守るため 
•食べるため 
•出世のため 

仔感度飞△ 

\M 

]場所の好感度1=0 

さんて泳ぎは得意なんですか1? 

泳ぎならまかせろ 
まあ、犬かきなら 
かなづちなんだ 

10月） 
こうしてると子供の頃を思い出しま•• 

砂のお城をつくろう 
追いかけっこをしよう 
思い切って泳ごう 

cVi^ptcr 4 <^> 



エンディングを迎えるために 

ソフィアとのエンディングを目指すには、 
とにかく必須イベントを発生させること。こ 
れは1年目から頻繁にデートに誘っていれば 
まず問題ないだろう。イベントでは、選択を 
間違えないこと。とくに入院イベントは要注 
意だ。また、戦争のあとにジョアンとの決闘 
があるので' 体力を温存しておきたい。 

登校初日 1 D26年 

その他条件 
ソフィアに名前を教えていること 

イベント内容_ 
プレイヤーに助けられたソフィアが、お礼をする 
ベント。話の途中で謎の男（ジョアン）が登場し 
ソフイアは学校に逃げ込んでしまう。 

0 

ヒロインだけあつて、イベント数がかなり 
多い。しかし最初から恋愛度が高し)ので、ィ 
ベントをこなすのはそう難しくないだろう。 
ふたつある一騎討ちイベントのまえには、H 

Pを十分に回復しておくこと。また、悪い選 
択でグラフィックが表示されることもあるの 
で、し、ろし、ろ試してみるとし、いだろう。 

◄ほかの女の子との絡 
みも少なく、ソフィア 
ひとりに集中できる 

ソフィアとのエンディング条件 

•必要パラメータ參 

学問：一 礼法：一 魅力：一 

信仰：- 

評判：- 

剣術：一 馬術：一 

その他： アンと知り合いであること 

•必須イベント參 

オーディション 

ソフィア入院 

ジョアンとの決闘 

4月2日 II 楽件なL 

縫ジョアン登場u D26年4月S日 

D26年9月30日 

その他条件 
ソフィアをデートに誘おうとしたとき 

イベント内容_ 
ジョアンが登場して、彼女は自分のフィアンセだと 
名乗る。選択では、自分は彼女の恋人候補だと言う 
のがベストだ。 

ランダムイベント：発生がランダム固定イベント：期間内に必ず発生*必須イベント：グッドエンディングに必要 
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D食^物 11===辦”””” 

その他条件 
訓練所系のコマンド実行時 

イベント内容 
プレイヤ—のところにソフィアが食べ物を持ってく 

るイベント。とりあえず選択肢は出るが、礼を述べ 
て受け取るほうが、当然いい印象を与えられる。 

目のKv/'fHzr 喊 

©測現場にて 

その他条件 
採掘現場コマンド実行時 

イベント内容 
プレイヤーが採掘現場でアルバイトをしていると、 
同じく採掘現場で働いているソフィアと出会う。働 
くソフィアのグラフイツクが表示されるぞ。 

奶漁港にt Hfs 口 fi V ノ ■し'-_Ie D2S«8私日〜。2B 年明17B L度 
亲件なし 

ソフィアをテートに誘おうとしたとき 

イベント内容_ 
ソフィアの父が登場して、プレイヤーをののしる。 
「いいさ.Jを選ぶのがベストだが、「不愉快だ 
……」を選ぶと、グラフィックが表示される。 

その他条件_ 
漁港コマンド実行時 

イベント内容_ 
プレイヤーが漁港でアルバイトをしていると、同じ 
く漁港で働いているソフイアと出会う。けなげなソ 
フイアの姿を見ることができる。 

ソフィア.ロベリンゲ 

⑩ぉゃじ登場 
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その他条件_ 
高原でデートをする 

イベント内容_ 
夏に高原でデートすると、高原の風に吹かれるとい 
うイベント。ソフィアとのひとときを、のんびり過 
ごすことになるのだ。 

J高原でデート二SSSぽ 

その他条件 
煙突掃除コマンド実行時 

イベント内容 
プレイヤーが煙突掃除のアルバイトをしていると、 
同じ場所で働いているソフィアと出会うイベント。 
ススまみれのソフィアの姿を見ることができる。 

秋の海でデ ー響ご 
その他条件 
秋のビーチでデートをする 

イベント内容 
秋にビーチでデートすると発生するイベント。選択 
で「そうだね」を選ぶとグラフィックが見られる。 
別れ際の選択も、彼女が喜びそうなものを選ぼう。 

#ランダムイベント：発生がランダム固定イベント：期閩内に必ず発生I必須イベント：グッドエンディングに必要 

⑽シアタ-でデ-卜ji 
V / ^ W _ 4日028年10月5日〜028年12月28日ス度 

その他条件 
シアターでデートをする 

イベント内容 
シアターでデートをすると、観虔lj中にソフィアが話 
しかけてくるイベント。デート終了時には、「さっき 
の事を聞く」を選ぶほうが好印象を与えられる。 

(£)煙突掃除にてIiiSiiiETL 

►発生がランダムなの*75 
運がよければ見られる方 
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ヒコから修学旅行の話を間く 

參ついていく 

ジョアンと出会う 
I 

參それは三歲児すらやらない悪戯だ 

•ソフィアのため、ジョアンの後を追5 

ソフィア4見つける 

•ジャツクと一騎討ち 

ソフィア1 を助ける 

オーデイシヨンに来てほしいと誘われる 
1 

•見に行く 

ジョアンと出会う 

•そんな事をしても彼女は喜ばないよ 

ィシI二 
練習生になることを知らされる 

その他条件_ 
修学旅行についていくこと 

イベント内容_ 
最初にプレイヤーは、ソフィアの修学旅行に 
ジョアンがついて行ったという情報を聞く。 
自分も修学旅行に行くとジョアンに出会う。 
ジョアンの計画を「悪戯だ」とけなして、ジ 
ョアンを追うとソフィアに出会い、ジャック 
と一騎討ちの戦鬪になる。ハンナと知り合い 
なら、湖へ行くとグラフィックが見られる。 

ジョアンとの会話_ 
ジョアンとの会話では、完璧な計画だとほめ 
るとお金を入手できるが、目的を失うため私 
室に戻ることになる。マザコンだと指摘する 
と、いきなり斬られてHPが0になり、その 
まま入院となる。やはりここは計画をけなす 
だけにしておくこと。 

その他条件_ 
オーディションを見に行く 

イベント内容_ 
ソフィアが劇団のオーディションを受けるイ 
ベント。ソフィアがオーディションを見に来 
てほしいと言うので、会場に行くと、ソフィ 
アとジョアンに出会う。ジョアンとの会話の 
あとオーディションとなるが、ソフィアは落 
選。ただし、あとで練習生として受け入れら 
れたことを報告しにくる。 

ジョアンとの会話_ 
ジョアンとの会話では、考えをほめるとお金 
がもらえる。「自分が出そう」を選んだ場合は 
財産レベルが“左うちわ”以上でないと対抗 
できない。ソフィアとのエンディングを目指 
している場合は、彼女のためにも、金にもの 
を言わせるジョアンをいさめよう。 

礙修学旅行 〕_D27年11月17日WV 

ソフィア* ロベリンゲ 

覆才-ディション）響hvBi if ” ” ” 

►ホテルに向かつた場合は、 
ホテルでレズリ—と出会い、 

会話になるのだ 

chapter 4 



6 

その他条件 
オーディションのイベントを見ていること 

イベント内容 
ソフィアが初舞台に立つことになり、見に来 
てほしいと言われる。ところがシアターに行 
くと騒ぎが起きており、その場にいたメッセ 
二から爆弾テロがあったと聞かされる。ソフ 
ィアについて聞くと病院に運ばれたと教えら 
れるため、病院に向かいソフィアの容態を見 
に行くと、命には別状はないものの、声が出 
ない状態であることを教えられる。 

メッセニとの会話 
メッセニとの会話では、事件に興味をもって 
犯人について聞くと、検問をやらされてしま 
う0こうなると見舞いには行けなくなり、ソ 
フィアとのエンディングを向かえることがで 
きなくなる。ただし、リンダとのエンディン 
グを目指しているなら、これでも問題ない。 
検問の最中に神父と出会うが、この時点では 
爆弾テロに関わっているかはわからない。 

お見舞い 
病院に行くと看護婦のテディーと出会い、ソ 
フイアについて聞くことができる。ここでは 
テディーを口説いたりせず、すぐにソフィア 
と会うように。ソフィアと会ったら、身体を 
気遣い元気づけてあげること。そしてお見舞 
いに来る約束をして、毎週必ずお見舞いに行 
くのだ。いちどでもお見舞いをさぼると、も 
う2度とソフィアと会えなくなるので注意。 

最後のお見舞い 

®ソフィア入院UEESEII 

1月25日シアターに行く 

參ソフィアについて閡く 
I 

•病院に行く 

看護婦（テディー）と会う 

•ソフィアに会いに来た 

•ソフィアの身を気通つてあげる 
I 

•必ず来るよ 

2月1日お見舞いに行く 

2月8日お見舞いに行く 

2月15日お見舞いに行く 

2月22日お見舞いに行く 

4回目のお見舞いに行くと、ソフィアは喋れ 
るようになっているが、舞台に立てるほどの 
声は出ないと気落ちしている。ここではとり 
あえず慰めて、海辺に誘うこと。海辺にはア 
ンがいて歌を歌っている。ソフィアについて 
聞いてくるので、恋人だと答えること。アン 
と知り合っていない場合、どこに誘っても結 
果は同じで、エンディングは迎えられない。 

•とりあえず慰める 
I 

•元気づける為に海辺に誘5 

海辺でアンと出会ろ 

»ソフィアは恋人だ 

退院の報告に来る 

86 
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►アンと会つていない場合は 
次のジョアンとの決闘のィべ 

ントも発生しないのだ 



ソフィア.ロベリンゲ 

その他条件_ 
ソフィア入院のイベントを見ていること 

イベント内容_ 
手紙でジョアンから決闘状が送られてくる。指定さ 
れた場所に行くと、ソフィアを立会人として、ジョ 
アンが1対1の決闘を申し込んでくるのだ。 

碰卜な棚 

年中行事や女の子関係のイベント以外にも、さま 

ざまなイベントが存在する。これらは、女の子と 
関係のない、プレイヤーに関係する個人的なイべ 
ントだ。主なものは、ヤング教官のイベントとジ 
ョアンに関するイベント。これ以外に熊退治やチ 
ンピラ退治などもあるが、これらは戦闘となるの 
で、一騎討ちの項（68ぺージ）を參照してほしい。 

•ヤング登場參 
訓練所コマンドを最初に実行すると、必ずヤング教 
官が現れて説明をする。そのあとにも剣術、馬術、 
礼法、学問、信仰のコマンドを実行すると、各コマ 
ンドごとに1回、ヤング教官が現れて説明をしてく 
れる。初めてゲームをプレイするときには、ひとと 
おりコマンドを実行して説明を聞いておこう。 

•ジョアン登場パート2# 

ソフィアと知り合いならば'頻繁に出会うジョアン0 

しかし、ソフィアと知り合いにならなくても登場す 
るのだ。D26年4月28日に必ず訓練所に現れて、イ 
ヤミを言って帰って行く。また、女の子といっしよ 
ではなし、状態で、ミニゲームで悪しヽ成績を出した場 
合も、突然現れて馬鹿にして去っていく。 

•調子が良い、調子が悪い參 
平日コマンドで、すべて大成功すると心の相棒が現 
れてプレイヤーをほめてくれる。これは、称号など 
で大成功の確率が高くなっていれば、簡単に見るこ 
とができるだろう。またすベて失敗するとジョアン 
が現れて、プレイヤーを馬鹿にして去っていく。こ 
ちらは、なるべくなら見たくないイベントだ。 

)ジョアンとの決■ D29隼3月8日 TfwVV 
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ドルフアン学園に通っている、ボー 
イツシユなスポーツ大好き少女。明る 
く活発で、誰でも簡単に友だちになれ 
る性格の持ち主だ。お調子者で、けっ 
ころ無茶なこともするけど、持ち前の 
運動神経と性格の明るさで、失敗を力 
バーしているそ。同学年のリンダとは 
ライバル同士。彼女に勝つために日夜 
スポーツの練習に励んでいるのだ。 

ウェストボーチ 



ハンナ•シヨースキー 

-•出会い# _ 
必要パラメータ 
学力： 礼法： 魅力： 
信仰: 5 剣術： 5 馬術：一 

期間 
D26年4月16日〜D26年9月27日 
D27年4月1日〜D27年9月26日 
実行コマンド 

剣術、信仰 

その他 
学園の前で塀を飛び越えたハンナとぶつかって 
しまう。そのことをハンナに謝ると、落とした 
手帳を拾いながら彼女も謝り、知り合いになれ 
る。彼女と出会うのは必ず水曜日なので、水曜 
日に会う別の女の子と同時には会えない。 

八ンナと親しくなるには 

理90>男を目搢して 

彼女の理想はスポーツマンなので、スポーツ 
マンらしい八ッキリとした態度をとろう。テ 
キパキと男らしく行動し、そのうえ紳士的に 
ふるまえばいうことなしだ。 

運動大好き；ゝ女らしく'狭し場所より広々と 
して走り回れるような場所が大好き0スポー 
ツなら、観戦するのもけつこう好きだ。 

«顧的な色気がヴー 
チャーミングなハンナ 
の笑顔が、常夏のビー 
チに映える。スポーテ 
ィで躍動的な水着姿が 

▼彼女からぶつかつて.きたけど 
とりあえず謝つておこぅ 



オススメの場所は、 
会話嫌e辟ぇを柳けょぅ 

スポーツ少女の八ンナの場合、いちばんの 
オススメはやっぱり運動公園。夏のビーチち 
体を動かせるので、誘いやすいそ。またサー 
カスのように、支を見るのち好まれる0 

会話では、ハンナがスポーツ好きだという 
ことを考えて受I馆えしよう。また、紳士的 
な態度も好まれる0逆に相手を小馬鹿にした 
り' 嫌がるようなことは避けよう。 

◄運動公園に誘う場合 
は、馬術や剣術に自信 
がないとダメだぞ 

►同じ身体を動かすこ 
とでも、ダンスは苦手 
のようだ 

►ブティック 場所の好感度1△ 

ま、でもポクにはこういう場所って… m 
•女の子なのに……？ C C C 
•そんなことないって B B B 
•よく分かってるやん D D D 

でも…やっばり男って女の子女の子… 

•そんなことないよ 
•そうだと思うよ 
•お前は男女だろ 

駟貴金属店 C場所の好感度!~A 

1どうちポクつてジャラジャラキラキ… ■ポクなんかに似合う石なんてあるの…C 好きき 

|•そのままで充分きれいだからね D D A ■ |c ! C C 
|•宝石は一種のステイタスだよ C C C |*F•オパール B B B 
|•ブタに真珠を地でいつてるやん F F F ■ •つけもの石 Id D D 

トレストラン ;場所の好感度 0 

ふうん…あのさ…ここの料理ってさ…| m ra |そういやあ、キミって好き嫌いはあ… 

•至高という言葉に値する味だ D D D I -何でも好きさ 
•自分は家庭の味の方が好きだ A A A ■ •あるにはある 
•まさに生ゴミ…シェフを呼べ！ E E E 1 •君の手料理が好き 

酒 I 場所の好想度]X 

ダンスホール【ダンスの成功率：（礼法+魅力K 2ミレべルで成功】 

成功：へえ…慂外とダンス上手いん" 

君も上手だったよ 
ダンスには自信があるんだ 
何度も足を踏みやがって！ 

失敗：ア八八八八、なんか二人で恥 

•申し訳ない…… 
•こういうのは苦手だ 
•お前がへポだからだ 

1場所の好感度 

—spsp 
B B B 

F F 

トレンツの泉 
キミは何かお願いしないの？ 

八ンナとの恋愛成就 
世界平和と文化の発展 
世界征服の早期成就 

会括遇択による女の子の反応A=最良 

Mitsvimctc Krs^ht 

でも、何度かやつてるけど未だ願い•• 

もう叶つてるのかもよ 
泉の女神も忙しいのさ 
迷信だから仕方ないさ 

b=よいc=mm d=やや悪いe=悪いf=最悪 



ハンナ•シヨ_スキ- 

拥の口 
いくらウソをついたからつて、こん… 

それは同感 
こんな美しい顔なのに 
他人の事言える顔かね 

どうせだからポクも手を突っ込んで… 

大声を出して脅かす 
息を飲んで見守る 
一緒に手を入れる 

場所の好感度（ 

フラワーガーデン（4〜5月） 
ね、ね、この花つてキレイだよね 

本当にきれいだね 
それはどうかな？ 
植物は嫌いなんだ 

見てるだけで気持ちが和んでくるち… 

首飾りを作る 
花束にして贈る 
草笛を鳴らす 

場所の好感度]© 

.るも… £ 

フラワーガーデン（9〜10月） 
笑うかもしれないけどポク…花って… 

おかしくないよ 
アハハハハハハ 
a言は寝て語れ 

B B B I 

爿リ| 

Iポクみたいのが花を好きになつたの… 

•お姉さん美人？ 
•仲が良いんだね 
•へえ…そ5なんだ 

瞑茶店 
なんか顙もうよ 

ブレンド 
クリームソーダ 
麦こがし 

C C C 

そういやあキミってコーヒー党？ 

コーヒー 
紅茶かな 
実はミルクを 

$木遵（6〜8月）[場所の好感度-[ 麄木遵(3〜5月）〔場所の好感度 

響っていうと連想するのは… 

恋かな…… 
息吹かな 
人死にかな 

仔感度 ◎ 

E3E3SS なんかこういう道を歩いていると走… 

•じゃあ走ろう 
•今度、朝に走ろう 
•元気がいいね 

36木道（9〜11月） 
はらりは5りと枯れ葉费う…な〜ん… 

□マンチストだね 
自分もそう思う 
気取るんじやない 

E3E35 
B B B 

J場所の好感度1= 

ポクの場合スポーツの秋って感じだ…pjta 

•運動 I C I C 
•芸術 c C 
•食欲 C C 

鼓木道（12〜2月） 
少し…寒いや 

彼女の肩を抱く 
彼女と手をつなぐ 
乾布まさつをする 

■あれ？あの木の上に猫が…あ• 

•降ろしてあげよう 
•降ろしてあげなよ 
•放っておくに限る 

キミってさ給が好きなのかな？ W1 好き 故き 

•好きだよ C C C 

•まあ普通 B B B 

•嫌いだよ D D D 

Iここつて联充とかするんだつけ？ 
•自分には縁のないことだ 
•よし、全部買い占めてやる 
•自分の作品も出してみよう 

場所の好感度 △ 

シアタ 

-面白かったね 
•なかなかだつたね 
•面白くなかったね 

I場所の好感度| 

chapter 4 
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【運動の成功率：（刻術+馬術)+2之レベルで成功】1域|所の好is度3 © 

ところで自信の程は？ 

•ばっちり 
•まあまあ 
•だめかち 

F二外證 ^ 

(1〜3月） 
やつばMKなるつてのは男のロマン… 

その通り 
少し違う 
野蛮人め 

^[場所の好感度^ 

サーカス 
すごいなあ…ポクちチヤレンジして… 

•きっと君なら出来るよ 
•あぶないから止めなよ 
•首の骨折って終わりだ 

遊歩道 
ちよつとアベックが多いかな？ 

•ぼくら二人も含めてね 
•彼女と来れば良かった 
•石でも投げてやろう 

レッドゲート 
戰争か…遞の中にいると何だか興®… 

•自分は、絶対に死なない…… 
•死んだら■に花を添えてくれ 
-戦場の廠しさを今教えてやる 

E3E3ES 
C C A 

ゴンドラ（5〜10月） 
••思わず <つろいじやうな 

•水をすくってかける 
•魚を捕まえてみせる 
•酔って吐いてみせる 

败場（4〜11月） 
馬とか、かっとばしてるだけで藝ら… 

ここで藝らすのもいいかも 
しかし蔽しい日々もあるよ 
毎日、豚や馬を食い放題だ 

森林E 
あいかわらす…ここもさみしい場所… 

大丈夫、そばにいるから 
死体を埋めるには適地だね 
騒いでも無駄だ……ククク 

(4〜3月） 
今日は何にもしないでさずうつと*… 

そうしよ5 
それは退屈だ 
酸欠の恐れが 

]壩所の好感度1 〇 

※空中ブランコ、猛獣ショー、 
ピエロの演舞の3 ノ（ターンがあるが 
女の子の反応はどれも同じである 

]壩所の好想度1=〇I 
運河を見ながら走るのってなんか*… 

•こんど一緒に走ろう 
•走るのは苦手だな…… 
•今日はゆっくり歩こう 

この国は、きつと勝つよね？ 

自分がいるから大丈夫 
勝つか負けるか賭けよう 
終わるまで分からないな 

3場所の好感度 
このゴンドラがひっくり返ったりし… 

•大丈夫じゃないかな 
•そのときは助けるよ 
•自分は大丈夫だから 

いいなあ…ポクも馬をあんな腿に乘… 

キミなら大丈夫だよ 
今度、教えてあげるよ 
馬は大変だよ、ホント 

]壩所の好想度 
あれ？今、あの辺りで何か動かな… 

•幽霊かもね…… 
•目の錯覚だよ 
•アライグマだよ 

あれ？何してるの？ 

一緒に寝転ばないか？ 
高山植物の観察だよ 
無論、息をしてるんだ 

会話選択による女の子の反応八=鼉良 B=よいC=普通D=やや悪いE=悪いF=最悪 

92ン Mitswmctc <3>» 



ハンナ•シヨースキー 

»ないなあ…今にも崩れそうじゃん 

•それだけ年月を経た証拠だよ 
•危ないから、もう戻ろうか 
•軍部に上申して取り壊して霣おう 

«月の嫌 
ここの供めはステキだよね wa 好き 胡き |いいねえ…こ3いう#!めつて №1 

•ドルフアンって美しい街だね B B B 1 •あの灯りは生活の灯だから B B B 
•まるでミニチュアの街だね A A A | •まるで宝石箱のようだね C C C 
•高い場所って怖くない？ C C C ■ •君の方が、きれいだよ A A A 

»下墓两 
そういやあここつてお■なんだよね 

•興味を引くね 
•面白くないね 
•ゾンビが出そ5だね 

n n 
夜にね…ここの灯りの瞬きを見てる… 

何となく分かるよ 

•精密検査を受けろ 

B B B 

cAl\cA 
共两墓地 
•ポクの友*がね「パパを返して」• 

•早く戦争が終わるといいね 
•戦争が終わると 
•結局は、死ぬ奴がマヌケなんだ 

ズイ 

=わると仕事がなくなる 
死ぬ奴がマヌケなんだ 

-ガー两鮮 

C C C I 

^ILl! 

ここの大砌つてお祭りの時しか擊つ… 

•平和な証拠だよ 
•ちつたいないな…… 
•街に向けて擊ちてえ 

C I C | C 

illhi 
谶止壤 
ねえ、外国ってどんな所？ 

•素敵なところ 
•今度一緒に行こう 
•国外にある国 

ビ チ 
何さ？ジロジロJ 

可愛いと思ってね 
セクシーだね 
メチヤ似合わねえ 

(WC浴：， 
]見て… 

8角） 
...EMESES 

C C C 

ヒ_チ（灞水浴以外： 5〜9〜10月） 
つて… いいよね、こ3い3の 

二人つきりだしね 
絵画的だよね…… 
少し寂しいけどね 

キミつて、B史とかそういつたのつ 

考古学的に説明する 
面白おかしく説明する 
相手に説明を求める 

]場所の好感度\ 〇 

=壩所の好想度 

この興になんかやましい物でもあつ… 

•古代人の秘宝 
•古代人の秘密兵器 
•宇宙人の遺体 

J場所の好想I 

-度でいいからあの灯台をBか5じ… 

•船乗りと同じ気持ちで？ 
•どっから見ても同じだよ 
■夜の台は□マン漂うしね 

好感度 

場所の好想度 

キミここへはよく来るの？ 

•戦友の墓参り程度に 
•次の戦争後永住する 
•ここが好きだからね 

J壩所の好感度 

«な事闉くようだけどキミは何で讎… 

•キミを守るためさ 
•誰かを守るためさ 
•出世するためさ 

^[壩所の好感度 

キミって次は、どんな所へ行くの？ 

•恐らく、故郷に帰る 
•君となら何処へでも 
•お前がいない所 

好感度： 

C C ! D 

J[壩所の好想度1 〇 

6 

さあて…*ぐぞお、ポクって走るの… 

•競争しよう 
•万能だね 
•両生類め 

J壩所の好感度 

好き 胡き |さて、何しよっかね？ 

C A I •追いかけっこしよう 
B B I •砂でお城をつくろう 
C C 1 •思い切って泳ごう 

»感度1〇 

I A [ A A 
I C i c c 
[d Id d 
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12月9日ハンナ^)誘拐を知らされる 

•お91歸いに行く 

看護J•(テデ%—）と会う 

•まず容臞を■く 

•裏から回り込む 

籲窓から侵入する 

•当たり前だ 

部屋に戻る 

その他条件_ 
逃げた猛獣を退治しないか、退治に失敗する 

イベント内容_ 
D26年12月2日に発生する猛獣脱走のイベン 
卜時に、退治に行かないか退治に失敗すると 
ハンナが虎に襲われて入院してしまう。翌週 
に、病院へお見舞いに行くことはできるが、 
テディーによってケガの容態が説明され、面 
会を拒否される。ただし、無理矢理会うこと 
も可有gだ。1月7日に、全快して退院する。 

お見舞い_ 
テディーに面会を拒否されても、強行突破か 
裏から回り込む方法を選べる。強行突破は必 
ず失敗するので、裏から回り込むこと。窓か 
ら侵入するとき、好感度が低いと拒否されて 
しまう。無事に会って「当たり前だ」を選ぶ 
と、退院したときに知らせに来てくれる。 

gハンナ入院 

Rランダムイベント：発生がランダム +固定イベント：期閜内に必ず発生 

94 Mitsvimctc Knight 

|必須イベント：グッドエンデイングに必要 

94 ^ 

ノレナの湖■イベン 
ィべン 

ハンナの場合、プリシラ、ソフィア、リンダ 
の3人とは知り合いになっておくといい。 

ィングるた^^ 

パラメータ以外は、とくに気にする必要はな 
し、。デートにはこまめに誘っておくこと。 

ハンナとのエンデイング条件 

•必要八ラメータ# 
学問： 20 礼法: 20 魅力： 20 
信仰： 20 剣術： 50 馬術： 50 
評判： 25 
その他：とくになし 

參必須イベント參 
とくになし 

g花屋にて 
発D26年7月29日〜DS6年9月S日 
生027年7月21日〜D27年9月30日 
日1328年7月20日〜D2B年9月28日 

その他条件 
花屋でアルバイトをする 

イベント内容 
花屋でアルバイトをしていると、同じく花屋でアル 
バイトをしているハンナと出会う。以後、休みのと 
きはハンナのチビキャラが応援してくれる。 



その他条件_ 

遊歩道でデートをする 

イベント内容_ 

遊歩道でデートをしていると発生するイベント。ハ 
ンナが欄干の上を歩いて、コケてしまう。ここでは 
「大丈夫か」と心配してあげるといい。 

遊歩道でデートIsば;口 Vv ノ^*’〜-JL日D28年10月5日〜D29年2月25日 

@銀月の塔でデ-卜I_ 

その他条件 
銀月の塔でデートをする 

イベント内容 
銀月の塔にある展望台でデートをすると発生するイ 
ベント。せっかちなハンナが、展望台に素早く登っ 
てプレイヤーをせかしてくる。 

黄金由 If Vs^y■ B D28年8S1日〜D28年8月30日 

その他条件 
黄金虫についての情報を聞く 

イベント内容 
黄金虫を探しに行くと、途中でハンナに会っていっ 
しよに探すことになる。いっしよに探すのを拒否す 
ると、メネシスに黄金虫の正体を教えられる。 

かの 
わ正 

う知 

_ 

0ハンナの朝練〕|==:上謹 

その他条件 
平日コマンド実行中 

イベント内容 
平日コマンド実行時、月曜日に朝練をしているハン 
ナに出会うイベント。声をかけると、一生懸命練習 
している理由を話してくれる。 

►紳士的に' 相手を気？！ 
つてあげるのが基本 

chapter 4 



リイ• % 

■-穿麟- 
□■Jィ 
□ 

ドルフアン学園の中等部に通ろ、可 
愛い物が大好きな女の子。近所に住む 
レズリーをお姉ちゃんと慕っている。 
かなり夢見か方なタイプで、王子様が 
迎えにきてくれると信じている。ただ 
し彼女の王子様は、紳士的でカツコよ 
く、彼女がピンチのときに助けてくれ 
る人のことらしい。少し子供っぽいが 
子供扱いされるのを嫌っているそ。 



ロリイ•コールウエル 

- F 

ロリイが犬に襲われているところを助けると、 
レズリーが登場して礼を述べる。ふたりが名前 
を教えてくれるので、こちらも名前を教えると 
知り合いになれるぞ。このイベントは水曜日に 
発生。ハンナと同時には出会えないので注意。 

ロリイと親しくなるには 

埋强(D男性を目指して 

□リィの王子様になるためには' 彼女をしっ 

かりと守ってあげられる人にならないといけ 

ない。また、彼女を子餅及いせず、一人前の 

女注として扱ってあげるのもポイントだ。 

子餅及いされるのは嫌いだが、やはり子供な 

ので楽しいところが大好き0また、静かな場 

所よりは、人の多いところのほうが好みだ。 

かわいさが魅力 
ラブリーな水着を着て 
海辺ではしやいでいる 
ロリイは、サイコーに 
キュート！守ってあ 
げたい……。 



6 

I:ぬ沿ブ—* 也^^^^^^^ 
オススメはキャラウェイ通りでの買い物 
会括では子mいしないこと 

□リイの好きな場所は喫茶店。それだけに 
喫茶店のある□ム□坂には誘いやすいぞ。ま 
たレズリーとシヨツビングすることが多いせ 
しめ、、キャラウェイ通りも結^いやすい。 
会話では、絶対に子餅及いしてはいけない。 
またワガママちなるべく聞いてあげるように 
しよう。自分は大人になり、子供だけど子供 
扱いしない、これが重要なのだ。 

匕プテイツク 
ねえねえ、お兄ちゃんこれ、ロリイ 

•すごく、よく似合ってるよ 
•少し大人っぼ過ぎないか？ 
•ガキに合5衣装なんかない 

^霣金属店 
ロリイち、どれか一つ欲しい〜 抑 好き 故き| 

•誕生日に興ってあげるよ 〇 〇 B 
•婚約する時買ってあげるよ D □ A 
•甘ったれるな、クソガキ 

.上: 
F 

►レストラン 
麴味しい〜お兄ちゃん、これ美味し… 

-至高という言葉に値する味だ 
•自分は家庭の味の方が好きだ 
•まさに生ゴミ…シェフを呼べ！ 

匕酒場 

ロリィねぇ、お城みたいな衣装部屋-‘ 

•着るだけで大変だ 
•かわいい夢だね 
• aぼけろ、ガキ！ 

お兄ちゃん、口uィ、どれが似合う_ 

•ダイアモンド 
•トパーズ 
•ガーネツト 

あつ、ニンジン…CPJィ、これキラ… 

•好き嫌いはいけない 
•ニンジンは美味しいよ 
•自分はメ□ンが嫌い 

J場所の好感度[X 

►ダンスホ—ル【ダンスの成功率：（礼法+魅力K2之レベルで成功】 1場所の好感度「〇"| 

成功：お兄ちゃんてすつごくダンス… 

•□リイが相手だから 
•まあ王子様だからね 
•そんなことないよ W\ 
匕トレンツの泉 
ねえねえ、一繾にお騙いしようよ！ 

•そ5しよ5 
•遠慮するよ 
•勝手にしろ 

失敗：お兄ちゃん…へ夕だよ〜 蕾通1好き 胡き 

•□リィが相手だからね E I E wm 
•ごめんよ、苦手なんだ C I C C 
•そんなことないよ D I D 

でも、何度もお願いしてるのにちつ… 

•泉の女神様も忙しいんだよ 
•そんなの迷儒だからね…… 
•願いが大きすぎるからだ 

会括選択による女の子の反応A=最良 

Mitsvimctc K”ぢVit 

B=よいC=普通D=やや慝いE=悪いF=最悪 



ロリイ•コールウエル 

►罾■の口 
ちょつとコワイけど手を入れてみよ… 

•危ないから止せ 
•一緒に入れよう 
•さっさと食われろ 

1場所の好感度 
ねえ、お兄ちゃんは*ベられた事… 

• □リイの事で、ちよつとね 
•嘘はつかないから、ないね 
•そんなのは所辁迷信だから 

フラワーガーチン（4〜5月）_ 
お兄ちゃん、お兄ちゃん！この… 

•本当にきれいだね 
•それはど5かな？ 
•植物は嫌いなんだ 

□E3S3T 
A A A ■ 

^ l Eo I 

J場所の好感度 
Iお兄ちゃんにお花の首*りをつくつ… 

•恥ずかしいからいいよ 
•お花が可哀想だよ 
•そいつは孀しいな 

6 
フラワーガーデン（9〜10月） 
え…と、お兄ちゃんダリアの花言葉… 

•移ち‘…… 
•愛情 
•ダリア 

J場所の好感度[◎ 

ぉ花ってどぅして眹くのかな…？ 

•実をつけるためだ D 
•見て霣いたいから B 
•花の勝手だろうが E 

瞑茶店 
お兄ちゃんは何注文するの？ ロリ" 

•ブレンド 
•マニュ 
•プリン 

]壩所の好感度\ 〇 
チヨコレートたつぶりのDXチヨ：]… 

•やっぱり子供だな 
•二人で食べよう 
•自分はコーヒー 

大好き 

I D 
D 
C 

D 
A 
c 

► $木遵(3〜5月）]壩所の好感度 

ねえねえ、お兄ちゃん譽つて好き？ 

•春は好きなんだ 
•春は好きでない 
•春巻きは好きだ 

魈木遵(6〜8月）場所の好感度〇 

B B B 

あ一っ！あそこ…子aが木の上から… 

•登って助けてあげよう 
•猫だから大丈夫だって 
•登って助けてあげたら 

魃木道（9〜11月） 
ロリイとお兄ちゃんつて…どんな*… 

•恋人に見えるよ 
•兄妹に見えるかも 
•親子に見えるかな 

]場所の好感度 Iお兄ちゃんにとって秋って何の秋な… 

•芸術かな 
•食欲かな 
•読書かな 

好感度〇 

isieSe 
B B B 

鼓木道（12〜2月） 
お兄ちゃん寒いよお… 

•肩を抱く 
•手をつなぐ 
•抱つこする 

Iいいなあ…一回でもいいから氷の上… 

•急に割れるから危ないよ 
•自分の故郷では凍ったよ 

こて手ブ 

場所の好感度fo 
；：の上…"d 

•冷たくて手がしびれるよ 

ねえ…お兄ちゃんロリイ、遇屈だよ 

•そうだね、帰ろうか 
•もう少し見ていこう 
•芸術に疎いガキめ… 

]壩所の好感度 

お兄ちやんはどれが*に入つたの？ 

••■•受付嬢.…… 
•裸婦像 
•風景画 

D D D 
D DID 
B BIB 

シアタ 

•面白かったね 
•なかなかだつたね 
•面白くなかったね 

Cr今 

j壩所の好感度 

區}漏區} 

lll&3 
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邏動公■ (4〜12月） 【運動の成功率：（剣術+馬術)+2きレベルで成功】i 

お兄ちゃんならばつちりだよね 

•ばっちり 
•まあまあ 
•だめかち 

/ ■_■■na\ 
TBらしい_果を^ AAA fひどい繾渠*^ 
出した壩合^ B B B |出した場合J 

壩所の好感度J △ 

級技場（1〜3月） 
あそこにいる人たちつて…お兄ちや… 

•いや、自分の方が強い 
•どっこいどっこいかな 
• 3 7秒で殺されると思う 

J壩所の好感度|"a 

サーカス 
すつご〜い！ねえねえ、お兄ちや… 

•確かにすごいね . 
•全然すごくない 
•ガキの遊びだ 

お魚さん見えるかなあ？ 

魚のいる場所を指さす 
そっと彼女の肩を抱く 
本気で運河に突き落とす 

B I B I B I 

][場所の好感度\ 〇 
※空中ブランコ、猛獣ショー、 
ピエロの演舞の3パターンがあるが 
女の子の反応はどれも同じである 

レッドゲート 
ねえねえ、この鬥の向;：3つてどう… 

fだよ 
Iだよ 

異次元だよ 

•荒野だ 
•戦場だ 

]場所の好感度 

お兄ちゃん、ロリイ、あの豔の上を…p 

•軍事関係者以外ダメだよ 
*今度、頼んでみるよ 
•かなり高いから怖いよ 

►ゴンドラ（5〜10月） 
いい*めだね E3E3BS' 

•流れる景色が、きれいだしね 
•君のそばに座つてられるしね 
•冥途の渡し船みたいだからね 

場所の好感度 

ゴンドラつてら<ちんでいいね 

•水をすくつてかける 
•魚を捕まえてみせる 
•酔って吐いてみせる 

好感度 ◎ 

D D I D 
A A A 
D D |D 

教場（4〜11月） 
ねえねえ、白いお馬さんはいないの• 

•いつか自分が乗せてあげるよ 
•茶色い馬じゃダメなのかい？ 
•白は赤の次に美味しいからね 

牛さんて大きいね… 

牛乳をたくさん飲んでるからね 
食べられるために太つてるしね 
あの揺れるバストがたまらない 

細区 
お兄ちゃんこつちこつち 

•迷子になるぞ 
•熊に襲われるぞ 
•Bいて帰るぞ 

あ、あそこに何かいたみたいだよ 

•幽靈かもね…… 
•プラズマだよ 
•アライグマだよ 

萬 願（4〜9月） 
でも…何*にもない…□uイ… 

じや一緒に探そうか 
雲は水蒸気だからね 
小学校からやり直せ 

おやつ、持ってくればよかったな… 

•遠足じやないんだぞ 
•パナナなんかどうかな 
•今度は持ってこようね 

]^壩所の好感度I ( 

会話进択による女の子の反応A=最良 

Mitsvimctc Knight 

B=よいC=普通D=やや思いE=悪いF=最悪 



ロリイ•コールウエル 

wmm 
うわあ…ポロポロどれぐらい音に出… 

•君のおじいちやんの時代 
•ざつと二千年ぐ5いだよ 
•千五百光年ぐらいかな 

003^1 
D D D ■ 

]場所の好感度] 〇] 

|お兄ちゃんてこういう古いモノにB" 

•考古学的に説明する 
•面白おかしく説明する 
•相手に説明を求める 

雄月のS 
ねえねえ、お兄ちゃん見て見て！ 

•ドルフアンって美しい街だね 
•まるでミニチュアの街だね 
•高い場所って怖くない？ 

!場所の好感度 

夜聚：ねえねえ、お兄ちゃん見て 

•あの灯りは生活の灯だから 
•まるで宝石箱のようだね 
•君の方が、きれいだよ 

好感度◎ 

I3E3ES 6 
地下墓所 
お兄ちゃん、なんかもうBきてきち- 

じやあ帰ろう 
もう少し見よう 
独りで帰れ！ 

宝物って何かな？ 

•死体 
C || •お菓子 

金貨 

J壩所の好感度 △ 

..ClEaBS 
D D D 

お兄ちゃん、瀉つて大きいね wa 1好き1 大好き 
•そ5だね D 〇 E1 
•そ5かな？ D D D 
•当たり前だ E LU 

]壩所の好感度 Iそんな時お船って、どうするんだろ？ 

•その時は笛で知らせるんだよ 
•そんな時は船は出港しないよ 
•野生のカンがあるから大丈夫 

好感度 

I C C C 
:C C C 
! C C C 

共卸 mm 
載場で死んじやつ ここつて載壩で死んじやつた人が眼… 

早く戦争が終わるといいね…… 
戦争が終わると仕事がなくなる 
結局は、死ぬ奴がマヌケなんだ 

B B I B I 

^11^1 

]場所の好感度|"a 
|お墓つていつ来ても静かだよね 

•幽靈がでるかちね 
•じゃあ騒ごうか？ 
•自分達も静かにしよう 

Xイーガ- 
うわあ…すつごいなあ…これ撃つた… 

でも擊つ時は誰かが傷つくんだよ 
花火の打ち上げに使えばいいのに 
今度お前の家に擊ち込んでやる！ 

c 〇 隊 

?ii mi 

壩所の好感度 

Iお兄ちゃんはどうして兵隊さんにな… 

•□リィを守るためさ 
•食べていくためだよ 
•かつこいいからかな 

C C A 

〇 

—液止壩 
ロリィも一度でいいか5外■に行つ■ 

_外国に行った事がないんだ？ 
それなら、今度一緒に行こう 
夢見てんじやねえ、ガキ！ 

]壩所の好想度1 = 

あの船に乘ると外国に行けるんだよ… 

•だから何だ？ 
•大きな船だね 
•船は酔うんだよ 

ビ■チ（澜水浴： 7〜8月） 
えへへ…この水着似合うでしよ？ 

可愛いと思うよ 
セクシーだね 
似合わねえ…… 

A A A I 

■ I lLLI 

]場所の好想度1 〇 

■あ、お兄ちゃんて泳げたつけ？ 

•ちちろん 
•犬かきなら 
•かなづちだ 

ヒーチ 
お兄ちゃん嫌もいなぐ 

二人つきりだしね 
絵画的だよね…… 
少し寂しいけどね 

K浴以外: 
て静かだよ 

5〜6月、9〜10月） ]場所の好®度 

お兄ちゃん何しようか？ 

•砂でお城を作ろう 
•貝殼でも探そうか 
•思い切って泳ごう 

好感度 

B B I B 
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その他条件_ 

シアターでデートをする 

イベント内容 _ 

シアターでデートをしていると、ロリイが眠ってし 
まう。終わっても起きないので、背負って帰り、寝 
たことを怒らないようにすること。 

U」」ィ奴跡//:ン> 

ィタ 
□リィ相手には' 大人としてふるまうのがポ 
イント。レズリ•一、ジーンとの絡みもあり。 

ング棚る^^ 

必要パラメータは低いが、やや高めの騎士評 
価が必要0 -騎討ちなどで上Iナておこう。 

□リイとのエンデイング条件 

參必要パラメータ♦ 
学問： 20 礼法: 20 魅力： 20 
信仰： 20 剣術： 20 馬術： 20 
評判： 50 
その他：とくになし 

參必須イベント# 

とくになし 

⑧^コを拾う迪EEiHEE ° 
その他条件 
訓練所コマンドを実行しているとき 

イベント内容 
学校の前でロリイと出会い、拾った猫を見せてくれ 
るイベント0とくに選択はない。このイベントは、 
あとでジーンのイベントに関係してくる。 

10 口 Uィ迷子!7 
発026年9月29日 
生D27年9月29日 
日028年9月29日 

その他条件 
収稽祭にいっしょに行くこと 

イベント内容 
収穫祭で大会に出場したあと、戻ってくるとロリィ 
がいなくなっている。ロリィを探して、見つけたら 
「迷子じやなくてよかった」と声をかけよう。 

(0)シアターでデートIfw 

102 

@ランダムイベント：発生がランダム固定ィベント：期間内に必ず発生 

Mitsvimctc Knight 

|必須イベント：グッドエンディングに必要 



その他条件_ 

デートで待ち合わせをする 

イベント内容_ 

デートの待ち合わせ場所でロリイを待ってい 
ると、ロリイが誘拐されたという情報を入手 
する。ロリイを探し出すには、住民に聞き込 
みをするか、野生のカンに頼ることになる。 
野生のカンに頼った場合、たとえ場所を間違 
えても、ロリイの所に無事にたどり着くこと 
ができる。 

レズリーと出会う 
住民に聞き込みをして、情報を手にいれた場 
合、駅でレズリーと出会える。レズリーに情 
報を教えると、ふたりでロリィを探すことに 
なり、地下墓地で無事発見できる。ただしこ 
の場合は、グラフィックが表示されない。な 
お聞き込みは信仰がレベル以上だと成功だ。 

參己を信じて、野生のカンに頼る 

•遺跡区の一画 

ロリイを発見する 

_ナワを解いてやる 

-A a ^=3e4B 、壺027年10月6日〜028年3月30日 ^ ( 

曾j ロリイRH J b D28年10月5日〜DS9年2月二日I 

驗挪区でデートI醫SEES Ii 
その他条件 交*r 

森林区でデートする 

イベント内容 I 

秋に森林区でデートしていると、ロリィがキノコを 
見つけるイベント。ただし、ロリィの見つけたキノ 
コが無事食べられるかは不明だ。 

@喫茶店でデートliE筠造11 ”” 
その他条件 
喫茶店でデートをする 

イベント内容 
喫茶店でデートすると、ロリイがおごってほしいと 
言ってくる。気前よくおごってあげると、喜んで甘 
い物をいっぱい頼むぞ。 

►「誘拐犯の好きにさせてお 
く」を選ぶと、ロリイは2度 

と出てこなくなるので注意 
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趣 

L/XU— • 

声優：岩男潤子 

#レファン学園高等部に通ろ女の子 
両親が地方都市のダナンに赴任中 
¥、アバートでひとり暮らしをし 

g”る近所に住む□リィとは、姉妹 
i然の仲のよさ。絵描きだった叔父の 
i^h?、スケッチブックを持って、絵 
を^aいていることが多い。学校では多 
く#の下級生に慕われている。強そうに 
見えても寂しがり屋なタイプなのだ。 

性格 ぶつきらぼう 

趣味 絵を描くこと 

好ぎな所画廊 

mmm両親と暮らすこと 
理sの男性自分を理解してくれる人 

喜ばれる誕生日プレゼント 
版画集 

画材一式 



レズリー.ロピカーナ 

レズリーと親しくなるには 

理90)^性を目指して 

普段はなにかと気が強いレズリーだけど、 
そんな自分を理解して、包み込んでくれるよ 
うな男性を望んでいる。強がっていてもまだ 
子供。叱るときは叱る大人の態度を取ろう。 

風景画を描くことが多く、ひとりでいるこ 
とにも翻感を感じないタイプ。野外に出る 
のがわりと好きなようだ0 

r•出会い# 

期間 
D26年4月16日〜D26年9月27日 
D27年4月1日〜D27年9月26日 
実行コマンド 
礼法、信仰、馬術 
その他 
ロリィに話しかけようとすると、突然殴りかか 
つてくる。どうやら変質者と間違えられたらし 
い。ここで名前を聞くと、素直に答えてくれて 
知り合いになれる。このとき、同時にロリイと 
も知り合うことができるぞ。 

スラ1Jとした脚線美 
制服を脱ぐと、高等部 
の生徒とは思えないほ 
どセクシー。ビーチに 

寝そべって遠くを見つ 
める姿にクラクラ！ 

必要ノゞラメータ 
学力：一 礼法： 5 魅力：一 
信仰: 5 剣術：_ 馬術： 5 

copter 4105 



f.一Si!纖 
誘うなs通明*あたりがベター 

会括では、大人棚性の態度を取ろぅ 

風M画を描< ことが多し、ためか、野外や遺 
跡がある場所には誘いやすい。ただし、カナ 
ヴチなので、春や秋のビーチはともかぐ海 
水浴は断られやすしVDで注意すること。 
会話では、普通なら嫌われそうな強めの態 

度でも、怒らずに話を聞しVCくれることがあ 
る。逆に女の子にこびるような会話は嫌わ 
れやすいので避けるように。 

►プチイツク 

|気睛らしに2、3着買ってくかな… 普通 好き 嫌き 

| •どうぞごゆっくり B B B 
■ •さっさとしてくれ D D D 
1 •よくそんな金があるな C C C 

.澱S属店 

|アクセサリーつてのは好きな方だか… m ca 

| •そのままで充分きれいなのに D D D 
■•宝石は一種のステイタスだから C C C 
1 •ガキが、ぜいたくしやがつて B B B 

.レストラン 

|こんな味だったかな…？ハハ…五逢… 彗通 好き 故き 

|•至高という言葉に値する味だ B B EI 
■•自分は家庭の味の方が好きだ D D D 
■•まさに生ゴミ…シェフを呼べ！ 

JJ 
E 
JJ 

匕酒場 

何だかんだで洋明って増える一方な… 

•自分に譲ってくれ 
•捨てればいいだろ 
•寄付でちすれば？ 

I 場所の好想度]© 

アンタか3見て、あたしに何が似合…C 好き 大时 

•ダイヤのベンダント D D D 
•サファイアのブローチ B B A 
•ルビーの指輪 C C C 

I場所の好感度1〇 

でも、残すと母さんが無理矢理食べ• 

•自分も人参は嫌いだな 
•好き嫌いは良くないよ 
•きびしい親御さんだね 

D D D 
C C C 

I 場所の好感度]X 

タンスホール【ダンスの成功率：（礼法+魅力K 2きレベルで成功】 [場所の好感度 

成功：ふうん…ちよつと*外だった… 

君も上手だったじやないか 
ダンスには自信があるんだ 
何度も足を踏みやがって！ 

失敗：ちよつと安心したよアンタも… 

•申し択ない…… 
•こdいうのは苦手だ 
•お前がへボだからだ 

B B B 
A A A 
F丄F D 

トレンツの泉 

ま、でもシヤレで入れてみるのも*•• 

何をお願いするつもり？ 
シヤレで願っても意味はない 
そのコインを恵んでくれ… 

そういえぱこの前の願いはまだ叶つ 

•叶うと思えば叶うものだ 
•気づいていないだけかも 
•日頃の行いが悪いからだ 

[壩所の好感度I〇 

だ叶，.[ 

C | C C 

会括遇択による女の子の反応A=最良 B=よいC=普通D=やや思いE=悪いF=*悪 
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フラワ■■ガーデン（9〜10月） 
TSBSSSS 

D D D 

そういやあダリアの花言葉を知ってる… 

•「移り気」だったはず 
……知るわけもない 
•お前は知つてるのか？ 

Iちよつと*い暫くスケッチさせてく 

•花の間でポーズをとる 
•とりあえず昼寝する 
•悔しいので花を荒らす 

場所の好感度》〇 

暖茶店 
バイト先に客としてくると何だか落… 

ブレンド 
マニュ 
おまかせ 

自分が、あのウェイトレス運と同じ… 

何故パイトを？ 
似合ってるよ 
それが仕事だよ 

S木遵(3〜5月）]場所の好感度 ►鼓木道(6〜8月）]壩所の好感度 ◎ 

でも絵を描くときは春の柔らかさよ… 

そろい5ちのなんだ 
春は嫌いなのかな？ 
心が寒そうなヤツだ 

あん…？何か閎こえるな？ 

•降ろしてあげよう 
•降ろしてあげたら 
•放っておくに限る 

舷木道（9〜11月） 
小さい頃よく落ち葉を拾っては引き… 

自分もやった 
何の為に？ 
くだらない… 

B B B I 
D D D I 
c 1 C 1 c JI 

Iこういう道を歩くのには良い季節だ… 

•特に恋人同士にはね 
•絵画の中みたいだね 
•夕暮れは特に良いね 

迪木道（12〜2月） 
ここら辺りも給になる風*！になって… 

肩を抱く 
手をつなぐ 
足踏みをする 

■蕾通 好き 大好S | All函は冬がいいんだま、あたし…P 好き き 

E E A V •何故、冬が良ぃの？ 1 C I C C 
D D B ■ •絵としては寂しいよ C C C 
D D D 1 •寂しい心の証だょ しE J E D 

Mの口 
Bつきに饔拜を下す口か… 

•それは同感 
•こんなふざけた顔なのに？ 
•リゴデイツト……つて誰？ 

|ttつきに審判を下す口か… 

•大声を出しておどかす 
•「僕は好き？」とたずねる 
•自分も一緒に手を入れる 

►フラワーガーデン(4〜5H) 
花を愛でる柄じやないけど…この花•• 

•本当にきれいだね 
•それはどうかな？ 
•植物は嫌いなんだ 

こうして花に囲まれてると子供の頃… 

首飾りを作る 
花束にして贈る 
草笛を鳴らす 

chapter 4 



邏動公■ (4〜12月） 【運動の成功率：（剣術+馬術)+ 2gレベル 

そういや自信あるのかい？ 

ばっちり 
まあまあ 
だめかち 

I出した場合r B B B I 

]場所®好感度〔〇 

ひどい結果を| 
出した壩合| 

觼技場（1〜3月） 
なあ…どいつが務つか金でも賭けな… 

望むところだ 
嫌なこった 
金が無い…… 

I場所の好感度= 

サーカス 
サーカスは面白い空間だな子供だけ… 

自分は大好きだ . 
いや子供だましだ 
一緒に入団しよう 

しつかし…この辺りはアベックが多… 

•僕ら二人も含めてね 
•彼女と来ればよかった 
•石でも投げてやろう 

レッドゲート 
，大丈夫 

それはど5して？ 
きっと大丈夫だよ 
今頃死体になってるな 

ゴンドラ（5〜10月） 
あたし、こ3いうのつてダメなんだ… 

そ3だね、帰ろ3 
わがままな女だ 
ねえ…乗ろうよ 

败場（4〜11月） 
こんな所で家族一緬に藝らせたらい… 

きっと実現するよ 
厳しい日々もあるよ 
夢見てるんじやない 

森林区 
絵にするには鼸通だけどどうも薄気… 

•大丈夫、そばにいるから 
•死体を埋めるには適地だね 
•騒いでも_駄だ……ククク 

畐 
さてスケッチでちするかな 

どうぞご自由に…… 
紙を一枚分けてくれ 
その態度はなんだ？ 

B B B 

J場所®好!SJS [〇] 

※空中ブランコ、猛獣ショー、 
ピエ□の演舞の3パターンがあるが 
女の子の反応はどれも同じである 

"T場所の好感度 〇 
IIさすがに魚はいないかな… 

| •魚のいる場所を指差す 
I •そっと彼女の肩を抱く 
| •本気で運河に突き落とす 

1場所の好感度 △ 

|闐いていいかな…アンタから見て… 

|•かなりの確率で負ける 
£ •無論、自分がいるから… 
1 •勝つか負けるか賭けよう 

D D i D 
DIB 
D|D 

1場所の好感度| △ 

J場所の好感度I 〇 

自慢するわけじやないけどあたし乘• 

•どこで習ったの？ 
•今度見せて欲しい 
•それは自慢だ 

場所の好想度l_A 

こんな所だとドジBんだら嚴後迷つ 

•自分がいるから大丈夫 
•左手で壁を触って歩くんだ 
•君とならば遭難してもいい 

ところでアンタ何やつてるんだ？ 

•一緒に寝転ばないか？ 
•高山植物の観察だよ 
•ほふく前進の練習さ 

I場所の好感度 

会話選択による女の子の反応八=鼉良 B=よいC=普通D=やや悪いE=悪い卩=鼉悪 
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レズリー•ロピカーナ 

神败跡 
まさに建築興だな…見ていてBきが… 

さすが建築史に残る名作だよね 
危ないから、もう戻ろうか 
軍部に上申して取り壊して貫おう 

i場所の好感J 
[あんたこ3い 

•考古学的に 

ういう邋Bとかって詳しい… 

杓に説明する 
•面白おかしく説明する 
•相手に説明を求める 

好感度て© 

A A A 
D D D 
B B B 

»月の« 
相変わらず、いいRめだ… 

ドルフアンって美しい街だね 
まるでミニチュアの街だね 
高い場所って怖くない？ 

B B B I 
C C C I 
D D D | 

；場所の好感度 

■見なよ…美しい街だな 

•あの灯りは生活の灯だから 
•まるで宝石箱のようだね 
•君の方が、きれいだよ 

6 
地下慕所 
残*だな…相変わらず中に入れない… 

それは興味を引くね 
模写がどこかにあるだろ 
ゾンビが出るからね 

’ 

|国の文化部はここを一败公闋する81… 

•見ても仕方ないだろ 
-今度掛け合ってみるよ 
•なら強行突破しよう 

E場所の好想度I ( 

r^：：：...n3EaS 

tl台 
邏河沿いと違ってここはアベックが… 

ほら、ここに1組いるよ 
さびしいじやないか…… 
石を投げる相手がいない 

tしみたいなヒネたガキ… 

•難しい質問だね 

Iど3してあたI 

•難しい質問； 
•楽しいからだよ 
•好きだからね 

場所の好感度| 

共和薹地 
どこの馬應か知らないが戰争なんか… 

早く戦争が終わるといいね…… 
戦争が終わると仕事がなくなる 
人なんかノてンノ（ン死ぬだろうね 

丨場所の好感度i 
よくここへは来るのかい？アンタ 

•戦友の墓参り程度に 
•次の戦争後永住する 
•よく分かってるね 

►ズイーガー路鮮 
海側は平和だな…Bでは戰争やって… 

海軍のお陰だね 
この砲台があるしね 
でもいつか海底人が 

Iなあ…アンタは何で钃兵なんかやつ 

•誰かを守るため 
•自分向きだから 
•大金を稼ぐため 

外Bか…あたしには一生*がないな 

船に乗ればすぐだよ 
今度一緒に行こうよ 
売り飛ばして てやろうか*? 

(澜水浴: 

次はどこへ行くつもりなんだ？ 

•恐らく、故郷に帰る 
•君となら何処へでも 
•お前がいない所だな 

p場所の好感度r 
[? 

ビーチ 
とにか<、あたしは泳がないよそこ… 

•なぜ泳がない？ 
•ご自由に…… 
•カナジチめ… 

E 
C 
D 

E 
C 
D 

E 
C 
D 

]場所の好想度 

•今日は日焼けに専念するよ 
•お前も死ぬ気で泳いでみろ 

ビーチ（灞水浴以外： 5〜6月、9〜10月） 
海も見ているだけなら慝くないんだ… 

泳ぐのは？ 
絵画的だよね 
寂しいけどね 

B B B I 
C」C丄C  

J壩所の好感度 
Iあたしは霣の海なんかより今の時期… 

•泳がなくていいしね 
•誰もいないからね 
•感傷的になれるよね 
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霧H廊でデ-卜11= 

その他条件 
画廊でデートをする 

イベント内容 
画廊でデートをすると、レズリーがひとつの絵に夢 
中になってしまう。ここは、ひとまず放っておいて 
あげたほうがいい。あとで理由を教えてもらえる。 

⑧秋のae木道でデ-卜 
その他条件 
秋の並木道でデートをする 

イベント内容 
秋の並木道でデートをしていると、大量のカマドウ 
マに出くわすイベント。とりあえず心配してあげれ 
ばいいが、どちらにしてもデートは中断される。 

ランダムイベント：発生がランダム *固定イベント：期間内に必ず発生 

10 Mitsvimctc Knight 

|必須イベント：グッドエンディングに必要 

レブ：」」一^の蔑，!^/ベン如 

□リィといっしよに登場するが、ほかの子と 
絡むイベントはなし。気にせず進めよう。 

ィング 

□リイに遠慮してしまうので、□リイの恋愛 
度がレズリーより下回つている必要がある。 

レズリーとのエンデイング条件 

•必要パラメータ參 
学問： 20 礼法： 20 魅力： 20 
信仰： 20 剣術： 20 馬術： 20 
評判： 25 
その他：□リイより恋愛度が高いこと 

•必須イベント參 
とくになし 

© 喫茶店にて 
(発D26年7月29日〜026年9月2日 
生027年7月21日~D27年3月30日 
B 028年フ月20日〜D28年9月28日 

その他条件 
喫茶店でアルバイトをする 

|イベント内容 
喫茶店でア 

Iァルバィト 
1みにはレズ 

喫茶店でアルバイトをしていると、同じく喫茶店で 
アルバイトをしているレズリーと出会う。以後、休 

ごリーのチビキャラが応援してくれる。 



レズリー.ロピカーナ 

ビーチでデートする 
I 

•r足がつつたjと真剣に助けを求める 

レズリーが助けよろとして溺れる 
I 

•レズリーを助ける 
I 

レズリーを助ける 
I 

翌日、部屋に挨拶に来る 

その他楽件_ 

デートの待ち合わせをする 

イベント内容_ 

サウスドルファン駅でデートの待ち合わせをしたと 
きに、レズリーから酒場に誘われる。酒場に入った 
あと、レズリーの質問に対して一喝するといい。 

その他条件_ 

ビーチで海水浴をする 

イベント内容_ 

海水浴に行くと発生するイベント。海に入る 
のを拒むレズリーに対して、足がつったと真 
剣に助けを求めると、レズリーが飛び込んで 
助けようとしてくれる。しかし、レズリーは 
脚をつってしまい、逆にレズリーを助けるこ 
とになる。このイベントのあとは、レズリー 
はビーチでのデートを必ず断るようになる。 

監視員のお仕事_ 

このイベントは、恋愛度が低くても発生する 
ことがある。その場合、レズリーではなく監 
視員に助けられてしまう。また、レズリーが 
溺れたときに助けないと、やはり監視員がレ 
ズリーを助ける。監視員の仕事は、のぞきだ 
けじやないことがわかるイベント？ 

^酒場でデート？ || 

リ海水浴tアート認5日日 

@砲群でデート 
D26年10月7日〜027年3月31日 

27年10月6日〜D28年3月30日 
28年10月5日〜D29年2月22日 

| VW 

その他条件 
ズイーガー砲群でデートをする 

イベント内容 
ズイーガー砲群でデートをすると、レズリーがのん 
びりと風に吹かれるのを楽しんでくれるイベント。 
とくに選択することなく、感情がよくなるのだ。 

卜S， 

でり 
轉$ 

6 
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►説教して、保護者だ. 

言い切るのも面白い 



^□4 
サクロイド財閥の令嬢で、高飛車な 

態度をとる少女。頭脳明晰でスポーツ 
万能と、性格以外はかなり優秀。自分 
の価値観を強く持っているためか、イ 
ヤミのよろなセリフでも、アツパレな 
印象を受けることもしばしば。とはい 
えかなり自分勝手で、思ったことはす 
ぐ□に出す。ハンナとはスポーツでラ 
イバルだが、負けたことはない。 

麗 

Kr\\sht 



リンダ*ザクロイド 

•出会い# 

リンダと親しくなるには 

理SKOSS性を目指して 

頭脳明晰、スポーツ万能、さらにお金持ち 
という三拍子を揃えてし、る彼女の理想は、と 
にかく自分に釣り合う男性。とくに相手の財 
力に敏感だそ。ひたすら金持ちを目指そう。 

mumi 
お嬢様である彼女は、社交^)な場所を好ん 

でいる0またお金持ちらしく、高級品のシヨ 
ッビングもけつこう好きなようだ。 

必要ノ\°ラメータ 
学力：一 礼法： 5 魅力：一 
信仰： 5 剣術：一 馬術：一 

期間 
D26年4月16日〜D26年9月28日 
D27年4月1日〜D27年9月28日 
実行コマンド 
休憩以外の訓練所コマンド 

その他 
初めに出会ったら「誰だ」と尋ね、財閥の令嬢 
だとわかったら「すごい」とほめたあと、名前 
を名乗れば知り合いになれる。また、クリスマ 
スに知り合いがひとり以下の場合なら、ドルフ 
ァン城に入っても知り合うことができる。 



(のデ^^フ孖ッ 

人を見下すクセのあるリンダは総じてテー 
卜に誘いにくいぞ。 割と応じてくれるのはダ 
ンスホーJUOデートと貴金属店での買し购ぐ 
らい。なかなか振り向し、てはくれなしVDだ。 
会話ではリンダらしく、自分を高貴に見せる 
ような対応を求めている。下手に意見をしよ 
うものなら途端に機嫌をそこねてしまう。プ 
ライドを傷つけないよう気を配ろう0 

◄ダンスホールでのダ 
ンスに成功すれば、か 
なりポイントが高いぞ 

►下手な意見で機嫌を 
そこねずに、しっかり 
とほめてあげよう 

►プテイック 
|私って何でも似合うからaぶのに… 好き 饼き| 

| •地味なBBを選ぶ 1 D D D 
|•派手な服を選ぶ B B B 1 
■•全部持ってくる [c C UJI 
t霣金属店 

'場所の好感度I 
たまには、こ3いった店でR製品… 蕾通|好き 大好き 
•口上はいいから早くしろ F F F 
•なら、ゆっくり選んでくれ C C C 
•一緒に選んであげようか？ D D A 

":場所の好感度 ◎ 

よく好きな男からの贈り物なら安" 

•何故だい？ 
•君は正直だね 
•嫌な女だ 

c c I c !■ 

^ i B, I 
ねえ、私にどれが似合うと*えて？ m 
•ルビー 
•ダイアモンド 
•ジルコニア 

□ 
A 

レストラン 1場所の好感度|=〇 
|味の方も…慝くないわね 1 あら…このスフレ蠢外と上aに仕上… «9 好き 大好き 

|•至高という言葉に値する味だ 
|•自分は家庭の味の方が好きだ 
■•まさに生ゴミ…シェフを呼べ！ 

C 
D 
B 

C 
D 
B 

C 
D 
B 1 

•今度、焼いてみたら 
•自分のもあげるよ 
•なら、また来よう 

D 
D 
B 

D 
D 
B 

D 
D 
B 

L酒壩 i 場所の好感度J x 

ダンスホール【ダンスの成功率：（礼法+魅力2ミレべルで成功】 〔壩所の好感度 ◎ 

あら…ちゃんとダンスのコツを心得•• 

君も上手だったよ 
ダンスには自信があるんだ 
何度も足を踏みやがって！ 

ダンスもロクに躍れないなんて…私… 

申し訳ない…… 
こういうのは苦手だ 
お前がへポだからだ 

トレンツの泉 
私なら金«を投げ入れてよ 

額の問題ではない 
何を願うのかな？ 
その金貨恵んでくれ 

会話選択による女の子の反応八=鼉良 B=よいC=普通D=やや悪いE=^いF=最悪 

Mitsvimctc 



リンダ•ザクロイド 

審判の□ 
この世の人間の手をすべて食べつく… 

•そうだね、誰でも晡はつくし 
•真実だけで生きれば怖くない 
•それは君がウソつきな証拠だ 

^[場所の好感度 

まさかバカな伝税を價じて肝試しの… 

•君もやつてみろよ 
•まあ、そう言わずに 
•本当は怖いんだろ？ 

好感度[〇 

I D D D 

►フラワーガーヂン(4〜5月) 
あら…きれいな花ね…なんていう花” 

•本当にきれいだね 
•君の方がきれいだ 
•植物は嫌いなんだ 

私のような女が立つと美しく眹き!？… 

その通りだね 
3ぬぼれるな 
美も時には罪だね 

6 
フラワーカーデン（9〜10月） 
女にとつても大切なのは美しさ…颼… 

おつしやる通りで 
心の方が大事だよ 
身分の方が大事だよ 

C C C I 
D D D || 
B B B | 

場所の好感度 〇 

■花を見る分には*くないわ 

•首飾りを作る 
•花束にして贈る 
•草笛を鳴らす 

喫茶店 
ロクなメニューがないわね…黌方は… 

•ブレンド 
•マニュ 
•苛性ソーダ 

J場所の好®度 

何か闓きたそうな目ね…？言って… 

•本当に金持ちなのか？ 
•何故、自分と付き合う？ 
•スリーサイズはいくつ？ 

好感度〇 

SIEaES 
c cTc 
C C A 
F F B 

鼓木道(3〜5月）|場所の好感度 木遵(6〜8月）I場所の好感度I 

この季節は嫌いじゃないわ 

恋の季節でもあるし 
でも花粉がつらい…… 
お仲間が多いしね 

子猫が木の上から降りられないようね 

•助けてあげたら？ 
•助けてあげよう？ 
•放っておこう 

魈木道（9〜11月） 
責方も果翱物だわこの私と一緒に… 

•手をつないで歩こう 
•落ち葉でィモを焼こう 
•忍法枯れ葉隠れの術！ 

D D B 

場所の好感度， 〇 I秋と雷えば、爾方は何をaaするの… 

•芸術の秋 
•食欲の秋 
•運動の秋 

BESS 
C ! C | C 
D D D 
B B B 

鼓木遵（12〜2月） 
少し…寒くなつてきたわね 

•肩を抱く 
•手をつなぐ 
*火をつける 

B: 

1場所の好感度1=0 

|今日は週当に切り上げましょうa… 

•どうしようかな…… 
•もっと一緒にいたい 
•じゃあ、そうしよう 

どれか*んで爾つて帰ろうかしら？ 

•風景画 
•肖僳画 
•春画 

]壩所の好想度1=〇 I寅方って絵が好きなのかしら？ 
•描くのが好き 
•見るのが好き 
•買うのが好き 

シアター 

面白かったね 
なかなかだったね 
面白くなかったね 

傻ント 

15所の好感度[ 〇 

E E E ロゼッタ | C C C yf C C C 

IdMdド-} IdIdIdド-9 [rJ— 

cVt^ptcr 4 



，動公■ (4〜12月） 【運動の成功率：（期術+馬術)+22レベルで成功]|場所の好感度| 
^1 

まさか自«ないなんて雷わないで… 

[すばらしい繾果を^i 
^出した場合r 

T3 放き 

Iひどい«果をk 
[出した壩合厂 

普通 大好$ 

•ばっちり 
•まあまあ 
•だめかち 

I 

A 
B 
D 
I 

'E 
E 
E 

E 
E 
E 

E 

E 

^黷技塌（1〜3月） 場所の好感度 

•確かにそうかもしれない 
•いや誇りを懸けた男の戦いだ 
_人を斬る快感を知らないくせに 

サ カス 

皋なる子供だましね…IIていて呆れた… 

確かにそうだね 
面白がってたやん 
不愉快な女だ 

[場所の好感度l A | 

※空中ブランコ、猛獣ショー、 
ピエ□の演舞の3パターンがあるが 
女の子の反応はどれも同じである 

遊歩道 
私と歩ける事を光栄に思いなさい 

魚のいる場所を指さす 
そつと肩を抱く 
本気で運河に突き落とす 

ちよっと私、壜通いだったわね… 

でも誇らしいよ 
いや、馴染んでるよ 
好奇の間違いだろ？ 

レッドゲート 

寅方もまた出擊するのかし5? 

君のために帰ってくる 
自分がいれば百戦百勝 
死んだら墓に花を添えてくれ 

Iこの戰争、勝てるのかしらね？ 

•自分がいるから大丈夫 
•勝つか負けるか賭けよう 
•終わるまで分からない 

ゴンドラ（5〜10月） 

1私は自家用船でないと乗る*が起き… 普通 好き|故き 

I •そうだね、帰ろう K3 13 wm 
■•ねえ…乗ろぅょ E E E 
|•わがままな女だ 

Ld— LL LdJ 
f败壜（4〜11月） 
I家藝特有のこの*いが耐えられない… 

I•ここで藝らしたいな r5~ D D 
■•仕方ない痛ろうか c C c 
| •毎日、豚や馬を食い放題だよ D D D 

]場所の好感度|"a 

J場所の好感度 I責方が乘るとしたらどの馬を選ぶ？ 
•右側の白馬 
•左側の栗毛 
•手前の白黒 

D D I D 

i ill 

これじゃあ服が台無しだわ!！ 

でも、二人つきりだよ 
仕方ない帰ろうか…… 
騒いでも無駄だ……ククク 

もしかして通に迷つてない？ 

•気のせいだよ 
.ギクッ…… 
•何故分かった？ 

U場所の好感度|"a 

好き 大好ぎ 

l H H 
tM m (4〜9月） 
ところで竇方…さつきか5何を… 

一緒に寝転ばないか？ 
高山植物の観察だよ 
息をしてるんだ Tm\ 

Iところで颺方…さつきから何を… 

•君をスケッチ中 
•詩を考えていたんだ 
• ローアングルに8嫌8 

場所の好感度I_ 

:- 

会話選択による女の子の反応A=最良 

Mitsvimctc Knight 
B=よいC=普通D=やや悪いE=悪いF=最悪 



リンダ•ザクロイド 

神16嫌 
保全区i■とはいえ苗壊の)!!険性が离… 

年月を経た証拠だから仕方ない 
危ないから、もう戻ろうか 
軍部に上申して取り壊して霣おう 

場所の好感度fA | 

遺雄を前にしてごでも頂けるの？ 

•考古学的に説明する 
•面白おかしく説明する 
•相手に説明を求める 

颤月の雄 
ここの供望と引きBえなら悪い取り… 

ドルフアンって美しい街だね 
まるでミニチュアの街だね 
高い場所って怖くない？ 

C C C I 

場所の好感度 

3つとりするKめね… 

•あの灯りは生活の灯だから 
•まるで宝石箱のようだね 
•君の方が、きれいだよ 

6 
保全区って展望台以外、ロクな物が… 

いや、これは霣重だよ 
確かにロクな物がない 
だからどうした？ 

]場所の好感度I A 
この典に何があるって雪うのかし5? f 

•金銀財宝に違いない 
•特に無いと思うよ 
•もしかして興味ある？ 

<1—台 j壩所の好感度 
齷がベタつくから困るのよね 

海って感じだよね 
それなら帰ろうか 
剣がサビそ3でイヤ 

何故、責方は私に近づいたのかし5? 

•お金持ちだから 
•友達になりたいから 
•ただなんとなく…… 

好感度〇 

C I C D 
E E A 
B I B B 

共两薹地 J壩所の好感度1= x 

Xイーガー明明 
こんな路台なんか供めて楽しめる神… 

戦争の道具だから？ 
こんなに美しいのに 
楽しませてやる 

D D 1 D I 

D,\i\D,\ 

j場所の好感度[△】 
何故、爾兵をやってるの？ 

•誰かを守るため 
•食べていくため 
•出世するため 

液lh場 J壩所の好感度 
毎年、船の甲板上で私のH生パー… 

今度招待して<れ 
それは良かったね 
成金趣味だな 

今やつている戰争が終わった5次… 

•故郷へ帰る 
•ここに残る 
•また戦場へ 

好感度j〇 

C C I C 
C C A 
D D D 

►ビーチ（澜水浴： 7〜8月） 
私の水着姿なら見とれるのも無理は… 

可愛いと思うよ 
セクシーだね 
似合わねえ…… 

当然、泳ぎは運者でしようね？ 

泳ぎならまかせろ 
犬かき程度なら 
実はカナジチです 

ビーチ（灞水浴以外： 5〜6月、9 
思わず時間が経つのを忘れてしまい…r 

•二人つきりだしね 
•絵画的だよね 
少し寂しいけどね 

10月） 場所の好感度I 
灞騾を闓きながらこうしているのも… 

•砂のお城を作ろう ( 
•追いかけっこしよう 
•波とたわむれよう 

chapter 4 



その他条件 
遊歩道でデートをする 

イベント内容 
遊歩道でデートをしている最中に、リンダの服が欄 
干に引っかかって破れてしまう。リンダはすぐに帰 
つてしまい、デートが中断されるのだ。 

0初夏の海でデート 
その他条件 
初夏のビーチでデートをする 

ィベント内容 
初夏のビーチに行くと、リンダがひとりで波打ち際 
ではしやぐ姿を見られる。とくに選択はないので、 
安心してリンダの意外な一面を見ておこう。 

@ランダムイペント：発生がランダム *固定イペント：期間内に必ず発生 

18 Mitsvimctc Kr\\$ht 

JJングゾン八 

リンダのイベントの多くは、恋愛度が高く 
ないと見ることがでぎない。また、誕生パー 
ティーでは、礼法がプレイヤーのレベル以上 
ないとリンダと上手く踊れないので注意。ア 
ンとのエンディングを目指してし、る人は、リ 
ンダ〇>恋愛度を高めて誕生;、。ーティーに招待 
される必要があるので注意しておこう。 

リンダとのエンデイングのためにはD29 

年1月25日に発生する燥弾テ□で、シアター 
を爆破される必要がある 0 爆弾テ□には' ソ 
フイアかライズの恋愛度が高ければ関わるこ 
とができる。ただしライズの恋愛度が高し塌 
合は、メネシスの恋愛度に注意。仲がよすぎ 
ると、メネシスに阻止されてしまうのだ。 

リンダとのエンデイング条件 

♦必要パラメータ拳 

学問： 20 礼法： 20 魅力： 20 

信仰： 20 剣術： 20 馬術： 20 

評判： 25 

その他：爆弾テロが発生していること 

八ンナ、ライズと知り合っている 

ネクセラリアに勝利 

參必須イベント參 
爆弾テロ、リンダ破産 

_遊歩道でデート]^㈢ssぼぶぼw 
V ノ^ 1 ■ B D2B年4月B日〜028年9月28日 J度-▼ _ 



リンダ•ザクロイ 

誕生パーティーに招待される 

•招待を受ける 

S生パーティー1でリンダに会う 
I 

•紳士的にダンスを申し込む 
※成功すると、グラフィック追加 

I 
•※アンとのエンディングを迎えるなら 
適当に挨拶し、この«を去る 

その他条件_ 

誕生パーティーに招待される 

イベント内容_ 

リンダの誕生パーティーに招待される。断る 
とリンダを怒らせるので、素直に受けておく 
ほうがいい。パーティーでは紳士的にダンス 
を申し込めばリンダと踊ることができるが、 
ダンスを成功させるには、プレイヤーのレべ 
ル以上の礼法が必要。成功すればグラフィッ 
クを見られるので礼法は上げておきたい。 

アンと知り合うために 
招待を受けたあと、適当に挨楼してこの場を 
去ると、途中で船から落ちることになる。こ 
のときアンと出会うことになるが、知り合い 
になるのはもう少しあと。この事件でパーテ 
イーが中断されリンダは怒るが、アンと結ば 
れたいならリンダはそのままにしておこう。 

誰も誘わずにスポーツの祭典に行った場合で 
も、このイベントが発生することがある。こ 
の場合、リンダを応援すると負けてしまう。 
ハンナが唯ーリンダに勝てるケースだが、リ 
ンダを応援しているので、ハンナからは嫌わ 
れてしまうというジレンマがあるぞ。 

スポーツの祭典にリンダと共に行く 
I 

•リンダを応援する 

リンダ勝する 

)誕生パーティー28年7月12日 

只）スポーツの祭典で價D28 

その他条件 
スポーツの祭典にリンダと行く 

イベント内容 
スポーツの祭典にリンダを誘い、いっしょに 

行くとハンナが登場する。リンダかハンナ、 
あるいは両方を応援する選択になるが、どれ 
を選んでもリンダが勝つ。リンダを応援して 
いれば、グラフィックがあるので、とくにリ 
ンダ狙いの場合は必見のイベント。このイべ 
ントが発生した場合、ミニゲームはなし。 

八ンナとの勝負 

►この誕生パ—ティーは、リ 
ンダかアンかの分岐点。どち 

らを優先するか憤重に選ぼぅ 

chapter 4 



その他条件_ 
貴金属店でデートをする 

イベント内容_ 
貴金属店でデートをすると、リンダがプラチナの指 
輪をどこにはめたらいいか聞いてくる。無難なのは 
人差し指だが、薬指と答えるのがベストだ。 

その他条件_ 
ゴンドラでデートをする 

イベント内容_ 
普段はゴンドラに絶対に乗らないリンダが、ゴンド 
ラに乗るイベント。意見を無視して、最後まで乗り 
続けること。ただし、降りたあとは譲歩しよう。 

f ®いつしよに登@1=== 

その他条件 
平日に訓練所コマンドを実行する 

イベント内容 
訓練所コマンドを実行すると、リンダの馬車で強制 
的に送られてしまうイベント0リンダに怒ってもと 
くに問題はないが、リンダの強引さがうかがえる。 

(S) _Jンダ破産 || D29年3月13日 

その他条件 
何らかのコマンドを実行する 

イベント内容 
徒歩で歩くリンダと、学校の前で出会うイベント。 
話を聞くと、財閥が破産寸前だと聞かされる。ここ 
では「頼ってくれ」を選択しておくといい。 

Rランダムイベント：発生がランダム *固定イベント：期間内に必ず発生 

Mitsvimctc 

|必須イベント：グッドエンディングに必要 

©貴金属店でデ口 ミ 

ロンドラでデート1謹w”” I 

►間違つても親指と答え 

るのはやめよぅ 



リンダ•ザクロイド 

プレゼンびは慎重に 

女の子の誕生日にあげるプレゼントは、財カレ 
ベルによって変化する。財カレベルは4段階あ 
るが、「金持ち」と「左うちわ」はプレゼント内 
容が同じなので、誕生日プレゼントはひとりに 

つき3パターン。印象のいいプレゼントをあげ 
れば好感度が上がり、財カレベルが高し、ときの 
プレゼントのほうがより喜ばれることになる。 
アルバイトでお金を稼ごう。 

名前 財カレベル 印象が良い物 印象が普通の物 印象が悪い物 

金持ち以上 愛の詩集 恋愛小説 春画 
ソフィア 小金持ち オルゴール 風鈴 手を叩く猿 

庶民的 調理具一式 画材一式 仏具一式 

金持ち以上 スポーツシューズ タンクトップ パワーアンクル 
ハンナ 小金持ち ジャンパースカート フレアースカート 超ミニスカート 

庶民的 ウェストボーチ リュックサック 五右衛門風呂敷 

金持ち以上 可愛いリボン ヘアバンド 宴会用ハゲカツラ 
□ _Jィ 小金持ち キツネの剥製 ボトスの鉢植え 寄生虫の標本 

庶民的 ブリキの人形 アンティーク人形 呪いのワラ人形 

金持ち以上 版画集 恋愛小説 春画 
レズリー 小金持ち 画材一式 調理具一式 仏具一式 

庶民的 アンティーク人形 ブリキの人形 呪いのワラ人形 

金持ち以上 ダイヤのペンダント ルビーのペンダント ブリキのペンダント 
リンダ 小金持ち ブランド品のバッグ お手頃価格のバッグ お手製のバッグ 

庶民的 純金のリング 白金のリング 黒金のリング 

金持ち以上 革手袋 スカーフ 香水 
ライズ 小金持ち 純銀のナイフ ぺーパーナイフ オモチヤのナイフ 

庶民的 版画集 哲学書 恋愛小説 

金持ち以上 三八式爆竹 花火セット 火炎ビン 
キャロル 小金持ち 手を叩く猿 オルゴール 木魚 

庶民的 呪いのワラ人形 アンティーク人形 ナメクジのロウ細工 

金持ち以上 ブランド品のバッグ お手頃価格のバッグ お手製のバッグ 
スー 小金持ち 高級ディナー券 中華食材セット 非常食セット 

庶民的 ウェディングドレス フォーマルドレス チヤイナドレス 

金持ち以上 ポトスの鉢植え ドライフラワー キツネの剥製 
ジーン 小金持ち 御者用のムチ シルクのスカーフ ブランド品のドレス 

庶民的 調理具一式 画材一式 仏具一式 

金持ち以上 幸福のネックレス 水晶のネックレス 呪いのネックレス 
テディー 小金持ち 医学参考書 考古学読本 呪術解析書 

庶民的 ドライフラワー ポトスの鉢植え キツネの剥製 

金持ち以上 調理具一式 画材一式 仏具一式 
クレア 小金持ち ティータイムセット 抹茶タイムセット べッドタイムセット 

庶民的 お手製のッグ お手頃価格のバッグ 遺体運搬バッグ 

金持ち以上 恋愛小説 時代小説 ホラー小説 
セーラ 小金持ち バラの花束 ドライフラワー ウツボカズラの鉢植え 

庶民的 メイクアップセット ティータイムセット 筋力増強セット 

6 
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魅力：一 
馬術：15 

ヂ#出zsい#- 
必要パラメータ 

学力：一 礼法：一 
信仰：一 剣術：15 

期間 
D26年9月1日〜D26年9月28日 
D27年4月1日〜D27年9月28日 
実行コマンド 
剣術、馬術 

その他 
よそ見をしてたライズと、学校の前でぶつかっ 
て出会う。彼女がこちらを見て、傭兵かと聞い 
てくるので、正直に言うと名前を尋ねられる。 
やたらとそっけない態度を取るが、ちゃんとデ 
一卜にも誘えるので問題なし。 

ライズと親しくなるには 

理性を目指して 

彼女にとっては現実がすべてで、理®とい 

うものがない。飾りのない、現実的な評価を 

見せればいい。ただし、自分が傭兵として、 

実力が問われる世界にし、ることを忘れずに。 

好き 

何事にも淡泊な彼女には、とくに好きな場 

所はない。強いて言えば' なぜか軍事関係の 
場所に興味があるようだ。 

ライス•ハイマー 



いつも臟请ば敵の心1沒く^〇>、 
それi^iを翻した難 

ズィーガー?§?¥ゃ波±場などの海辺の施設 
や、ロム□坂あたりがデートに誘っても断ら 
れにくい。逆にビーチには、たとえ海水浴で 
なくても近づかないため注意しよう。ライズ 
はほめ言葉や、浮わつしすこ言葉では決して喜 
ばない。物事をかなりシビアな目で見ている 
ため、ややキツメの選択に対して共感を覚え 
てくれる。甘い台詞は軽蔑されるだけ。 

◄デートは0Kしてく 
れるけど、会話選択は 
難しいぞ 

►いっしよにいて; 

、の？と聞きた 
5 くらい無表情 

►ブティック_ 
洋Wなんて间種類ち持っていても意… 

•女の子なのに？ 
•そ5い3ちのなんだ…… 
•索直に金がないと言え 

►糞金属店 
残：8だけど私、こ3いった糯に謂味… 

_そのままで充分ぎれいだからね 
•宝石は一種のステイタスだよ 
•金があれば、そ5は思わないくせに 

►レストラン_ 
スイーズランドのべッヘルに■ると… 

•至高という言葉に値する味だ 
•自分は家庭の味の方が好きだ 
•まさに生ゴミ…シェフを呼べ！ 

^ins 

c c c I 
Id L D |D」■ 

■寅方、つきあいとはいえ男が、こう 

•まさに、その通りだよ 
•いや、見てて飽きないよ 
•好きな子となら大丈夫 

|いくら离«な宝石を手にしても明日 

•そう簡単に死なないよ 
•幸せな人たちだからね 
•君、変わってるね…… 

A A A I 

I 

■もう私は格橘だわ…あ、でも■方は… 

•ダイエツト中？ 
•何か悩みでも？ 
•まさかアノ日？ 

J場所の好感度1= X 

►ダンスホール【ダンスの成功率：（礼法+魅力K 2まレベルで成功】 丨場所の好感度 △ 
成功：*外と上手なのね、少し見直… I失敗：ど3やSダンスは苦手のようね 

•君も上手だったよ 
•ダンスには自信があるんだ 
•何度も足を踏みやがって！ 

A 
E 

A 
E 

c |•申し訳ない…… 
I•こ5いうのは苦手だ 
|•お前がへポだからだ 

D 
E 

D 
E 

D 
E 

►トレン1 クの果 !場所の好感度| △ 
こういうのは懦じられないけれどH… m Iもし願うとしたら罱方は何を？ 

•何を願3の？ 
•自分もやろう 
•中のコインを拾おう 

c C 

1 

I恋愛成就 
1•戦時必勝 
■•世界平和 

C 
B 
E 

C 
B 
E 

C 
B 
E 

会括選択による女の子の反応A=最良 

Mitsvimctc Krxi^Ut 

B=よいC=普通D=やや悪いE=悪いF=«悪 



ライズ•ハイマー 

VNの口 
こういうのは«じない■だけど手を… 

•そうだね、誰でも皤はつくし 
•真実だけで生きれば怖くない 
•それは君がウソつきな証拠だ 

. 

場所の好感度 

|■方、手を麵し込んでみた6? 

•思い切って差し込む 
•まずは像の口を確認 
•だだをこねる 

好想度I △ 

I D D D 
B B B 

| A A A 

►フラワ ガーデン(4〜5JB) 

ここは平和の■•••花つて…きれいな… 

•本当にきれいだね 
•それはど5かな？ 
•植物は嫌いなんだ 

△ 場所の好感度 

ここにいると脚なんてものがigの” PflPSfSS 
•花の首飾りを贈る 
•花束にして贈る 
•草笛を瞧らしてみる 

►フラワーガーデン（9〜1018) 

この花の名前は何ていうのかし5 ? 

ダリアだと教える 
花言葉のみ教える 
自分で考えさせる 

暖茶15 
ノドが*いたわね、何を颤もうかし… 

•ブレンド 
•ビール 
•天然水 

I C C 1C 

匕!棚 
釐木遵(3〜5月）I，所の好想度]〇 
四季の中で蕃が一醬いい季節だわ 

自分も春は好きだ 
春は好きでない 
春巻きは好きだ 

期のカツプルは一つの物を二人で分… 

住む世界が違うからね 
ソーダを一緒に飲もう 
自分にも母乳を飲ませて 

鐘木道(B〜8月）[場所の好想度[△ 

あら、aの鳴き声がするわね。どう… 

•助けてあげよう 
•助けてあげたら 
•放っておこう 

鼓木道（9〜11月） :場所の好感度 △ 

枯れ蕖が*うのを見てると… 

ロマンチックに感じる？ 
たき火をしたくなる？ 
老いるのが怖くなる？ 

|責方…秋といえば何を邐想するの？ 

•運動の秋 
•読書の秋 
•食欲の秋 

C3EBB 
B B B 

釐木道（12〜2月） 
この国の冬は結橘暖かいのよね 

寒いと思うよ 
そ5でもない 
君の国は寒いの？ 

J壩所の好惑度 

ジロジロとJSたりして 
夏も手袋してなかったけ？ 

と見とれてたんだ 
リーサイズを想像してた 

好感度"J △ 

rrrrrr 
[f^f J_c_ 

黌方はどんな絵がいいの？ 

風景画 
風刺画 
春画 

二人で一鳙に供めていても能がないわ 

•後ろから鲟かす 
•受付の女性と話す 
•独りで寂しく眺める 

►シアター 場所の好感度 

面白かったね 
なかなかだったね 
面白くなかったね 

Y D D D ジゐ45 f 
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»公■ (4〜12月） m 好きき 

•ばっちり 
•まあまあ 

|すばらしい8果を^ 
1 asした壩合f T A 

B 
A 
B 

1ひどい結果をl 
|出した壩合f 

E 
C m 

•だめかち D 
上 

D E 11 
競技場（1〜3月） 

»も彼も形ばかりで莫戰に対応で… 

確かにそうかもしれない 
競技だから仕方ないよ 
物騒なことを言う女だ 

]壩所の好想度l A 

サーカス 
ずいぶんと物驪なサーカスのようね 

確かにそうだね 
どこが物騒なの？ 
これがサーカスだよ 

遊歩道 
■こういう所を歩いてるとなんだか… m Iこの運河って案外深く作られてるわね 好き 

|•恋人同士みたいだね 
1•日々の忙しさが嘘みたい 
■ •バカニ人って感じだね \1 

D 
B 
E 

B 
B 
E 

■ •魚のいる場所を指さす 
I •そっと肩を抱く 
| •運河に突き落とす 

B 
E 
E 

B 
E 
E 

B 
A 
E 

►レツトゲ—卜 1場所の好感度丨〇I 

1でも、この門が破られたらこの国も… m ■この戦争…どちらが»つのかしらね？ 彗邐 好き 大好き 

■ •自分がいるから大丈夫 
1•それは絶対にないよ 
1•逃げる準備をしよう 圍 1 B 

D 
C 

■ •ドルフアンが勝つだろう 
| •どちらが勝つか賭けよう 
| •終わるまで分からない 

D 
B 
C 

D 
B 
C 

D 
B 
C 

蜍ゴンドラ（5〜10月） |場所の好感度| △ | 

|セリナ邏河って霣用ではないのかし… I良い天*ね…水面に映り込む空が累… 普通 好き 放き 

| •きっと鉱石運搬用だよ 
■ •きっと観光用だよ 
|•そんなの知るか E 

B 
D 
E 

B 
D 
E 

■ •水をすくってかける 
I •魚を捕まえてみせる 
1 •酔って吐いてみせる 

D 
B 
E 

D 
B 
E 

D 
B 
E 

教場（4〜11月） 
aやかな時の流れの中でここの人た… 

ここで藝らすのもいいね 
しかし厳しい日々もあるよ 
毎日、豚や馬を食い放題だね 

森林区 
薬品を散布した形»があちこちにあ… 

あるのかちしれない 
それは考え過ぎだよ 
国立化学兵器研究所 

C | C C 
D D D | 
B B B 

>畐應（4〜9月） 
ここにいると日頃自分がしているこ… 

自分もそう思う 
逃げちゃいけない 
人間やめたら？ 

C [ C B 
C C A 
D | D D 

J場所の好感度1= △ 

※空中ブランコ、猛獣ショー、 
ピエロの演舞の3パターンがあるが 
女の子の反応はどれも同じである 

J場所の好感度1= △ 

J壩所の好感度 △ 
颺方、钃兵なんだから馬術の心»ぐ… 

•そこそこ乗りこなせるよ 
•実は馬術が苦手なんです 
•実は国際A級を持ってる 

場所の好感度！=△ 

••さつきから»になつてるんだけど… 

•なかなか鋭い指摘だ 
•それは考え過ぎだよ 
•すいません迷いました 

]場所の好感度 

ところで…さつきから何をしてるの？ 

•一緒に寝転ばないか？ 
•高山植物の観察だよ 
•ほふく前進の練習 

会話選択による女の子の反応A=*良 B=よいC=普通D=やや悪いE=想いド=鼉悪 
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ライズ•ハイマ 

••今にも期れそうね 

危ないから戻ろう 
•軍部に上申して取り壊してもらおう 
•それだけ年月を経ている証拠だよ 

■■方つ’ 

•せ- 
•面白; 
•相手I 

てこういつたものに詳しいの？ 

f学的に説明する 
面白おかしく説明する 
相手に説明を求める 

n月の雄 
ドルフアンの全*が見渡せるわね 

•ドルフアンって美しい街だね 
•まるでミニチュアの街だね 
•高い場所って怖くない？ 

C C I 
| B B B I 
I D D D I 

Iここからの供めは*敵ね 

•あの灯りは生活の灯だから 
•まるで宝石箱のようだね 
•君の方が、きれいだよ 

地下に作られた■なんてたいそうな… 

興味を引くね 
面白くないね 
ゾンビが出そ5だね 

■: I相変わらず立ち入り禁止にな 

•金銀財宝があるんだよ 
•軍事機密があるんだよ 
•じゃあ、帰ろうか 

ちしかしてBしかけた？ 

•気にしなくていいよ 
何を考えてたのかな？ 

•失礼な女だ…… 

■ ■?：：：*- 
•恋人はI 
•恋人はI 
•必要なI 

■颺方…S人はいるの？ 

Cはいる 
、はいない 

•必要ない 

共m地 
今度の載争でも多くの人間が命を落… 

早く戦争が終わるといいね 
戦争が終わると仕事がなくなる 
死ぬ奴がマヌケなんだ 

|ここへ来た理由を教えても5いたい… 

•お墓はキライ？ 
•戦友の墓参り 
•気に入つてるから 

Xイーガー明» 
銃火器を否定するわりにはこういう… 

時代の流れには逆らえないよ 
思考が柔軟だと言ってあげれば？ 
大砲は男の□マンだから仕方ない 

3T 
C C C | 

〇 ^ ^ I 
■何故、籣兵をやってるの？ 

•誰かを守るため 
•大金をかせぐため 
•それしか能がない 

罱方のI 

•素敵? 

[の国はどんな所かし5? 

【な国だよ 
今度一緒に行こう 
お八シの国だよ 

次は何姐へ行くのかしら？ 

故郷へ帰る 
この国に残る 
また戦場へ 

ビ チ（灞水浴： 7〜8月） 

ビーチ（邂水浴以外： 5〜6月、9〜10月） [場所の好惑度l=x I 
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その他条件_ 
神殿跡でデートをする 

イベント内容_ 
神殿跡でデートしているときに、突然雨が降ってき 
て、ふたりで雨宿りをする。雨がやむと、洗濯物を 
心配してライズは帰つてしまうのだ。 

今イブ垣“ツ> 
、ィベン 
ライズの場合、1回のデートで恋愛度を高め 
るのが灘しいため、何度もデートに誘わなけ 
ればいけない。関連イベントのなかには、特 
殊なものがいくつかあるので注意しよう。と 
くに、ライズとは直接関係なし、イベントには 
要注意。また、ライナノールにとどめを刺し 
た場合、ライズち墓参りにくるそ。 

ィングた*^ 

ライズとのエンディングを迎えるには、傭兵 
として強くなる必要がある。戦争での一騎討 
ちにはすべて勝ち、ライナノールとの闘いに 
も勝たなければならない。ただし、チンピラ 
とのケンカや熊退治などは、負けても関係な 
し)。とくに重要なポイントは、血煙のゼール 
ビスに勝つことだろう。 

◄ライズでポイントに 
なるイベントは、実は 
王女誕生日なのだ 

ライズとのエンデイング条件 

♦必要パラメータ# 

学問： 20 礼法: 20 魅力： 20 

信仰： 20 剣術： 50 馬術： 50 

評判： 50 

その他：八騎将と戦い、すべて勝利する 

出国前日に必ず手紙を出すこと 

參必須イベント# 

血煙のゼールビス 

ヴォルフガリオ侵入 

銀月の塔でデート||== 

その他条件 
銀月の塔でデートをする 

イベント内容 
銀月の塔で、ライズがドルファンの街並みを見なが 
ら、悲しそうに独白するイベント。ここでは意味は 
わからないが、何か秘密を持っているようだ。 

神殿でデート I f* 027年4月7日〜D27隼9月30日 g tj tj 
I g 028年4月6日~D2S年9月2BB I V V ^ 

IV;ランダムイベント：発生がランダム *固定イベント：期閫内に必ず発生 

义128 Mitsvimctc Kniglit 

，必31イペント：グッドエンディングに必要 

►デ—卜より洗濯物が大 
切なんて、何だか悲しい 



ライズ•ハイマー 

王女誕生日に招待される 

イベント内容_ 
王女誕生日に行くと、途中でライズに出会い、連れ 
て行ってほしいと頼まれる。プレイヤーが白ピュエ 
リを飲んだ場合は、プリシラが倒れてしまうのだ。 

トレンツの泉で | 票 D27*Bfl2B~D27^8fl25B 

I g D28年B月1B〜D2S隼8月31日 

その他条件 
トレンツの泉でデートをする 

イベント内容 
トレンツの泉でデートすると、ライズが手袋をした 
まま泉の水をすくう。黙って見ていて、問いかけら 
れたら「君がきれいだったから」と答えよう。 

馨)ラィズの読書y EiEHS目E FT” v 
その他条件 
学問コマンドを実行する 

イベント内容 
平日に学問コマンドを実行すると、読書をしている 
ライズと遭遇するイベント。ライズは周りのことな 
ど気にも留めず、学校に入ってしまう。 

@サムの嫌がらせ1_ 

その他条件 
セリナリバー駅でデートの待ち合わせをする 

イベント内容  
サムがケンカを売ってくるイベント。この一騎討ち 
では、負けるとグラフィックを見られる。最後には 
「強いんだね」と声をかけるといい。 

鑛罟！I菅砉日lfi°2M1M26B 

diopter 4 129 

Jりあえず' 白ピユ 

外を選ぶといい 



キヤロル 

レス1}^^働いている、底抜けに 
明る^レス。よく笑ろので周 

iま是ることが多い。基本的に 
はアル/ノ;(イターなので、仕事に飽きる 
か、/]^かに気に入った職業があればす 
く#転職しようと思っている。イタズ 
蒸}きなので、いろいろと悪巧みして 

、ることもある。さりげなく相手に仕 
1事や支払いを押し付けるのも得意だ。 

Mitswmct* K»ii5^t 

2月7日 駐日 

挪 

mm 
m 
職業 ウェイトレ： 

備考 なし 
性格 極楽トンボ 
趣味 楽しければ何でも可 

好きな所ブティック 

mm>m何も考えていない 

理gの男性趣味が合う人 

三ハ式爆竹 

手を叩く猿 

呪いのワラ人形 

^3^ 

喜ばれる誕生日プレゼント 



_•出会い.- 
必要ノ Kラメータ 
学力：10 礼法：一 魅力：10 

信仰： 剣術：10 馬術： 

期間 
D26年7月24日〜D26年9月2日 
D27年4月7日〜D27年9月30日 

実行コマンド 
レストラン 

その他 
レストランでアルバイトしていると、慟いてい 
るウェイトレスに声を掛けられる。ここで名乗 
れば、キャロルと知り合いになれる。場合によ 
っては途中でレストランから城のメイドに転職 
することもあるので、注意しておこう。 

キャロルと親しくなるには 

理90)^性を目指して 

とにかく楽しければオーケーという性格な 
ので、彼女につき合いきれる人間になる必要 
がある。イタズラを止めるのではなく、いっ 
しよになって手伝うくらし、のノリでいこう。 

好き， 

明るし^:が好きなのは、やはり人が多く 
て明るし^!所。また、イタズラしやすし^t 

スポットちなかなか好みだ。 

キャロル.パレツキー 

-ウェイU.7¢ 



二ノIJルのブー1 >ズフi!ツU」会韵一1賀 

オススメ_«キャラウェイ通D 
雜は明るく調子良く 

ブティックや貴金属店で買し购するのが好 
きなので、キャラウェイ通りは誘いやすい。 
またイタズラしやすい国立公園ち、彼女にと 
っては誘われてうれしし鴻所のようだ。 
会話では、彼女のイタズラに対して怒るの 
ではなく、し、っしよに手伝うくらしV7X：N®広 
さが必要。また、ちゃっかり支払いを頼まれ 
ても、ことわらずに払つてあげるといいぞ。 

◄買い物ではちゃっか 
り物をねだってくるの 
で貝一 

ブティック 
どれどれわたしに似合う臟は…つと 

•シックな服を選ぶ 
•活動的なものを選ぶ 
• ロリロリなやつを選ぶ 

jC C C ■ 
A A A | 
D D D | 

場所の好感度 

|欲しいと思ったら■う！ 

•よく金が足りるな 
•蕭る機会があるの？ 
•女性は外面じやないよ 

好感度 ◎ 

I C C C 
C C C 
D D D 

霣金属店 
安いのでいいから肩つてよ？ 

•婚約指輪を買う 
•ステディリングを買う 
•自分の金で買え…と言う 

]場所の好感度 

Iわたしの屋生石って知ってる？ 
•ダイヤモンド 
•アメジスト 
•ガーネツト 

レストラン 
ま、ごねてても始まんないし冷め• 

•至高という言葉に値する味だ 
•自分は家庭の味の方が好きだ 
•まさに生ゴミ…シェフを呼べ 

ね、ね、どのコース賴む？ 

•肉中心のコ□ネオコース 
•魚介類のシーアコース 
•野菜中心のサリダコース 

I 場所の好感度]△ 

.……•…ElmBS 

酒 【誘えるのは20歳を過ぎてから】 

あんたちお酒はイケるでしよ？ 

•別に嫌いではない 
•自分も酒は好きだ 
•酒を飲む女は嫌いだ 

n:から】 J場所( 

D I D D I ブラックジャックの \ 
A A A S 糖11によつて > 
E E E ■ / 

所の好感度J ◎ 

ダンスホ-ル【ダンスの成功率：（礼法+魅力k2さレベル で成功】所の好感度[〇 

SE3ES1 
D D D I 

E功： 33…わたしの立場がないやん 

•君も上手だったよ 
•ダンスには自信があるんだ 
•何度も足を踏みやがって！ 

失敗：あんたつてド下手じゃん！ 

•申し択ない…… 
•こういうのは苦手だ 
•お前がへポだからだ 

トレンツの泉 
私の右»め後ろに立ってくれない？ 

•何を願うの？ 
•なんでやねん？ 
•中のコインを拾おう 

J場所の好感度[ [あんたち一緒に騙い事する準!■して 

•コインを財布から出す 
•コインを泉から拾う 
•コインを彼女にねだる 

会括選択による女の子の反応A=*良 B=よいC=普通D=やや慝いE=悪いF=鼉慝 

Mitsvmictc Kr\\$ht 
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審拜の口 
このガムあげるからあんたも準_して 

•何をしているの？ 
•食われても知らないよ 
•芸術に興味があるの？ 

Iじや、今日は少し八ードにいこつかね 

•何を入れてるの？ 
•やめなよ、本当に 
•ちつとやりなよ 

フラワーガーデン(4〜5月） 
ねえねえこの花、キレイじやない？ 

本当にきれいだね 
君の方が、きれいだ 
植物は嫌いなんだ 

c | c 
c C 

Iちよつと 
•首飾りを作る 
•花束にして贈る 
•草笛をWらす 

フラワーガ_デン（9〜10月） 
E3E3S 

C C A 

あんたは耳が痛いんじやない？ 

君だけを見つめてるよ 
まさに自分にびったりだ 
まさに君にびったりだ 

■やつば、こ3いう所で大の字に*転… 

•花が可哀想だよ 
•服が汚れるよ 
•a転がりたいね 

篇茶 <5_ 
そ3だそ一だライムソーダにしよつとU 

自分はブレンド 
自分もソーダ 
自分は…… 

► S木道(3〜5月）}場所の好感度 
やつば謇はいいよね？このボカボカ… 

恋の季節でもあるし 
でも花粉がつらい••… 

•お仲間が多いしね 

場所の好感I 

喫茶店てさ飲み物一杯で何時問も… 

•迷惑な客だな…… 
•粘って何するの？ 
•お冷やもあるしね 

好感度 ◎ 
■CD 造 ££ 

凟木道(s 

あの子猫、木< 

B〜8月）1= 場所の好感度 
M)上からBり5れなぐ•• 

•降ろしてあげたら 
•降ろしてあげよ5 
放っておこう 

■木道（9〜11月） 
もうすつかり秋なんだな一つてこの… 

•手をつないで歩こう 
•落ち葉でイモを焼こう 
•落ち葉は身体に良いんだ 

こういう鼓木道を散歩してると思わ… 

•それはウソだろ？ 

]]壩所の好惑度 〇 

■ ロマンチストだね 
•少し休んで行こうか 

故木遵(12-215) :場所の好感度 〇 
1今日も、ちょっと寒いし… 普通 好き 大好S 

_ 

結橘寒いのに何やつてるんだろね一 m 3 
画.屑を抱く 
■•手をつなぐ 
1•火をつける 

C 
C 
C 

C 
C 
C 

A 
B 
C 

•かわいいね 
•美味しそ3だね 
•エサあげようか 

B 
C 
E 

B 
C 
E T 

二人仲良く絵画®寅だなんてオジン… 

•まあそう言わずに 
•じゃあ帰ろうか？ 
•芸術が理解できん奴め 

押すな•明けるな•しやべるな…つ… 

•元気だけが取り柄だしね 
•そう言わず絵を 
•それは避難訓練 

]]壩所の好®度l A 

6 

会を見ようよ 
•それは避難訓練の話やん 

シアター 
•面白かったね 
•なかなかだったね 
•面白くなかったね 

I場所の好感度 

〇1〇1〇1-} [cjcjcl'-J 

chapter 4133 
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>逼動公■ (4〜12月） 
自懦ないなんて雪わせないかんね一 

•ばっちり 
•まあまあ 

^餓技場 
本気でブッと 

(1〜3月） 
とばせ一！寸止めはつま… 

•確かにそうかもしれない 
•ヤジは飛ばさない方が… 
•どうせなら、お前が死ね 

►サーカス 
ね、見てみて！あれ、駸离一つ！ 

•本当に面白いね 
•どこが最高だよ 
•お前、子供か？ 

匕遊歩通 
まあ無理もないけどアベックが多す… 

•ぼくらも含めてね 
•彼女と来れば良かった 
•石でも投げてやろう 

匕レツドゲ-卜 
戰場行つたりするのつて怖くないワケ 

•それは怖いさ 
•憤れれば快® 
•一度行くかい？ 

►ゴンドラ（5〜10月） 
う一ん楽ちん楽ちんキヤ八八ハ八 

•水をすくってかける 
•魚を捕まえてみせる 
•酔って吐いてみせる 

>教壩（4〜11月） 
こういう場所で藝らしてると曜日の… 

•ここで藝らすのもいいね 
•ここでは■らせそうもないね 
•お前だってマヒしてるだろ 

匕森林B 
辛気くさい森だよね一ま、今に始… 

•大丈夫、そばにいるから 
•死体を埋めるには適地だね 
•騒いでも無駄だ……ククク 

匕高原（4〜9月） 
あれ？そこで何やつてんの？ 

•一緒にa転ばないか？ 
•高山植物の観察だよ 
•息をしてるんだ 

会話選択による女の子の反応A=最良 

134 Mitsvimctc Kr\\sht 

【運動の成功率：（剣術+馬術)+ 2きレベル 

晒■麵二!113^3 SST 

場所の好感度t〇 

'EIIES5 
B B B 

所®好感度[〇] 

※空中ブランコ、猛獣ショー、 
ピエロの演舞の3 ノ（ターンがあるが 
女の子の反応はどれも同じである 

C C A I 
D D D 
B B B J 

|場所の好感度 

ち5ちよつと魚とかでちいればいい… 

•魚のいる場所を指さす 
•運河に落ちそうになる 
•本気で運河に突き落とす 

好感度 

C I C I C 

仝Iパ 

この戦争ドルファンは勝てるのかな？ 

•自分がいるから大丈夫 
•勝つか負けるか賭けよう 
•終わるまで分からない 

場所の好感度 

C C C 

Biffs 
B B B 

J壩所の好感i 
わたしつてば学生の頃、このゴンド… 

•何が原因で？ 
•バカみたいだね 
•自分も経験者だ 

感度 ◎ 

BE 3ES 

なんかダサイけど牛の乳しぼりって… 

•頼んでみようか？ 
•そんな気になるか 
•自前の乳をしぼれ 

]場所の好感度12 

りって… 

I B B B 

Mホ 
]壩所の好感度 

な一んかだらだらと歩いてるのも… 

•森林浴でもする？ 
•陳れん坊でもする？ 
•野鳥観察でもしよう 

CSESEs 
D D I D 
B B B 
D D [ D 

こういう場所に来るとお弁当を広げ… 

で、お弁当は？ 
今度作ってよ 
今度買って来よう 

B=よいC=普通D=やや懇いE=悪いF=*悪 



キャロル•バレツキー 

神殿跡 
ふえ〜こりや總対ガガーンと*れて… 

それだけ年月を経た証拠だよ 
危ないから、もう戻ろうか 
軍部に上申して取り壊して買おう 

な一んか由繾ありそうなんだけど… 

•考古学的に説明する 
•面白おかしく説明する 
•相手に説明を求める 

餳月の堪 
でも、疲れた後に心地よい風に当… 

ドルファンって美しい街だね 
まるでミニチュアの街だね 
高い場所って怖くない？ 

QE3S 
c c c 

やつば見るなら夜最だよね一 

•あの灯りは生活の灯だから 
•まるで宝石箱のようだね 
•君の方が、きれいだよ 

地下墓所 
わたしに何を雷わせたいワケ？ 

こんなはずじやないのに 
じゃあ播ろうか？ 
ギヤフンと言わせたい 

D I D I D 

でも、こうしてあると余計入りた… 

それは、お前だけ 
そうなんだよね一 
じゃあ入ろうか 

►釘台 
アベックとかつてこういう場所に… 

ここに1組いるよ 
さびしいじゃない…… 
石を投げる相手がいない…… 

C I C C 

ねえねえ海って■■だよね一？ 

そうだね 
そ5かな 
そうかよ 

共两a地 
載争か…実*わかないけどこの墓石… 

早く戦争が終わるといいね 
戦争が終わると仕事がなくなる 
死ぬ奴がマヌケなんだ 

あんたつてよくここに来るワケ？ 

戦友の墓参り程度に 
次の戦争後永住する 
好きだからね 

ズイーガー两篇 ]場所の好感度 

-度でいいからこいつで派手にやり… 

•不謹慎だよ 
•そ5だね 
•物騒な女だ 

あんたつて何で讎兵なんかになつた… 

•誰かを守るため 
•食べていくため 
•血が見たいから 

D D D 

〇 

液止場 
あんたの国って、どんな所？ 

•索敵なところ 
•今度一緒に行こう 
•お八シの国 

ユ場所< 

この次は、どの■に行くの？ 

•故郷に帰る 
•何とか残る 
•不思議の国 

丨の好感度J〇 

►ヒーチ（瀉水浴： 7〜8月） 
今ならタダよ一じっくり拝みなさ… 

•可愛いと思うよ 
•セクシーだね 
•似合わねえ…… 

|D D D 

L1? II 
それじゃあ思い切って沖まで泳ごう！ 

•泳ぎならまかせろ 
•犬かきが精一杯です 
•カナジチなんだけど 

場所の好感度 

(:ごう！ "k 

ビーチ（海水浴以外： 5〜B月、9〜 
キヤ八八八八液しぶきが冷た一い 

•そら、もういつちよ 
•これでも食らいやがれ 
•うるさいから黙つてろ 

AAAI 
D D D 
D D D I 

10月） 場所の好感度 

ねえねえ何かしようよ一 

•砂でお城を作ろう 
•追いかけつこしよう 
•じや泳ぐから見てて 

仔感度【〇 

D D I D ! 
D D D 
B B B 

chapter 4 



g森林区でデート 
その他条件 
森林区でデートをする 

イベント内容 
6月に森林区でデートすると、キャロルがなめくじ 
を見つけて怖がる。ここでなめくじを渡すと、キャ 
ロルは2度と口を聞いてくれなくなるので注意。 

(g)転職パ—テイ—||D27^1B J1””” 

その他条件 
転職パーティに行く 

イベント内容 
キヤロルがお城のメイドに転職したという情報を入 

|手できるので、レストランで開かれてい5パーティ 
-に行くと、メイド姿のキャロルと出会えるのだ。 

ランダムイベント：発生がランダム.'l固定イペント：期間内に必ず発生0必須イベント：グッドエンデイングに必要 

:>初ルベ:43 

ィベンHam 
転職して城のメイド 「ドになると、プリシラやセ 
ーラのイペントにち登場するので注意。 

エンディングるた^!^ 

エンデイングには' キヤl=]jUD転職が必須条 
件。D27年9月までに恋愛度を高めよう。 

キヤロルとのエンディング条件 

•必要パラメータ# 
学問： 20 礼法： 20 魅力： 50 
信仰： 20 剣術： 20 馬術： 20 
評判： 25 
その他：転職していること 

•必須イベント# 

転職パーティー 

Mitsvimctc Ktii多lit 



その他条件 
ズイーガー砲群でデートをする 

イベント内容 
砲群でデートすると、キャロルが大砲を使ってプレ 
イヤーを脅すイベント。照れ隠しのウラに' 何とな 
くキヤロルの本音がうかがえるイベントだ0 

_コラム_/ 
箱EBの女の子と知り合うと• 

16人すべてと知り合う必要はないが、イベン 
卜の関係上、知り合っておいたほうがいい女 
の子の組み合わせがある。とくにみつめてギ 
ャラリーのグラフィックを揃えるためには、 
さまざまなイベントをクリアする必要がある 
ので、複数の子と仲良くなるべきだ。とくに 
キャロル、ライズ、リンダ、プリシラらは、 
ほかの女の子のイベントに関係しているぞ。 

參やめたほラがよい組み合わせ參 
セーラの家庭教師になると、月の第3週が家 
庭教師の仕事に取られてしまう。この月の第 
3週にイベントが重なったときは、どちらか 
をあきらめる必要があるのだ。第3週に起き 
るイベントとしては、ソフィアの修学旅行と 
クレアの一周忌イベントがある。セーラは、 
このふたりと組み合せないほうが無難だ。ま 
た、ライズとメネシスの恋愛度を高めると、 
リンダのエンディングは見られないぞ。 

| 
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⑧ブティックでデ-卜”” 
その他条件 
ブティックでデートをする 

イベント内容 
キャロルがブティックで服を試着するイベント。似 
合うとほめると、お金を払ってくれと言われてしま 
う。「いいとも」と答えると、喜んでもらえる。 

砲群でデート 

f 

らたまりません 



ス. 
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キャラウェイ通りにあるパン屋の娘 
で、本人も家業を手伝つている。結婚 
願望が強く、結婚に対する執念には並 
並ならぬものがあるが、男性に対する 
好みがうるさく、逃げられてしまいが 
ち。年下の男性には興味ないが、それ 
は年下はエスコートが下手だと思い込 
んでいるから。彼女好みの行動ができ 
るのな5あまり気にしないようだ。 

プロフィ- 
誕生日 4月23日 

_つ 
lipf ドわァ: 
職業 パン屋店員- 

備考 なし 
性格 お天気屋 

趣味 恋占い 

好ぎな所レストラン 

1班ROD夢幸せな結婚をすること 

職の男性すべてが及第点に達している人 

喜ばれる誕生日プレゼント 
ブランド品のバッグ 

高級デイナー券 
ウェディングドレス ンクトレス 



r•出会い.- 
必要ハラメータ 
学力： 5 礼法: 5 魅力： 5 

信仰： 5 剣術： 5 馬術： 5 

期間 
D 26年7月24日~ D 26年9月2日 
D 27年4月7■日~D27年9月30日 
D28年4月1日~D28年9月30日 

実行コマンド 
パン屋 

その他 
パン屋でアルバイトしていると、働いている看 
板娘に声を掛けられるので、名前を教えれば知 
り合いになれる。またクリスマスで知り合いが 
ひとり以下の場合、ドルフアン城に入れれば知 
り合うことができる。 

スーと親しくなるには 

理90^3性を目指して 

すべての面で及第点に達した男性が好みな 
ので、まずは自分自身を鍛える必要がある。 
また、女性をぎちんとエスコートできること 
も必要なので、礼証しい人を目指そう。 

デートに憧れているため、どんな場所でも 
ふたりでいられるならわりと平気。ただ、暗 
し場所だけは、あまり好みじやないようだ。 

mm 腰のライ:/は安雇型？ 
おとなしめの水着だが 
ボディラインはばっち 
り。ちょっと恥ずかし 
そうな表情に、視線は 
釘づけだつ!！ 

Arter 4139 
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キヤラウエイ通りの店はどこでもオススメ 
«»D望みを理解できる男になろう 

波止場やビーチなど、恋人同士で行くとい 
し)雰囲気になれる場所や、ブティックや貴金 
属店、レストランといつた、高級な雰囲気を 
持つお店などには誘いやすい。 
会話では、恋人らしさを強調する受え 
が好き。でも最初のうちは逆に嫌がるので、 
スーを盛り立てるように心がけよう。また、 
紳士的な態度でふるまうことも忘れずに。 

プチイツク 
私にはどんなのが似合うと思う？ 

活動的なもの 
シックなちの 
ロリロリなもの 

I服って貯まる一方でなかなか播てら… 

•貧乏性だな…… 
•着れば問題ない 
•サイズは大丈夫？ 

でも今は単なる飾り物より婚約指鶉… 

今度プレゼントするよ 
相手が見つかるといいね 
お前は一生結婚できん TllTI 

]場所の好感度I © 

Iやっぱり結嫌指輪はダイアモンドに… 

•ミーハーな女だ 
•誕生石じやダメ？ 
•よく似合うと思うよ 

レストラン 
やっば有名店だけあって美味しいわ… 

1 

結嫌しても遇末には必ずこういう所… 3 m 
•至高という言葉に値する味だ 
•自分は家庭の味の方が好きだ 
•まさに生ゴミ…シェフを呼べ！ 

A 
E 
E 

A 
E 
E 

A 
E 
E 

•それは保証するよ 
•家計が苦しくなるよ 
•ぜいたくな女だ 

C 

酒 
大体、私って男通がないの…どうし… 

言ったそばから酔うな 
結婚願望が強いからだ 
責様の家に鏡は無いのか？ 

ブラックジャックの 1 

_結果によって ^ 

場所の好感度J 〇 

ダンスホール【ダンスの成功率：（礼法+魅力kミミレべルで成功】I:場所の好感度 

成功：意外と上手じやない… 

君も上手だったよ 
ダンスには自信があるんだ 
何度も足を踏みやがって！ 

|失敗：んも3…へ夕ね 

•申し択ない…… 
•こういうのは苦手だ 
•お前がへポだからだ 

トレンツの泉 I場所の好感度] 

私、今までに何十回とやったけど全… a m Iちゃんとご利sがあるように金貨を… 普通 好き き 

•今度こそ大丈夫だよ C c A |•それは金貨の無駄遺いだ D D EI 
•一体何を願ったの？ D D □ ■ •今度こそ大丈夫だね C C c 
•日頃の行いが悪いか5だ F F 1 •一緒にお願いしてあげるよ D D [aj 

会話選択による女の子の反応A=®良 B=よい0=酱通D=やや悪いE=1[いF=最慝 

Mitsvimctc Kr\\$ht 



ス•グラフトン 

Mの口 
今まで私をだました男どもを竑ベて… 

それは面白いかち 
男が可哀想だよ…… 
思い込みの激しい女だ 

フラワーガーデン（4〜5月） 
ねえ見てこの花、スゴくキレイよ 

本当にきれいだね 
それはどうかな？ 
植物は嫌いなんだ 

!場所の好感I Iあら何してるの？ 
•首飾りを作る 
•花束にして贈る 
•草笛を鳴らす 

好感度飞◎ 

I B B | A 
D D D 

[^D I D D 

フラワ_ガーデン（9〜10月） 

C3E3B3 
D D A 

でも…ダリアの花言葉って「移り気… 

君しか見えないから大丈夫 
浮気は男の甲斐性だからね 
浮き沈みの激しい女だ…… 

場所の好感度 I結婚したら庭付きの新居に移ってお… 

•パン屋は？ 
•素敵な夢だね 
•寝言はaて語れ 

ここつてコーヒーが美味しいの責… 

•そ5させてちら5よ 
ミルクと砂糖を忘れずに 

1に決めるな •勝手に3 

(3〜5月）I壩所の好感度」© 

[壩所の好感度I〇 
責方はコーヒーでいいでしよ？ M 大好き 

•DXチヨコパフェ E E E 
•□シアンテイー D D D 

•キリマンジャロ B B B 

罾はsの季節なんだから一生«曲®… 

立候補していい？ 
頑張ってね 
無駄な努力だと思う 

卜蕹木遵(6〜8月）場所の好想度 ◎ 
あそこ！子猫が木からBりれな…f 

•降ろしてあげよう 
•降ろしてあげたら 
•放っておこう 

木遵（9〜11月） 
こういう遵を»人と一緒に歩きたいな 

•今も歩いてるよ 
•自分もそう思う 
•一生無理だね 

秋つていえば黌方は何を連想するの？ 

読書の秋 
運動の秋 

舷木道（12〜2月） 
腿が冷たくなつてきたわ 

肩を抱く 
手をつなぐ 
冷たい手を当てる 

:も結構冷えるのかし5? 

フラーを編んでくれ 
冷えは女の大敵だね 
二人なら暖かいよ 

場所の好感度\ 〇 

ねえ…この教会の絵を見てどう思う？ 

こんな所で挙式したいね 
ドルフアン教会の絵だね 
自分は異教徒だから興味ない 

ねえ…この絵って*いと思わない？ 

•部屋に飾りたくなるね 
•隣の絵の方がいいな 
•君の方が、きれいだよ 

]]場所の好感度10 I 

シアター 

•面白かったね 
*なかなかだったね 
•面白くなかったね 湯遍 

chapter 4 



サーカス 
子供が産まれた5絶対サーカスに入… 

それはいい 
子供が可哀想だ 
売るの間違いだろ？ 

場所の好感度i 〇 
※空中ブランコ、猛獣ショー、 
ピエロの演舞の3 ノ（ターンがあるが 
女の子の反応はどれも同じである 

^遊歩道 丨場所の好感度丨©1 

1何もないけどこういう所こそデート… 财 好き 故き ■当初の姿は知らないけど学生時代よ… m 
1•ぼくらも含めてね 
1•彼女と来れば良かった 
1 •石でも投げてやろう 

D 
E 
C 

D 
E 
C 

A 
E 
C 

| •魚のいる場所を指さす 
■ •そっと肩を抱く 
1 •本気で運河に突き落とす 国 国 

►レッドゲート 丨場所の好感度1 △ 1 

1この門の向こうで戰争をやつてるな… ||この国は勝てるわよね？負けないわ… 酱通 好き 大时 

1•でも実際に戦争は行われている 
1•死んだら墓に花を添えてくれ 
1 •なら信じさせてやろう…… 巧 F ! 

C 
E 
F 

C 
E 
F 

■ •自分がいるから大丈夫 
| •勝つか負けるか賭けよう 
1 •終わるまで分からない 

D 
D 
C 

D 
D 
C 

A 
D 
C 

►ゴンドラ（5〜10月） |場所の好感度 1© 

|やっぱ〇デートはこ3でな<つちゃね |やつばりデートはこ5でなくつちやね 

■ •水をすくってかける 
| •魚を捕まえてみせる 
| •酔って吐いてみせる 

A 
D 
E 

A 
D 
E 

A 
D 

Lc 
■ •流れる景色が、きれいだしね 
1 •君のそばに座つてられるしね 
1 •冥途の渡し船みたいだしね 

B 
D 
E 

B 
D 
E 

D 
A 
E 

m (4〜11月） 1場所の好感度丨〇| 

I広い土地に動物たち…こんな藝5し… 蕾通 好き 大好き |あ、あそこで牛の乳をしぼつてるわ 普通 大好s 

| •じゃあ将来の夢は牧場主だ 
| •しかし®しい日々もあるよ 
I •毎日、豚や馬を食い放題だね 

D 
C 
B 

D 
C 
B 

D 
C 
B 

■ •やらせて霣お5か？ 
| •生の牛乳を分けて霣おう 
1 •子供を産めば自前で0K 

B 
D 
F 

B 
D 
F 言 

森林区 J場所の好居 
I相変わらず不気味な場所よね 好$ |嫌き| |あら？なんか向こうで動いた雄な… 

| •大丈夫、そばにいるから □ D A |•幽霊が見えた D D □1 
|•死体を埋めるには適地だね ID D D |•アライグマだ B B B 
|•騒いでも無駄だ……ククク 

Lf—— 
F F | •一度、病院へ行け F F 

—賎技場（1〜3月） 

運動公■ (4〜12月） 【運動の成功率：（剣術+馬術)+2^レベルで成功】a 

そう言えば…自擂はあるの？ 

ばっちり 
まあまあ 
だめかも 

ITK5U«»*L a A f A ' l 〇どぃ結E E 

男の人つてこういうのが好きなのか… 

その通り 
ちょっと遒う 
悪いか？ 

J場所の好感度1= △ 

S腰（4〜9月） 場所の好感度 

ね、幸せの花を探さない？こういう… 

•そうしよ5 
•お一人でどうぞ 
•花にまで頼るのか？ 

あ5…何してるの？ 

•一緒に*転ばないか？ 
•高山植物の観察だよ 
•腹が減って動けない 

会話選択による女の子の反応A=最良 B=よいC=普通D=やや悪いE=悪いF=最悪 
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スー•グラフトン 

神败跡 ]場所の好想度 

このまえ、ここで落石事故があつた… 

•それだけ年月を経た証拠だよ 
•危ないから、もう戻ろうか 
•軍部に上申して取り壊して霣おう 

雄月のS 
でち、索敵な供めよねえ… 

ドルフアンって美しい街だね 
まるでミニチュアの街だね 
高い場所って怖くない？ 

地下3■所 
なんでここつていつも立入禁止なの… 

興味を引くね 
面白くないね 
墓だからだよ 

B B I B I 
C C C 
D D D 1 

0台 
きやつ！. 

見ていない 
白だった 
目が腐るよ 

共网薹地 
つたく…何が悲しくてお■でデート… 

•ごめん……許して 
•お化けが怖いとか？ 
•ぜいたくな女だ 

DID D 

ズイーガー¢8解 
立派な大Bだけどお祭り以外で使〇… 

平和な証拠だよ 
ちつたいない 
街に向けて擊ちてえ 

m±m_ 
でち、やっぱり新婚旅行は世界一面…£ 

もちろん連れてくよ 
東洋じゃダメかな？ 
ぜいたくな女だ…… 

ビーチ（海水浴： 7〜8月） 

ヒ■チ(海水浴以外： 5〜6两、9^ 
Cしょ？ 

C C A 

■方もそう思うでI 

二人つきりだしね 
その通りだと思う 
騒がしくないしね 

遺級…ね学生時代*つた事なんて… 

•考古学的に説明する 
•面白おかしく説明する 
•相手に説明を求める 

今夜も月夜ね街の灯りがキレイだわ 

あの灯りは生活の灯だから 
まるで宝石箱のようだね 
君の方が、きれいだよ 

△ L場所の好感度 
なんでここつていつも立入禁止なの…U 

•秘密基地だから 
•文化財だから 
•危険だ？ 丨だから 

場所の好感度 〇 

あ、カモメが飛んでる…潮風がa持… 

•海って感じだよね 
•剣がサビそ5でイヤ 
•スカートがめくれないかな 

]壩所の好感度 

よくこんな所に来る*になれるわね？ 

•戦友の墓参りだから 
•心が落ち着くから 
•お墓が嫌いなの？ 

J場所の好感度 
ねえ…なんで钃兵なんかやつてるの？ 

•君を守るため 
•食べていくため 
•それが男だから 

ねえ…次は、どんなところに行くの？ 

•何とかして残る 
•故郷に帰る 
•それは秘密です 

場所の好感度1© 

f くの？."t 

]壩所の好想度1= 

A 

お待たせこの水着どう？ a 好き 放き ||お薄たせじや、泳ぎましよう 普通 好き 大好き 

•可愛いね A A A ■ •泳ぎならまかせろ B B B 
•セクシーだね B B B ■ •犬かきが精一杯だ E E E 
•似合わねえ…… F F F | •カナヅチなんです E E E 

10月） 場所の好感度 

ねえ、何する？ 

•砂のお城を作ろう 
•追いかけっこしよう 
•貝殺でも探そう 

copter 4 :143 



その他条件_ 
パン屋でアルバイトをする 

イベント内窗_ 
パン屋でアルバイトをしていると、スーがパンを焼 
くのを失敗するイベントが発生する。とりあえず、 
ここはなぐさめてあげたほうがよい。 

@八°ン屋にて ill 126年12月24日〜D27年1月6日 
127年10月1日〜D28年3月31日 
128年10月1日〜D29年3月14日 

®ランダムイベント：発生がランダム *固定ィベント：期間内に必ず発生 

Mitswmctc KvHgVit 

必須イベント：グッドエンディングに必要 

jの1111iiイパ/ン 

神殿跡でのイベントを考えると' 血液型はス 
一と同じA型にしておくのがいいだろう。 

エンデイングを迎无るために 

必要パラメータが高いため、偏らないように 
注意してプレイヤーを育てよう。 

スーとのエンデイング条件 

•必要パラメータ參 
学問： 50 礼法： 50 魅力： 50 
信仰： 50 剣術： 20 馬術： 20 
評判： 50 
その他：とくになし 

•必須イベント參 
とくになし 

@デ■卜中に… 

その他条件 
サンディア岬駅で待ち合わせをする 

Lイベント内容 
Iサンディア岬駅でデートの待ち合わせをすると、教 
会で結婚式が行なわれており、そちらを見に行くこ 

1とに。結婚式を見たあと、スーは帰ってしまう。 

爾rr台でデートWsss漂:ぽぽぽfi ^ 
、^ノ W〆 丨 人日D2B年4月6日〜028年3月28日J度 

その他条件 
灯台でデートをする 

イベント内容 
灯台でデートをすると突然突風が吹いて、スーのス 
力一卜がめくれるイベント0ここでは、とりあえず 
「白だった」と答えると険悪な雰囲気から逃れる。 

いれば見るのは簡単 



⑧高原でデ■卜 
その他条件 
高原でデートをする 

イベント内容 
高原でデートをしていると、スーが花探しを始めて 
幸せの花を見つけるというイベント。とりあえず、 
「よかったね」と言ってあげよう。 

0神殿跡でデート|_==こ== 日日 
その他条件 
神殿跡でデートをする 

イベント内容 
神殿跡でのデート中に、スーがプレイヤーを 
かばって落石に巻き込まれるイベント。大急 
ぎで人を呼びに行ってもよいが、ここはスー 
の安否を確かめて、病院に運ぶのがベスト。 
病院に連れていくとすぐに手術が始まり、テ 
ディーがプレイヤーに血液型を聞いてくる。 
血液型が同じなら快く輪血を引き受けよう。 

病院にて 
病院では血液型を聞かれたとき、アダムスキ 
一型と答えることができるが、これを選ぶと 
テディーが怒るのでやめておこう。また、血 
液型が同じ場合、輸血を拒否できるが、スー 
と2度と会えなくなので厳禁。手術が終了す 
るとスーは1力月後に退院して挨拶にくる。 

突然、岩が落ちてきてスーがかば5 

•とにかくスーの安否を«かめる 

•背負って病院に担ぎ込む 

•翼面目に苔える 

一致している塌合1献血をIIまれる 

•快く引き受ける 

その他条件_ 

スーといっしょに五月祭に行く 

イベント内g_ 
いつの間にかスーがいなくなり、花嫁コンテストに 

応募して優勝するというイベント。花嫁姿を友人に 
見せびらかすためにスーは去ってしまう。 

スー•グラフトン 

g五月祭で | (：-： D28$5fllB 〔卜” 

►いつもの五月祭でのコ 
ンテストはなくなるぞ 
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ジーン• 
ぺトロモ■疆 
声優：新山志保 

乗合馬車の御者を勤める男勝りな 
女性。言葉遣いが粗暴なので周囲か 
6何かと誤解を受けやすいが、自然 
や動物を愛する優しい一面も持ち合 
わせている。ただ硬派なのは間違い 
なく、素直で真面目な人間より、血 
の気の多いタイプを好んでいる。 
と接するのが苦手なよろで、 
心を許すのはそのためらしい。 

備考 なし 

性格 男勝り 

趣味 動物と戯れること 

好ぎな所牧場 

1吊夢牧場を営むこ 

理敷)男性男らしい人 / 

Mitswmetc 



ジーン•ペトロモーラ 

r•出会い# 

ジーンと親しくなるには 

理90)^性像を目指して 

自分が硬派なだけに、相手にち荒々しさを 

求めてし、るジーン。なるべく男らしい態度を 

取るように/こ掛けよう。また、ジーンの身勝 

手さを笑って許せる心の広さも必要だぞ〇 

男勝りの彼女は、チヤラチヤラした場所は 

好きじやない。また、動物好きなので動物が 

いる場所で1日を過ごすのも大好きだ0 

必要パラメータ 
学力：一 礼法：10 魅力：一 
信仰：一 剣術：一 馬術：10 

期間 
D26年5月7日〜D26年9月27日 
D27年5月6日〜D27年9月26日 
実行コマンド 
馬術 

その他 
突然突っ込んできた駅馬車の御者、ジーン。自 
分の非も認めず喧嘩を売ってくるので、謝らず 
に反論しよう。するとジーンは感心して名前を 
聞いてくる。ここで名前を教えれば知り合いに 
なれる。悪気はなかつたので許すとしよう。 

d 
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スト 
鄉も聞くょりも相手が語るの街 

_が辦きなので' ■やそ舰くの高 
原が誘いやすい。また' 結構酒好きなので酒 
場にちよく顔を出す。サーカスは動物をいじ 
めてし、るように見えるらしぐ嫌いだ。ジー 
ンは女の子だから糊IJ扱し、されるとし、うのが 
大嫌い。対等な人物として接してあげるのが 
よい。なお彼女から話专しなし、限り、身の上 
のことは聞かないであげよう0 

会話選択による女の子の反応A=i 

Mitsumctc KMig^it 

B=よいC=普通D=やや*いE=®いF=*悪 



ジーン.ペトロモーラ 

嚷■の□ 1場所の好感度 △ 

この顔は一体何描のつもりで«きな…E |さて級光*よろしく手でも突っ込ん…C a 

|ダリアの花雷葉って知ってるか？ 普通 好き 

■ 

花の命がaいかs鶴しいのか興… 糊 好 き 大府 

| •「移り気」だろ？ 
■•知るわけもない 
1•つまらん質問するな 

B 
C 

1 

B 
C 
E 

B 
C 
E 

•美しいから短い 
•短いから美しい 
•どっちでちいい L1 出 

確かにこの顔じやね 
似たような顔のくせに 

•「僕は好き？」とたずねる 
•自分も一緒に手を入れる 

フラワー■ガーデン（4〜5月） 

笑うかもしれないが花は動物の次に… 

笑わないよ 
自分も好きだ 
大笑いだぜ 

C C C II 
B B B I 
D D D ■ 

Iもう少しドルフアンも町中にこうい… 

•首飾りをつくる 
•花束にして贈る 
•草笛を鳴らす 

暖茶店 

さて、何を賴むか… 

ブレンド 
フレンド 
ソレント 

C I C C 
D D D 
D ID D 

1場所の好感度 

木道(3〜5月）|壩^>好感度〇 

やつば響って言うと… 

恋かな 
息吹かな 
人死にかな 

たまには変わつたものを頼んでみた… 

•クリームソーダ 
•DXチヨコパフェ 

レープ •パナナク 

I c c c 
D D D 
B B B 

(6〜8月） 

木の上から降りられなくなったのか… 

•降ろしてあげよう 
•降ろしてあげたら 
•放っておこう 

]]壩所の好感度H〇 

卜逋木道（9〜11月） 

臞#の一仕事でも手伝うか TCTP3S 

•一仕事って？ C C C 

t事でも手伝うか 

，一仕寧って？ 
■自分も手伝うよ 
•□マンのない奴 

]場所の好想度 

お前の壜合秋って言えば何を運想す… 

•刈り入れかな 
•冬支度かな 
•衣替えかな 

QE3S 
B B B 

〇 

魃木道（12〜2月） 

今日はめずらしく冷えるな… 普通 ㈣ 大好き 
•屑を抱く E E A 
•手をつなぐ D D B 
•足をつなぐ 丄 E LU 

1場所の好®度 

ガキの頃はスィーズランドにいたか… 

•降ればいいのにね 
•降ったら不便だよ 
•雪遊びがしたいね 

好感度 〇 

I C C [ C 
Id d d 

! B B 丄B 

どうもこういう場所は苦手だな… 

まあそう*わずに 
じゃあ帰ろう 
無教養な女め 

]壩所の好感度 

ところで…さつきから何見てるんだ？ 

受付の女性 
この風景画 
周囲の人間 

6 

chapter 4 149 



，運 公■ (4〜12月） 
ところで自信はあるのか？ 

•ばっちり 
•まあまあ 
•だめかち 

匕餓技壩（1〜3月） 
男つてのは強くなきや男に生まれて… 

•その通りだね 
•それは偏見だよ 
•この野蛮人が 

►サーカス 

【運動の成功率：（剣術+馬術)+2^レベルで成功】I4§rTt(D(7M [ 

IT«5Ui 
出したi 

I場所の好感度I ◎ 

I 場所の好感度j X I 

匕遊歩道 
|ただアベックが多いのはaに入らな… 蕾通好き 故き 

|•ぼくらもアベックさ D D B 
I•彼女と来れば良かった C C E 
1•石でも投げてやろうか C C C 

トレッドゲート 

場所の好感度丨 

11もう少し自然を考えて作った運河や… 

■ •魚のいる場所を指さす C C C 
|1 •そっと彼女の肩を抱く E E B 
!| •本気で運河に突き落とす F F F 

T場所の好®度T △ 

何で人問ってのは戰争を繰り返すん… |オレが言うのもなんだけどお前… 

•それは永逮の錁題だね 
•エゴが強いからだよ C C C 

■ •君のために帰ってくる 
■ •自分は不死身だから D D D 

•流血が好ぎだからさ E E E | •死んだら墓に花を添えてくれ D D D 

►ゴンドラ（5〜10月） I場所の好感度 〇 
•ヒ. ■こうやつてゴンドラに插られて通ご…! fn 

•水をすくってかける ■ •流れる景色が、きれいだしね )1 D 
•魚を捕まえてみせる B B B 1 •君のそばに座つてられるしね E E いB 
•酔って吐いてみせる E E E | •冥途の渡し船みたいだしね B E J B 

-牧壩（4〜11月） 
a父夫»はオレを育ててくれたから… 

•ご両親は…？ 

•紹介してくす 

►森林区 
以前は動物が多かったんだがジイ… 

それはしよラがないよ 
おじいさんの弟子って？ 
いつか動物も戻って来るよ 

場所の好感度 

早くa者なんか辞めて自分の牧場を… 

•ここで藝らせば早いよ 
•しかし厳しい日々もあるよ 
•毎日、豚や馬を食い放題だね 

好感度[◎ 

C3ESB 
C I C C 

|場所の好感度 A 

rn rn ■ん？なんか向こうで動いたな… 

E 
C 
C 

E 
C 
C 

E 
C 
C 

1 •幽霊かもね 
1 •ただの人間だよ 
■ •アライグマだよ 

| E 
D D 
B B 

卜畐原(4〜9月） 
こう*えても料理ってモンには自擂… I好き|相き ところでお*！…何してるんだ7 

場所の好感度J ◎ 

EZTHEaS 
•次を楽しみにしてるよ 
•それは意外だな…… 
•食って死んだら嫌だ 

B B B I •一緒にa転ばないか？ 
c C C I •高山植物の観察だよ 
F^F F J| •無論、息をしてるんだ 

B B B 
C C C 
B B B 

会話選択による女の子の反応A=最良 

MltsviHictc 

B=よいC=普通D=やや憑いE=悪いF=最悪 



ジーン•ペトロモーラ 

かなりちろくなつてるな…これじや… 

•それだけ年月を経た証拠だよ 
•危ないから、もう戻ろうか 
•軍部に上申して取り壊して霣おう 

rrボ■ 
[_B」B上B | 

場所の好感度 

|通路としちやかなり大きな物だよな 

•考古学的に説明する 
•面白おかしく説明する 
•相手に説明を求める 

•月の雄 
この* *の人*がある职だ 

•ドルフアンって美しい街だね 
•まるでミニチュアの街だね 
•高い場所って怖くない？ 

I昼間と違って夜の眺めは最高だな 

•あの灯りは生活の灯だから 
•街や家の灯りがキレイだしね 
•君の方が、きれいだよ 

6 
地下薹两 
フン…■を地下に造るとは*の入つ… 

•興味を引くね 
•面白くないね 
•ゾンビが出そうだね 

I相変わらずここは立ち入り»止のま… 

■-この奥に秘宝が…… 
•中は危ないんだよ 
•どうも気になるね 

場所の好感度 

D D D 

:TI台 
興つ暗閽の大海原の中この灯台の… 

•それは心細いな…… 
•だから灯台は母なんだ 
*じゃあ壊してやろう 

]場所の好! 

海に来ると懐かしいっていうか何か… 

•お前の前世は魚類か？ 
•小さい頃の思い出とか？ 
•母なる海だからじやない？ 

好感度[〇 

►共两墓地 
死が万人に平等; iを与えようが死んで… 

•早く戦争が終わるといいね 
•戦争が終わると仕事がなくなる 
•結局は、死ぬ奴がマヌケなんだ 

_ 

J壩所の好®度f △ 

■お前、ここへはよく来るのか？ 

•戦友の墓参り程度に 
•次の戦争後永住する 
•ここが好きだからね 

Xイーガ 两鮮 場所の好感度 

この大砲を作った国にオレのジイ雄… 

•どんな人？ 
•何処の国？ 
•だからどうした？ 

I何故、两兵なんかをやってるんだ？ 

•誰かを守るため 
•契約金が高いから 
•答えたくない 

C C 1C 

言祖 

波止場 
ドルフアンも外国人が多くなつたち… 

•だから出会えたんだよ 
•外国人は嫌いかい？ 
»この国も終わりだな 

次は何®へ行くんだ？また戦争の… 

故郷へ帰る 
この国に留まる 
その通りだよ 

ビーチ（海水浴： 7〜8月） 
あんまりジロジロ見るなよ 

•可愛い水着だね 
•セクシーだね 
•似合わねえ…… 

お前、泳ぎはどうだったけ？ 
得意中の得意 
犬かきなら…• 
カナジチです 

ビーチ（灞水浴RC外： 5〜6月、9〜1011) ]場所の好感度 

二人つきりだしね 
•絵画的だよね 
•それは逆だろ？ 

I今日は一日ここでのんびりしような 
•砂でお城を作ろう 
•追いかけつこしよう 
•思い切って泳ごう 

好感度 

[B B |B 
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その他条件_ 
酒場でデートをする 

イベント内容_ 
酒場でデートすると、酒場でチンピラのジャックが 
暴れているというイベント0ジーンがジャックを止 
めると、サムが礼を言って去っていく。 

その他条件 
ロリイが猫を探してと頼みにくる 

イベント内容 
ロリイのづ猫が迷子になったので探してほしいと頼 
まれる。ジーンに相談しにいくと、ジーンがVJ4苗と 
いるため、簡単に見つけることができるぞ。 

その他条件 
高原でデートをする 

イベント内容 
高原でデートすると、ジーンがお菓子を持ってくる 
というイベント。食べたあと「うまい」と誉めてあ 
げると喜んでくれるぞ。 

#ランダムイベント：発生がランダム *固定イベント：期關内に必ず発生 

〈152 Mitswmctc 

10酒場でデ-卜EEHSSE If ” ” 

ジーンの1!躯^/祕ン扣 
イべン 

□リィと関係したイベントがあるため、□リ 
ィとは知り合っておくとよい。 

馬術と剣術が高くないといけない。このふた 
つを集中して鍛えよう。 

ジーンとのエンデイング条f牛 
•必要パラメータ參 

学問： 20 礼法： 20 魅力： 20 
一 剣術： 50 馬術： 60 
25 

その他：とくになし 

•必須イベント# 

とくになし 

Va_a a f発〇26妇2月25日〜027年1月5日「恋 

> ロリイの猫失fe1眚口ぽSば二 

Qk原でデート0°； 
126年5月20日〜D26年9月30日 
127年4月7日〜D27年9月30日 
128年4月6日〜D28年9月28日 

rさすがにこのあとの—.•了 
-卜は中止となる 



その他条件_ 
ビーチでデートをする 

イベント内窖_ 
秋のビーチでデート中に、ジーンが犬と遊んだまま 
プレイヤーを放ったらかしにするというイベント。 
怒らずに「良かった」と言ってあげるとよい。 

その他条件_ 
デートに誘う 

イベント内容_ 
デートのまえに、ジーンから馬車をしまうの 
を手伝ってほしいといわれる。いっしよに行 
くと馬車が暴走し、ジーンから手綱をまかさ 
れることになるのだ。馬術が高くないと失敗 
してしまうぞ。手綱は、右、右、左の順に引 
くと、無事に馬車を止めることができる。こ 
の事件のためデートは中止となる。 

馬術判定_ 
このイベントは、馬術が高くなければ必ず失 
敗する。また、手綱を引くときも馬術能力で 
判定されているため、正しい方向に手綱を引 
いても失敗することがある。ただし、失敗す 
るとグラフィックがでるため、実は失敗した 
ほうがいいイベントなのかも。 

その他条件_ 
牧場でデートをする 

ィベント内g _ 
牧場でデート中にジーンがし、なくなり、探すと牧場 
で寝ているというイベント。起きるまで待ってあげ 
るほうがよいだろう。 

ジ秋の海でデートifliElSE TiJ 

'馬車暴走 零”” 
'机^- _ 日D28年10月5日〜D28年2月25日乂度_ 

1牧場でデート vvv y ^■ Jl B D28年10月5日〜D28年11月30日 Jl 度 

chapter 4 <jI3 
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ジーン.ペトロモーラ 

►動物好きなので、つい 
動物と遊んでしまうのだ 

►こういう場所で横に*• 

るのが好きなんだろう 



ドルフアン地区にある、国立病院に 
勤務する看護婦。誰に対しても優しく 
接してくれて、まさに白衣の天使とい 
つた感じ。ただ少々潔癍性で、迷信深 
いところがあり、そのろえ生真面目だ 
から下手な冗談は通じない。彼女自身 
は活発だが、病気のために運動ができ 
ない。そのためか、スポーツや格闘技 
観戦が大好きといろ意外な面もある。 

画®OS宓疡s 
迄%圍循$ 



r•出会い.- 
必要ハラメータ 
学力：一 礼法：一 魅力：一 
信仰：— 剣術：一 馬術：一 

期間 
D26年4月以降〜D29年3月 

実行コマンド 

特殊 

その他 
戦闘やコマンド実行中にH Pが0になると病院 
に入院する。始めて病院に入院したとき、看護 
婦のテディーから挨楼される。「よろしくお願い 
します」と挨拶すれば知り合いになる。入院す 
るたびに彼女にはお世話になるのだ。 

テチイーと親しくなるには 

生を目指して 

mmu(DTi\スヶベな会話は軽ぃ冗談で 
ち避けよう0また迷信深いところがあるので 
あまり不吉な行動はしなし、ように。つねに真 
面目な態度で接することを心がけよう。 

自分で運動ができないかわりに、周囲で人 
が動いてし、るのは大好き。そういった場所に 
連れて行ってあげよラ。 

白衣に包まれているテ 
ディーのボディは、意 
外（？）にもムチムチ 
だ。こんな看護婦さん 
なら毎日入院したい!？ 

色気満点NICE BODY 

diopter 4 155 



は細鄉き 
会話は真面目に答えること 

運動公園やサーカスなど、のある場所 
は誘いやすい。また、買し物が好きなので、 
キャラウェイ通りも結構つき合ってもらえる 
場所だ。彼女はつねに真剣に物事をとらえる 
性格。会話は、真面目に答えてあげよう。ふ 
ざけた答えなどは相手を怒らせるだけだ。ま 
た身体を気遣ってあげる優し^を見せれば、 
信頼してくれるそ。 

会B選択による女の子の反応八=最良 B=よいC=普通D=やや*いE=悪いF=最悪 

MitsMmctc Kw^Vit 



テデイ ー•アデレード 

男の人が手を差し込んで抜けない… 伝rでは、この口が虛雷をaくんで… m r R7 
•さっそぐマネする 
•足を突っ込んでみる 
•彼女の口に手を入れる 

B 
D 
F 

B 
D 
F 

B 
D 
F 

•手を入れるのが怖いの？ 
•手を入れても大丈夫だよ 
•手を入れたら危ないよ 

C 
D 
E 

c 
D 
E 

c 
D 
B 

►フラワーガーデン（9〜10月） 

»1の口 〇 

フラワーガーデン（4〜5屑） 
お花を見てると心が和むんですよね 

本当にそうだね 
それはど5かな？ 
植物は嫌いなんだ 

I少し痛んで行つて患奮さんの部■に… 

•花束にして贈る 
•首飾りを作る 
•草笛を嗡らす 

]壩所の好感度1= 

さんは花言葉とかつて肅議する… 

•意識しちゃう 
•特に意識しない 
•つまらん質問するな 

Iダリアの花言葉つてご»じですか？ 

•自分に相応しい 
•君に相応しい 
•自分は一途だよ 

暖茶IS 
OCさんは何を賴むんですか？ 

ブレンド 
マニュ 
天然水 

鱸木遵(3〜5月）r場所の好感度[〇 
響って患看さんにとつて一髻■い季…r 

•看護婦さんらしい言葉だね 
•それは迷信だよ 
•仕事の話を持ち出すな 

場所の好®度 

私、コ_ヒ_より紅茶の方が好きな… 

•自分もそうだ 
•自分はコーヒー 
•自分は緑茶 

mm [ 〇 

I C C A 
c c c 

LB B 一B  

木道(6〜8H) I >所の好感度 
あ…子猫が木の上か51•りSれなく… 

•助けてあげよう 
•助けてあげたら 
•放っておこう 

►鼓木道（9〜 
この前外科病棟の®者之 

11月） 
_棟の患者さん遵と落ち… 

•自分も食べたかった 
•食欲の秋だしね 
•スクルーンつて何？ 

U壩所の好惑度 Iもうすつかり秋ですね 
•食欲の秋 
•芸術の秋 
•運動の秋 

ゆ木遵（1S〜S月） 
そういえば今日はめずらしく冷えま• 

•肩を抱く 
•手をつなぐ 
•服を脱ぐ 

この季節になると匪が流行りますか… 

•うがいをしてる 
•乾布まさつ 

場所の好感度J 〇 
【すか…！ 

さんて給がお好きなんですか 

•好きだよ 
•まあ普通 
•嫌いだよ 

J壩所の好感度[ 〇 

6 

I〇〇さんてどんな絵が好きなんです… 

•風景画 
•静物画 
•人物画 

シアター 

•面白かったね 
•なかなかだつたね 
•面白くなかったね 

chapter 4 



邏動公■ (4〜12月） 【運動の成功率：（剣術+馬術)+ 2きレベル 

どうです…自懦ありますか？ 

ばっちり 
まあまあ 
だめかち 

■■すばらしい格果を^ 
I出した壜合f 

AAA 
B B B 
C C C 

で舰)】所®好想度i_ 

Iひどい結果をL| E I E I E 
^出した場合| I D D D 

(1〜3月）— 

あ…女がこういうのに大はしやぎす… 

いいと思つよ 
確かにちよつとね 
変な女だ…… 

I場所の好感度] ◎ 

サーカス 
すごいですね…あんな事出来るなん… 

•確かにすごいね 
•自分も挑戦しよう 
•ずっと*てたよ 

^1EBB 
B B B 

J場所の好想度[◎] 

※空中ブランコ、猛獣ショー、 
ピエロの演舞の3パターンがあるが 
女の子の反応はどれも同じである 

J壩所の好想雇 

アベックが多いですよね。普段こつ… ■少し休んでいきません？ 

•恋人とは来ないの？ 
•また来ようね 
•奴等を運河につき落とそう 

C 
B 
E 

C 
B 
E 

E 
A 
E 

■•そうだね B 
■ •先を急ごぅ I D 
■•どぅしょぅ 1 E 

B B 

レッドゲ—卜 

さん蘸理は絕対しないで下さい… 

君のために帰ってくる 
自分は不死身だか5 
死んだら■に花を添えてくれ 

CCA 

]]壜所の好感度[△ 

この戦争ドルフアンは勝てますよね？ 

•自分がいるから大丈夫 
•勝つか負けるか賭けよう 
•終わるまで分からない 

ゴンドラ（5〜10月） 
•いいですねこラいうのつて 

水をすくってかける 
魚を捕まえてみせる 
酔って吐いてみせる 

ゴンドラつてこうしてるだけで楽し 

•流れる景色が、きれいだしね 
•君のそばに座つてられるしね 
•冥途の渡し船みたいだしね 

場所の好感度 

—C3由趙 
C C C 

►败壩（4〜m月） 
この広い牧場をわすかな人数で営ん 

•ここで藝らすのもいいね 
•板しい毎日だろうね 
•毎日、豚や馬を食い放題だね 

D D， 

J壩所の好感度U △ 

馬とかって乘る時、怖くありません？ ^ 

今度乗せてあげるよ 
憤れれば大丈夫だよ 
自分も苦手なんだ 

ここの森の中にメネシス先生のラボ… 

•あいさつに行こう 
•メネシスつて誰？ 
•なら嫌がらせしよう 

B I B I B 

]場所の好感度l A 

あら？何か向こうで動いたような… 

•人間だろ3 
•幽■だろう 
•気のせいだ 

畐騾（4〜9馬） 
あ5、何してるんですか？ 

•一緒に*転ばないか？ 
•高山植物の観察だよ 
•無論、息をしてるんだ 

あ…敷く物がありませんね 

•八ンカチを貸すよ 
•八ンカチを使えば 
•草の上に座ればいい 

,好感度t △ 

..to由您 

会括選択による女の子の反応A=最良 B=よいC=普通D=やや悪いE=悪いF=最悪 

Mitsvimctc KiiisV»t 



テディー•アデレード 

I*败跡 
さすがにかなりMれやす<なつてる… 

•それだけ年月を経た証拠だよ 
•危ないから、もう戻ろうか 
•軍部に上申して取り壊して霣おう 

B B B I 
C C C 
C C C」 

J場所の好感度 
なんかこういうのを見てると社会科… 

•考古学的に説明する 
•面白おかしく説明する 
•相手に説明を求める 

EBE3BS 

艤月のs 
ここに来ると何だかいつまでも眺め… 

•ドルフアンって美しい街だね 
•まるでミニチュアの街だね 
•高い場所って怖くない？ 

星は見えないけど街の灯りはそれ以• 

•あの灯りは生活の灯だから 
•まるで宝石箱のようだね 
•君の方が、きれいだよ 

6 
地下s所 
さんてこういつた物に興味があ… 

興味がある 
興味がない 
実は墓フエチ 

普通I好き|大好き 
j場所の好感度[△ 

この奥つてどうなつてるんでしよう… 

•財宝があるに違いない 
•きっと大した物はない 
•管理してる所に掛け合うよ 

釘台 
でちその割りにはアベックがみあた… 

•ここに1組いるよ 
•雑誌が書くことはダサイ 
•八つ当たりする相手がいない…… 

C C A I 

場所の好感度i_ 

あの灯台の灯を頼りに夜の海を航海-• 

•まさに灯台は母だね 
•君こそ自分の灯台だ 
•今度は夜に来よう 

共m地 
この中にも助けられる人がもっとい… 

君のせいじやない 
憎むべきは戦争だよ 
死ぬ奴がマヌケなんだ 

^[場所の好感度I 
あの…もうそろそろ戻りませんか？ 

•今、戦友にお別れを…… 
•そうだね、帰ろうか 
•幽霊なら出ないよ 

ズイーガーB鼸 場所の好感度 〇 

ここの大砲つてバラの日に使用…[Ylpp 

平和な証拠だよ c 1C 
ちつたいない D D 
街に向けて擊ちてえ E E 

さん…霣方はなぜ爾兵になった… 

•誰かを守るため 
•金もうけのため 
•死に場所を求めて 

E3ESES 
C C C 

濂止場 場所の好感度 

あの船に乗ればきつと行けるんでし… 

早く実現するといいね 
あれは西洋（アメリカ）行きだ 
密航すれば話は早いよ 

この国の次は何®へ行くつもりなん… 

•故郷に帰る 
•ここに残る 
•平和な国 

好感度〇 

I C C C 
C C A 

[B B B 

ビーチ（邂水浴： 7〜8月） 
何ですか…？そんなに見つめないで… 

思わず見とれちやった 
水着が素敵だなと思って 
Hな身体をしてやがる 

D D I D I 

ulh] 

]場所の好感度 〇 

パラソルの下で休んでますね 

•泳がないの？ 
•じゃあ自分も 
•ごゆつ<り…… 

'JSSSS 
D D D 
B B B 

C 〇丄〇 
ビーチ（灣水浴以外： 5〜6角、9 
季節外れの海って索敵ですよね… 

二人っきりだしね 
絵画的だよね 
少し寂しいけどね 

C C C 
 c | C [ c j 

ion) 

屬りにKもいないから何をやっても- 

•砂のお城を作ろう 
•追いかけっこしよう 
•波打ち際を散歩しよう 

:Vi^ptcr 4 



その他条件 
薬局でアルバイトをする 

イベント内容 
薬局でアルバイトをしていると、インシュリンを探 
すテディーと出会う。いっしょに探すと簡単に薬を 
見つけることができる。 

ジブイーの釗驾イづツ> 

テディーはノエルと出会うために必要な存 
在だ。また病垸©イベントでよく登場する。 

エンデイングを迎无るために 

普通に接していれば、テディーとのグッド 
エンデイングを迎えるのは難しくない。 

テディーとのエンディング条件 

參必要パラメータ參 
学問： 20 礼法： 20 魅力： 20 
信仰： 20 剣術： 20 馬術： 20 
評判： 25 
その他：とくになし 

•必須イベント參 
テディーの発作 

Y発D2B年12月24B~027年1月6日^恋^^1 
■生D27年10月1日〜D2B年3月31B |愛口口 
A日D28年10月1日〜D28年3月14日 |度 J 

©遊歩道でデートば=:ぽぽぽn v _ 、•一 1 I H D28年明6日〜028年9月28日 度 

その他条件 
遊歩道でデートをする 

イベント内容 
遊歩道でデートをしている最中に、テディーの靴紐 
が切れてしまラ。迷信深い性格なので、デートを中 
止してそのまま帰ってしまうのだ。 

<560 
@ランダムイベント：発生がランダム（§)固定イベント：期間内に必ず発生 

Mitsvimctc Kr\\$ht 

|必須イベント：グッドエンディングに必要 

►この薬局は、実は国立 
病院付属なのだ 



テディー•アデレー 

テディー倒れる 

•とりあえずペンチに寝かす 
I 

•良くなるまで付き添ろ 

テデイー良くなる 

テディーと別れる 

その他条件_ 
酒場でデートをする 

イベント内容_ 
酒場でデートをすると、テディーがこちらを見つめ 
るというイベント。ギャグに走らず「顔に何かつい 
てる」と尋ねるほうがよい。 

その他条件_ 
デートすると発生 

イベント内容_ 
デートの約束場所に来たテディーは、その場 
で倒れてしまう。とりあえずベンチに寝かす 
と、テディーは自分の病気について語り始め 
る。そのあとは良くなるまで付き添ってあげ 
ること。復調するころには、日が基れている 
ためデートはできない。別れるときの選択肢 
はどちらでも問題ないぞ。 

発作で苗!れたとき_ 
とにかく大急ぎで人を呼ぶことを選ぶと、テ 
ディーは馬車で病院に運ばれることになる。 

彼女を放っておいて帰ることもできる。だが 
このふたつを選ぶとエンディングにたどり着 
けない。ベンチに寝かせたあと帰ってもやは 
りダメなので、しっかり付き添うこと。 

その他条件_ 
競技場でデートをする 

イベント内容_ 
競技場でデートすると、テディーが興奮して応援す 
るというイベント。心臓に病気を持っている割には 
結構はしやぐことが多いのだ。 

©酒場でデ■卜lliiiESE 

gテデイーの発作I 

>技場でデ-卜JflEEEE 

►エンデイングに関わるか 

め、選択は間違えずに 

►競技大会ゃスポ—ッな 
どが大好きなのだ 

chapter 4 



クレア 

声優： 

落ち着いた雰囲気を持つ大人の女 
性。年齢と比べてかなり容姿は若い 
が精神年齢はずっと上。酒場でディ 
ーラーの仕事をしているが、本職で 
はなく、パートタイム。大切な人を 
戦禍で失って以来、自分を不幸だと 
思い込むくせがあるため、誰かが前 
向きな姿勢を見せてあげないと、落 
ち込んだままだろう。 
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r•出会い.- 
必要ノKラメータ（酒場での出会いのみ必要） 
学力：一 礼法：10 魅力：10 

信仰：10 剣術：一 馬術：一 

期間 
OD26年7月22日~D26年8月5日（墓地にて） 
❷D26年7月30日〜D26年8月31日（酒場にて） 
実行コマンド 
墓守、または酒場コマンド 

その他 
クレアとの出会いのパターンはふたつある。ひ 
とつは墓守をしている最中で、もうひとつは酒 
場でアルバイトをしている最中だ。墓守の場合 
は、なぐさめて名前を名乗る。酒場の場合は名 
前を名乗れば贺]り合いになれるぞ。 

クレアと親しくなるには 

雄90>13性をg指して 
すでに理Sの男性を亡くしてし)るとし)う想 
いがあるので' その部分から立ち直らせるよ 
う奮闘しよう。そして彼女だけを愛し、2度 
と不幸な目に会わせない強し甥になるのだ。 

気分!^できる場所ならどこでもよしVDだ 
が、並木道のような静かなところか、買し胸 
などが比較的好きなようだ。 

大人©魅力にクラクラ 
酒場のアルバイトで知 
り合ったディーラーの 
クレア。どこか陰のあ 
る雰囲気がたまらなく 
魅力的だ。 

cViAptcr 4 :.、163 ^ 
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クレブのプズボッL主韵一芻 
気分!^できるな5どこで 
会話は自值過«yにならないこと 
積極的ではないちのの、クレアは比較的ど 
んな場所でもデートを0Kしてくれる。ただ 
し酒場' 共同墓地' 夏のビーチには絶対に行 
かない。また' 戦争関係の場所も好きではな 
い。会話では自信過剰は禁物。また、最初は 
こちらを相手にしてし、ないため、恋人同士の 
つもりで会話しても、軽くたしなめられる程 
度で終わってしまうぞ。大人の恋をしよう0 

プテイツク 
私に似合う腰なんてあるのかし5? 

•シックな服を選ぶ 
•活動的なちのを*ぶ 
•露出度の高いのを遇ぶ 

]壩所の好感度1=〇 I相手が悩んでいる間手持ちぶさたで… 

•見てるのが楽しい 
•ガマンも修行のうち 
•相手が満足ならいい 

好き 大好き 

i H H 
颺金属店 

Kかヘプレゼントかしら？女の子の… 

•資方へのプレゼントだ 
•できれば安い方が…… 
•余計なお世話だ 

■: 

f場所の好想度I〇1 
|ねえ…どの石が似合うかし5? 

•パール 
.ルビー 
•エメラルド 

レストラン ]]壩所の好®度 〇 
あら美味しい…このソース…限し味…f TSt でも毎日自分で作つてるとねたまに…R 

•至高という言葉に値する味だ 
•自分は家庭の味の方が好きだ 
•まさに生ゴミ…シェフを呼べ！ 

C C •責方の手料理が食べたい 
•その気持ちは分かる気がする 
•今度、自分が料理してあげる 

C D 
c C 
A A 

酒 J壩所の好感度[X 

►ダンスホール【ダンスの成功率：（礼法+魅力2さレベルで成功】|場所の好感度 

成功：…上手なのね一繾にaって… 失敗：あらあら…ダンスは苦手なよ… n C 1 
•君も上手だったよ 
•ダンスには自信があるんだ 
•何度も足を踏みやがって！ 

C 
E 

C 
E 

C 
E 

•申し訳ない…… 
•こういうのは苦手だ 
•お前がへポだからだ 

B 
E 

B 
E 

B 
E 

►トレンツの泉 1場所の好感度 〇 

何を願うの？ 
自分もやろう 
中のコインを拾おう 

|•恋愛成就 
•戦時必勝 
•立身出世 

会括選択による女の子の反応A=最良 B=よいC=普通D=やや悪いE=悪いド=鼉悪 

Mitswmctc 



クレア•マジヨラム 

審¥1の□ 
青年がその口に手を蓬し込むといき… 

手を差し込む 
口の中をのぞく 
足を差し込む 

C C I C I 
A A A I 
B B B | 

場所®好惑度fol 
Iでち、■近は心蘸い人がガムやら■… 

•ごめんなさい 
•マナーが悪いね 
•先に言ってくれ 

フラワーガーデン（4〜5月） 
まあ、きれいな花… 

本当にきれいだね 
それはどうかな？ 
植物は嫌いなんだ 

Iこういう所に来ると幼い頃を思い出… 

•花の首飾りをつくる 
•花束を贈る 
•草笛を晒らす 

フラワーガーデン（9〜10月） 
ダリアの花言*って知ってるかし5? 

•君だけを見つめてるよ C C A 
•まさに自分にぴったりだ C C C 
•まさに君にびったりだ F F D 

卜R茶店 
確かコーヒーが美味しいつて雷つて… ra FF1 
•じゃあコーヒーを C C C 
•じゃあマニュを B B B 

•じゃあ女の子を C C C 

]壩所の好想度1=0 

Iお花に囲まれていると少しだけ若通… 

•年寄りくさい 
•若いじゃない 
•童心に帰るね 

今日は甘いちのでち頼んでみようか… 

•カヌレ 
•ハ•フエ 
-あんみつ 

鐘木遵(6〜8月）|>所の好感度〔〇 

やつばD響が一番週こしやすいわね 

•恋の季節でもあるし 
•でも花粉がつらい…… 
•年寄りの証拠だよ 

見て、子猫だわあらあら、木の上… 

•助けてあげよう B 
•助けてあげたら D 
•放っておこう D 

■木通（9〜11躅） 場所の好想度I 〇 

•手伝いに行くよ C C B 
•所帯じみてるなあ D D D 
•焼イモしたい B B B 

►逆木遵（12〜2H) 
風邪をひかないようにちゃんと暖か… 

•くしゃみをする B B B 

•寒さにぶるえる C C C 
•火をつける E E E 

I秋も色々だけど■方にとつての秋つ… 

•食欲の秋 
•読書の秋 
•運動の秋 

|*のせいかもしれないけど今日の北… 

•Rを抱く 
•上蕭を貸す 
•脚を早める 

場所の好感度J 〇 
1の北…'^ 

]壩所の好想度|=〇 

Iうちのお店に良く来る子が給を描く… 1 こういう所に来るつて事は資方も給… 普通 好き 故き 

|•一枚分けて欲しい 
|•索人作品はいらない 
|•ヌードならぜひ！ 

B 
D 
C 

B 
D 
C 

B 
D 
C 1 

•絵を描くのが好き 
•絵を見るのが好き 
•そういう択ではない 

A 
B 
D 1 

A 
B 
D 

A 
B 
D 

シアター 

面白かったね 
なかなかだったね 
面白くなかったね 

J壩所®好SJB \ 〇 
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1こんなオバサンと歩いてて、恥ずか… I学生時代よくこういう所を黻歩した… 酱通 好き 辦き 

1•そんなことないさ 
1•自分は婿しいけど 
1•超恥ずかしいよ 

B 

Li 
c 
B 
E 

c 
A 

■ •その時は恋人と？ 
| •そ5いろのあるよね 
1-クレアらしいね 

C 
B 
C 

C 
B 
C 

C 
B 
C 

邏動公■ (4月〜12月）【運動の舰)率：(臟+馬術K2ミレべルで蜘】|場所の好感度| 

fひどい*SIR杳L I 
I tau/tis r\ 

頑張りましよう«子はどうなの？ 

•ばっちり 
•まあまあ 
•だめかち 

■■すばらしい繾果Pa 
I出した場合f B 

親技壩（1月〜3月） 

1好き1 

H i 
人两士、傷つけ合う技術を离めあつ… 

確かにそうかもしれない 
いや生き残る為の技術だ 
人を斬る快感を知らないくせに 

場所の好感度I 

サーカス 
いやだ…思わず南を出して見ちゃっ… 

可愛かったよ 
お互い様だ 
し、い年こいて…… 

E3B3BZ 
B B B 

遊歩道 

レッドゲート 
このMの向こうに行ったまま主人は… 

•君のために痛ってくる 
•自分は不死身だから 
•死んだら墓に花を添えてくれ 

ゴンドラ（5月〜10月） 
学生時代よくこうして*人とゴンド… 

グ教官と 
な字生だ どんな学 

何十年前の話だ 

THESES 
c c c 

11111 
教場（4J8〜11船 
こういう所で■らしたかつたわ… 

今からでも遅くないよ 
しかしKしい日々もあるよ 
毎日、豚や馬を食い放題だね 

D D I B I 
C C C 
C C I CJ 

嫌林区 
こういう所ってさすがに一人では来… 

大丈夫、そばにいるから 
死体を埋めるには適地だね 
騒いでも無駄だ……ククク 

(4月〜9月） 
あら、何してるの？ 

一緒に寝転ばないか？ 
高山植物の観察だよ 
息をしてるんだ 

B B B 

士 111 

]場所の好感度！]〇 

※空中ブランコ、猛獣ショー、 
ピエロの演舞の3 ノ《ターンがあるが 
女の子の反応はどれも同じである 

場所の好感度1=〇 

]場所の好感度l A 

ドルフアンは勝てるのかしら？ 

•自分がいるから大丈夫 
•勝つか負けるか賭けよう 
•終わるまで分からない 

ゴンドラに揺られてると何だかウト… 

•水をすくってかける 
•魚を捕まえてみせる 
•つられて眠くなる 

ウソだと思うかも知れないけど学生… 

•面白いジョークだ 
•それはすごいね 
•国際B級って？ 

所の好感度J〇 
ど学生… 

さすがにここだとピクニックつてい… 

•そんなことない 
•せめてお弁当を 
•じゃあ、帰ろう 

場所の好感度 

30S 
D D D 

]場所の好感度 

こういう所で食べるお弁当ってさそ… 

•霣方の弁当なら何処でも 
•今度、作って欲しいな 
•今度は弁当持参で来よう 

好感度し 

I C C I C 
B B B 

[c C J C 

会括選択による女の子の反応A=最良 B=よいC=普通D=やや悪いE=悪いF=最悪 
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クレア•マジヨラム 

神殿跡 
危ないわね、なんだか副れそ3だわ… 

•それだけ年月を経た証拠だよ 
•危ないから、もう戻ろうか 
•軍部に上申して取り壊して貰おう 

I責方ってこ 

|•考古学的 

つてこういうのに諱しいのかしら 

学的に説明する 
•面白おかしく説明する 
•相手に説明を求める 

餳月のS 
でもここの供めは相変わらず索敵だわ 蕾通 好き 

•ドルフアンって美しい街だね C C C 
•まるでミニチュアの街だね B B B 
•高し、壩所って怖くない？ C C C 

場所の好®j 

これが索敵な 

•あの灯りは 

败なもの…この街の瞬きよ 

りは生活の灯だから 
•まるで宝石箱のようだね 
•君の方が、きれいだよ 

仔感度 〇 

地下墓所 
この辺りはこういつた物が多いわね 

•興味を引くね 
•面白くないね 
•ゾンビが出そ5だね 

B B I 
C C C I 
D D D | 

Iここの中ってどうなつてるのかしら… 

•秘宝がいっぱい 
•入ってみよう 
•ただの墓だよ 

場所の好感度 

C C C 

n台 
でち、こんなオバサンと歩いてて… 

•もちろん楽しいに決まつてる 
•オバサンなんて言わないで 
•ヒマつぶしには最適だから 

共同薹地 場所の好惑度[X 

ズイーガー欝 
こういった戰争の»具は嫌いだわ… 

•無理もないね 
•でも必要だよ 
•自分は大好き 

場所の好感度 △ 

■何故、讎兵になったの？ 

•誰かを守るため 
•剣しか能がないから 
•出世するため 

液止場 
責方の■つてどんな所なの？ 

•素敵な国だよ 
•今度一緒に行こう 
•お八シの国だよ 

j場所の好感度 

戰争が®わればまたどこかへ行くの… 

•故郷へ帰る 
•ここに残る 
•戦争のある国 

好感度〇 

T311SES 
I c c fc 

C C B 
[D D J^D 

ビーチ（海水浴： 7〜8月） 場所の好感度\ x 

ビーチ 
ここならこうやつて何もしなI 

•二人つぎりだしね 
•絵画的だよね 
•少し寂しいけどね 

f以外： 5〜6月、9〜10月) 
ないで-…PyTBHffHImmtrn 

]壩所の好感度 

季節はずれの海って静かでいいわ… 

砂のお城を作ろう 
追いかけっこしよう 
波とたわむれよう 

好感度〇 

「A A「A 
c c c 

[d D [p 
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共同墓地でクレアに会5 

マントの処理を間かれる 

參過去にすがつていてはいけない 

I 
•昨日より明日を見て欲しい 

■ 
クレアと別れる 

その他条件 
礼拝堂掃除のアルバイトをする 

イベント内容 
ネL拝堂掃除のアルバイトをしているとき、教会で祈 
るクレアを見かけるイベント。声をかけると^！を祈 
つていたのかを教えてもらえるぞ。 

その他条件 
一周忌の招待状がくる 

イベント内容 
クレアの亡き夫、ヤング教官の一周忌の招待 
状が届くので、共同墓地に向かう。墓地では 
クレアがマントについて聞いてくるが「過去 
にすがっていてはいけない」を選び、続いて 
「昨日より明日を見て欲しい」と選択すればク 
レアは想いを断ち、マントを火で燃やす決心 
をする。これが彼女の心の区切りとなる。 

マントをちら5 

レベルが高い場合、「自分が代わりに貫ってお 
こう」でマントをもらうことができる。夫の 
信頼が厚かったプレイヤーなら安心してマン 
卜を譲れるという想いがあるのだろう。これ 
もそこそこよい選択だ。ただし、レベルが低 
いとクレアにたしなめられてしまうぞ。 

0 

(.::孑纖41鐵 
クレアとのエンデイング条件 

イベントが重なる可能性があるのはセーラ 
だ。ここは本命をクレアにしぼろう。 

ング 

遠慮がちなクレアは' ほかの女の子の;玄愛 
度が高いとエンディングが迎えられない。 

•必要パラメータ參 
学問： 20 礼法： 20 魅力： 20 
信仰：一 剣術：一 馬術：一 
評判：一 
その他：“大好き”状態の女の子がいない 

•必須イベント# 
メッセニのプ□ポーズ 

©礼拝堂掃除にて:1|^ 
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Rランダムイベント：発生がランダム ^固定イベント：期閜内に必ず発生0必須イベント：グッドエンディングに必要 
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秋の並木道でデートをする 

イベント内容_ 
秋の並木道でデートをしていると木枯らしが吹く。 
その情景のなかでクレアがたたずむイベント。ここ 
では「きれいだ」を選んであげること。 

クレアにプロポーズされたと聞かされる 

厂 
❿絶対反対 

メッセニ中佐が来る 

•クレアから手を引け中佐！ 

メッセニ中佐、去る 

0秋の益木道でデート(P==:=;=| 

| メッセニの7□ポ■ズpD29 

その他条件 
発生日にクレアと出会うこと 

イベント内容 
D29年2月25日にクレアに出会うと発生する 
イベント。この日にデートに誘っておくと確 
実だ。クレアに出会うと、プロポーズされた 
ことを聞かされる。「絶対反対」を選ぶとメッ 
セニが現れてクレアに返事を迫るため、「手を 
引け」を選ぼう。ここで選択を間違えるとク 
レアとのエンデイングはないぞ。 

メッセZ： *佐について 
—周忌のイベントで、クレアに気があること 
を見せているメッセニだが、このあたりの話 
はミュー（入国管理官）からも聞かされる。 
ミューはメッセニのことが好きなので、クレ 
アに振られても、彼にはまだ結婚するチヤン 
スはあるだろう。 

| 

その他条件_ 
セリナリバー駅で待ち合わせをする 

イベント内容_ 
セリナリバー駅で待ち合わせをしていると、クレア 
が先に来て編み物をしている0このあとは普通にデ 
一卜することができるぞ。 

クレア•マジヨラム 

鹽駅で待ち合わせコ 

〒枯らしに吹かれるの 

結構寒いのでは？ 

〇 

►いつたい誰のために編 
んでいるのだろぅか 

cliAptcr 4169 



喜ばれる誕生日プレゼント 
恋愛小説 

セーラ 

声優 

名家ピクシス家の令嬢で、プリシラ 

王女の従姉妹にあたる病弱な女の子。 

心臓を患っているため外出もままなら 

ず部屋で本を読んでいることが多い。 

そのためか、寂しがり屋で現実逃避的 

な部分がある。とくに慕っていた兄が 

行方不明となってからは、その傾向が 

強いようだ。一般から家庭教師を募集 

して勉強に励んでいる。 

マゴ-^卜〕 

酵 なし 

網 ピクシス家令嬢 

'鹏 繊細 
麟 読書 

好きな所 

夢 健康になること 

職關性 守ってくれる人 



セーラ•ピクシス 

r•出会い.- 
必要ハラメータ 
学力： 20(34)礼法：一 魅力：一 
信仰：一 剣術：一 馬術：一 

期間 

Biflillii 
実行コマンド 
特別 

その他 
郵便箱に送られてくる家庭教師募集の手紙を読 
んで応募し、試験に合格すると知り合いになれ 
る。合格基準は学力だがD26年のときは20、D 

27年のときは34以上ないと合格できないぞ。そ 
れほど敷居が高いわけじやないはず。 

セーラと親しくなるには 

理3KDI3性を目指して 

藏弱fセーラにとって理想の男性とは自分 

を守ってくれる人だ。家庭獅と生徒という 

関係の一線を超えるには、優しく彼女のこと 

に親身になつてあげること。それに尽きる0 

部屋からでることのでぎないセーラにとつ 

ては家®B币の先生が教えてくれる外の世界 

が、し市ばん好きな場所とし、えるだろう。 

パルコニーか5の笑顔 
純真無垢なその笑顔に 
は、どんな化粧も宝石 
もいらない。そのまま 
がいちばんチャーミン 
グな素顔のセーラ。 

carter 4171 



赤ちやんは何®から来るんですか？ 

iTirsisr? 
•キャベツから生まれる 
•母親のお腹の中から 
•南の島から 

心房中隔欠損症ってなぜ呼阪困難にな 
りやすいのですか？ mpggyg 

•血の中の酸索が上手く流れないから 
•動脈血が静脈血と混じるから 
•肺の病気だから 

情けは人の*ならず…つてどうして人 
の為にならないんですか7 ppipggw" 

•自分の為だから 
•親切は仇になるから 
•そろい5ちのだから 

なぜ、ゼロは1や2で割つてちなんでゼ 
口のままなんですか？ 

B B B •元々、割る数が無いから 
•定理だから 
•ゼロだから 

先生つて！K人とかいらコしやるんです 

•恋人はいる C C D 
•恋人はいない C C C 
•君が恋人 D D A 

いE=思いF=最悪 

セ_ラとの会話には、mとa談のの 
ンがぁるのだ 

セーラにとって家_市と話をするという 
ことは、今まで知りたかったことを聞けるチ 
ヤンスなので、勉強まえには質問や雑談が頻 
繁に発生する。本などで知識は持ってし)るの 
だが理論的な説0月にどうもなじめなし)部分が 
あるため、噛み砕いた説明をしてあげよう。 

■質問 
何故、嫌体は上か5下へ*ちるんです 
か？ 

•重力があるから 
•地球が引っ張るから 
•知るか 

B B B 

☆ホ 

rap 
C i 
B 1 
F 

C C 
B B 
F F 

mms5?s 
D 1 
B 1 
F 

D D 
B B 

F F 

i|： 
C C 
B B 
C C 

rap 
B 1 
C ( 
E 1 

3D 
3 C 
E A 

雨が降りますよねその水屋の漏はどこ 
が主になるんですか7 

•海洋 
•天使の涙 
•自分で考えろ 

何故水の入ったバケツを思いつきり握 

•振り回した時に運心力が働くから 
•水がバケツの底へ行こうとするから 
•きつと凍つているから 

何故、太陽は雍か5界るんですか？ 

•太隈が地球の周りを回っているから 
•地球が西から東へ回転してるから 
•そんなのは太隈の勝手だから 

ドーナツの中心の穴はどうして空いて 
るのですか7 

•コストダウンの為 
•熱を通りやすくする為 
•食べやすくする為 

■鼸談 
先生は…キス…したことってあります 
か？ 

•あるとち 
•ないんだ 
•しようか 

会話遇択による女の子の反応A=最良 B=よいC=普通D=やや憑I 
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▼1力月に一回だ 
けなので、必ず家 

庭教師に行って話 
をしよう 



セ_ラ•ピクシス 

テディー•アデレードさんて看護*さ 
んなんですけど先生、ご存じですか？ p-npnm； 

兄は寒い国へ言ったまま帰って来ない 
んです…手紙も何も来ません… 

C C •知ってる 
•知らない 
•恋人だよ 

•寒い国って？ 
•それは心配だね 
•信じて待ちなよ 

ましたよね？ 酱通 故き すその…格好憑いし… 好き 大好き 
•シUウスつて？ 
•ほえられたよ 
•いや、全然 

C 
C 
B 

C 
C 
B 

C 

B 

•チャーミングだよ 
•確かに眼鏡はねえ…… 
•気にする事ないよ 

C 
E 
D 

C 
E 
D 

A 
E 
D 

私、心H中隔欠損症とかい3なんだか 
しい病気なんだそ3です… 

先生今日はグスタフも一緒にお話しし 
たいそ3です rnrs 22 

•すぐ治るよ 
•手術は？ 
•大変だね 

D 
D 
C 

D 
D 
C 

D 
D 
C 

•グスタフの週去を聞く 
•グスタフの現在を聞く 
•グスタフの正体を聞く 

c 
c 
c 

C 
C 
C 

C 
C 
c 

先生は何で钃兵なんて恐い寧をなさつ 
てるんですか7 m m\ 添 

私、先生の前なのにこの格好で、索顔 
のままだし…何だか恥ずかしいです… 

•誰かを守るため 
•お金を稼ぐため 
•聞かないで<れ 

B 
C 
D 

B 
C 
D 

B 
C 
D 

•そのままで充分きれいだよ 
•やっぱりオシャレに憧れる？ 
•別に、気にしなくていいよ 

c 
D 
B 

C 
D 
B T 

そういえば…先生まだメビウスをe介 
してませんでしたつけ7 

カルノー兄雄がこの怒の所に腰掛けて 
いて疆しく頭をなでてくれたんです 好き 大好き 

•可愛いインコだね 
•その鳥が友違なの？ 
•今晩は焼き鳥だな 

B 
C 
F 

B B 
C C 
F F 

•それは兄さんの幽靈だよ 
•きっと正夢になるよ 
•兄さんが好きなんだね 

F 
B 
A 

F 
B 
A 

F 
B 
A 

6 

私…アルベルト•ジャンベルグの『翼 
斯記；が肝なんです。 

私なんかの相手をしてて遇屈じゃあり 

ませんか…？ JElcaEE 

•今度、貨してくれる？ 
•本を読むのは苦手なんだ 
•今度、興ってみよ3かな 

•すごく楽しいよ 
•そんな事ないよ 
•確かに退屈かも 

の故郷つていつたいどんな所なん 
か？ 

先生はプリシラ王女をcmにな5れた 
事ありますか？ 

•東洋の片田舎だよ 
•今度一緒に行こう 
•お八シの国なんだよ 

•すごいんだね 
•彼女とは、よく会う 
•それは自慢か？ 

グスタフは疆しくていろいろと気付い 
てくれるから私、大好きなんです 

気をつけて下さいおじい雄は海外の方 
や文化があまりお好きでないんです 

•当人が闉いたら感激するよ 
•自分も彼には好感が持てる 
•あんなのただのジジイだろ 

•この家に来る時は用心するよ 
•きつと会うことはないだろう 
•けしからんジジイだな…… 

そういえば戰争の方は一体どうなって 
るんでしよ3か7 

•自分がいるから大丈夫 
•この国は今有利だから 
•終わるまで分からない 

D D | 

ば先生にカルノー兄様の 
た事ないですよね？ 

•セーラに似てるね 
•結構、イイ男だね 
•嫌な感じの男だな 

chapter 4 173 



Iその他条件_ 

I家庭教師に行く 
Iイベント内容_ 

I家庭教師に行くと、セーラが寝ているというイベン 
■卜。ゆり起こしても起きないので、無理に起こさず 
■に、そっと寝かせておいてあげよう。 

«ランダムイベント：発生がランダム *固定イペント：期間内に必ず発生( 

^の!!ベン如 

必須イベントをクリアするために、プリシ 
ラとメネシスとは知り合っておこう。 

ング 

家_币を続けていれば、ほぼ確実にエン 
デイングを迎えることがでぎる。 

セーラとのエンデイング条件 

參必要パラメータ# 
学問： 20 礼法： 20 魅力： 20 
信仰： 20 剣術：一 馬術：一 
評判：一 
その他：とくになし 

參必須イベント# 

クラシスの花 

曝クリスマス 
発D26年12月24日 
生D27年12月24B 

その他条件 

?ll 
招待される 

イベント内容 S|l 

クリスマスをいっしょに過ごそうと招待されるイべ 1 
ント。テディーと知り合っている場合といない場合 [J 
でクリスマスに発生するグラフィックが変化する。 

s 

トンルべスタ—llEiilii 

その他条件 

招待される 

ィベント内容 

シルべスターをいっしょに過ごそうと、ピクシス家 
に招待される。セーラの部屋でカウントダウンを迎 
える以外はシルベスター会場と同じだ。 

©昼寝 
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iii ■ r^s 

その他条件 
家庭教師に行く 

イベント内容 
家庭教師に行くと、セーラがインコに向かって話し 
かけているイベント。声をかけるとインコについて 
話をしてくれる。耳をかたむけてあげよう。 

|その他条件_ 
I家庭教師に行く 

Iイベント内容_ 
I兄の分身としてかわいがっていたインコが死んだた 
|め、セーラが自殺しようとする。「落ち着いて話し合 
Iおう」を選ぶとセーラは落ちてしまうぞ！ 

セーラ•ピクシス 

©インコと会話:口;ゴ|靈 

^自殺未遂 fl°^l 1月16日 

クラシスの花 ^|"d29年1月18日jf| 

その他条件 
家庭教師に行く 

イベント内容 
家庭教師に行くとセーラがクラシスの花につ 
いて話してくれる。これに対して「見つけて 
みせる」と答え「心当たりがある」と答える 
と、あとで花が城にあるという情報を入手で 
きる。城ではプリシラの力を借りるのがいい 
ぞ。花を手にいれたら、メネシスのところに 
行き事情を説明すれば、薬を入手できる。 

独力で城に入る場合 
もしプリシラと知り合いでなくても、キャロ 
ルが城のメイドなら花を入手できる。城に入 
るとキャロルと出会うから、場所を聞けばい 
いのだ。ただしキャロルはいっしよに連れて 
いかないこと。連れていくとグラフィックは 
見られるが花は入手できなくなるのだ。 

芯r '.し：■•齡く;r: 
つけてみせる：ある 

ビコの■き、.[:ルフアン4K1C抒<- 
•プリシラと知り合いならプリシラの力*備リる 

花を■入裯 

キヤロルがメイドになつているなら独力で乗り込む 
•嫌な予想が^るので却下 

花在入手した後、メネシスの所に行く 
籲寧情を括す 

薬を入手、セーラに薬在壤す 

7鳥の元へ 
行け」を選ぶと解雇に 
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プUシラ• | 
ドルフ^^ 

HI 
声優：今井甶香 

ドルフアン王国の第一王女、プリシ 
ラは明朗快活な性格でお転婆娘。とき 
どきお忍びで城を抜け出し、街中を散 
歩するといろ大胆なことを平気でする 
のだ。そんな彼女は王女としても積極 
的に民間を慰問するので、民衆からた 
いへん人気がある。本人は城の暮らし 
に退屈していて、庶民の生活に多大な 
関心をもっているそ。 



プリシラ•ドルフアン 

r•出会い# 

必要ハラメータ 
学力：一 礼法：一 魅力：一 
信仰：一 剣術：一 馬術：15 

期間 
D26年8月12日謎の女の子とデート 
D26年8月19日約束のデートに行く 
実行コマンド 
特別 

その他 
王女誕生日に招待状を受け取って城に向かうと 
王女に会えるぞ。王女の質問に対して「知らな 
い」以外の選択をすれば知り合いになれる。ど 
うやら彼女とは、どこかで出会っているらしい 
ぞ〇そういえば、あのときの…… 

プリシラと親しくなるには 

理性を目指して 

ノリがよくて気さくな感じでも、彼女には 
王女という立場がある。そのため、周囲に認 
められるような実績を作る必要があるぞ。さ 
らに彼女と意気投合する必要ちあるのだ。 

お忍びで街中を歩いているくせに、どこへ 
でち顔をだすプリシラ。庶民的な場所が大好 
きで、ささし)なことでモーレツに喜ぶ。 

招Sついて<«王女 
強がっていたくせに、 
幽霊に会った途端にし 
がみついてくる。しか 
も気絶までされて、大 
迷惑!？ 
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スがお気に， 
に振る费お 

た観光名所I 

-トコースがお気!こ入!) 

額江は、忠成士〇)ように勝511おう 

国立公園や_の塔といった!^所は喜 
んで行くそ。また並木道や遊歩道、喫茶店な 
ど、恋人同士がよく利用するような場所もい 
し、庶^)な#りの漂う場所にiin出そう。 
会話は、初めから恋人同士のような選択でい 
いそ。ただし実際の行動は、恋愛度が上がる 
まで止めておくこと。また庶民らしし珩動に 
も、結構喜んでくれるのだ。 

◄恋人同士で歩くとい 
うシチュエーションを 
期待しているぞ 

►いつもは最高級に触 
れているため、中途半 
端なものは興味がない 

1ま、こういう半纏モノより*店で売… 1 ねえねえ、どれが似合うと思う？ 抑 好き 大好S 

■•でもブリキ細工だよ 
■•安上がりな女だ 

B 
D 
C 

B 
D 
C 

B 
D 
C | •オパール •紫水晶の原石 

•ダイアモンド 

D 
A 
C 

D 
A 
C 

D 
A 
C 

ブティック 
ねえ、わたしにどういう明着て欲し… 

•おとなしめな服を選ぶ 
•活動的なちのを選ぶ 
• a出度の高いのを選ぶ 翻I 

■あれにしよつかな…でも、これちい… 

•全部買えば？ 
•何でも似合うね 
•早くしてくれ 

場所の好感度I 〇 

Iもい…"k 

霣金属店 場所の好感度]〇 

レストラン 
••なによ、この気取った味は 

•至高という言葉に値する味だ 
•自分は家庭の味の方が好きだ 
•まさに生ゴミ…シェフを呼べ！ 

A A A I 
C」C丄C || 

場所の好! 

■ち5いいわ、颺方の思いつく物を… 

•至高のフルコースを頼む 
•フィッシュ&チップを頼む 
•プリシラに泣いて謝る 

仔感度L〇 
E3E3BS 

酒 ]場所の好想度IX 

ダンスホール【ダンスの成功率：（礼法+魅力K2ミレべルで成功】 〔場所の好感度]〇j 

成功：へえ…颺方上手なのね 

•君も上手だったよ 
•ダンスには自信があるんだ 
•何度も足を踏みやがって！ 

I失敗：思いつきりへ夕ね… 

•申し訳ない…… 
•こういうのは苦手だ 
•お前がへポだからだ 

トレンツの泉 
さて問題！ここは一体何の壜所で… 

•トレンツの泉 
最初のデートコース 

•バカな女が落ちた泉 

I選択による女の子の反応A: 

<jB> Mitsvimctc 

さ一て何をお願いしちゃおうかな… 

•二人の永速の愛 
•戦争での勝利 
•全国民の幸せ 

j場所の好感度 

=最良 B=よいC=普通D=やや悪いE=悪いF=最悪 



プリシラ•ドルフアン 

審翱の口 
さあ再度チヤレンジよ、今度は… 

•グー 

•チヨキ 
•バー 

B B B | 

C I c I 

場所の好感度 
I今日は自ら率先して手を入れてみま 

•いきなり大声を出す 
•一緒に手を入れる 
•先に壁の口を調べる 

フラワーガーデン（4〜5月） 
あ、でもこの花つてキレイだわ 

•君もキレイだよ 
•それはどうかな？ 
•植物は嫌いなんだ 

A A A I 

|でも場所は違えどなんかこう思いつ• 

•そんな事やつてるの？ 
•それ気持ちよさそうだね 
•植物をいじめるなよ 

フラワーガーデン（9〜10月） 

^[場所の好感度I 

場所の好感度 
ねえねえねえ、この赤い花ってアレ…P 1好き "■ねえねえ■くここで休んでいきまし… 9 

•サボテン | E E E I •首飾りを作る B ! E B 
•ダUァ C C C ■•花束にして贈る D D D 
•食虫植物 1 C C C 1 •草笛を鳴らす A —A— 

A 

暖茶店 
何飲もっかな…クリームソーダかな… 

ライムソーダを頼む 
苛性ソーダを頼む 
懐中汁粉を頼む 

鐘木遵(3〜5月）場所の好感度 
謇になれば暖かくなるし、お花は眹… 

•恋も芽生えるし楽しいよね 
•花粉で目や鼻が痛くなる 
•お前みたいなのが増えるな 

あつ！あそこのカップルニ人 

自分たちもやろう 
金が_いんだよ 
見せつけやがつて 

►鼓木道(6〜8月）]場所の好惑度T 
あ、あそこ！子猫が木の上から 

助けてあげたら 
助けてあげよ: 5 
放っておこう 

魃木道（9〜11肖） 
落ち葉に埋め尽くされた道ってs愛… 

•手をつないで歩こう 
•落ち葉でイモを焼こう 
•忍法枯れ葉隠れの術！ 

E3E3S 
B B A 

I食べ物が美味し<なるからついつい… 

•もうすでに遅いよ 
•気にすることはない 
•ではクリでも焼こう 

鼓木道（12〜2月） 
ちよつと寒いかち 

•肩を抱く 
•手をつなぐ 
•火をつける 

わたし冬って好きになれないの 

寒いだけだしね 
良い季節じやないか 
春が好きそうだもんね 

どうせ城にある絵の方が何千倍も価… 

•絵は値段じゃない 
•じゃあ帰ろうか 
•静かにしろ小娘 

C I C 1 C 

わたし、一度でいいからH価な輅を• 

城でやればいい 
芸術を侮辱するな 
気分が晴れそろだね 

シアター 

•面白かったね 
•なかなかだったね 
面白くなかったね 

1場所のl"C 

疆^画區}議區}|| 
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卜邏動公■ (4〜12月）【運動の顧)率：(剣術十馬術K2ミレべルで蜘I1場所の好感度1◎1 

さあ、庶民のアベックに負けないよ- 

•君が一番可愛いよ 
•あっちの娘がいいなあ 
•あの男をアニキと呼びたい 

►レッドゲート 

はっきり雷って、この国の騎士回は… 

•自分にまかせてくれ 
•自信ないなあ…… 
•死んだら墓に花を添えてくれ 

►ゴンドラ（5〜10月） 
自分が動かずに流れていく最色って… 

•水をすくってかける 
•魚を捕まえてみせる 
•酔って吐いてみせる 

►教壩（4〜11月） 
ああ…牛や馬や豚に囲まれているの… 

•ここで藝らすのもいいね 
•しかし®しい日々もあるよ 
•毎日、豚や馬を食い放題だね 

あまりにも静かね… 

•大丈夫、そばにいるから 
•死体を埋めるには適地だね 
•騒いでも無駄だ……ククク 

►畐願（4〜9月） 
ああ…いっそ王女なんか辞めて… 

•それはいいかち知れない 
•それなら一緒に藝らそうか？ 
•自分が代わりに王女になるよ 

会括選択による女の子の反応A=最良 

場所の好感度1= 

|あ、でち男の人ステキ！ 普通1好き 

■ - &こm…… A 

■ •男は顔じやない D D D 

■ •本当に索敵だ…… E ■ E E 

'E3E3ES 
B B B 

J場所の好感度 

でも万が一破られたらその時は一巻… 

•自分がいるから大丈夫 
•ちろい国だな…… 
•今のうちに逃げるか 

好感度j ^ 

C C I A 

1場所の好感度| ◎ 

|ねえ…閎いて*い？責方…泳げる？ 普通 大好5 

| •泳ぎならまかせろ B B B 

■ •人工呼吸なら得意 D D A 

| •実はカナジチです E —E E 

I場所の好感度^)© 

あれつてちしかしてミルクなのかしらP 

•やらせてちらお5か？ A A A 
•そんなに喜ぶことか？ D D D 

•お前のをしぼらせろ F F F 

>所の好感度f〇 

D D A 
C C C 
E E E 

よく見ればこの森って結橘荒れてる… 

•国は一体何やってるんだ？ 
•これはこれで風情があるよ 
•原因を追究したりしないの？ 

大好き 

B 
C 

あ5?何やつてるの？ 

•一緒にa転ばないか？ 
•高山植物の観察だよ 
•自然と一体化してる 

Mitswmctc 

B=よいC=普通D=やや腰いE=悪いF=最悪 



プリシラ•ドルフアン 

何よこれ…今にも*れそうじゃない 

それだけ年月を経た証拠だよ 
危ないから、もう戻ろうか 
軍部に上申して取り壊して霣おう 

J場所の好感度 

級月の雄 
ね、見て、見てステキよね？ 

•ドルフアンって美しい街だね 
•まるでミニチュアの街だね 
•高い場所って怖くない？ 

何だ…立入禁止じゃない 

何でだろ？ 
じゃあ帰ろう 
強行突破だ 

E3E35 
c T c c 
C C C 
D丄D D 

この灞のにおいがたまらないのよね… 

•海が好きなんだ？ 
•潮風っていいよね 
•刻がサビると困る 

共，墓地 
-方的に侵略を受けたとはいえ死… 

•早く戦争が終わるといいね 
•戦争が終わると仕事がなくなる 
*死ぬ奴がマヌケなんだ 

BESS 
B B B 

Xイーガー讎 
海の守りはこのズイーガー砲でバッ… 

海軍はどうした？ 
それは索晴らしい 
それは甘いぞ 

C C I C 

液止場 
ただ…もしかすると外国人排斥法が… 

•それは何故？ 
•自分には関係ない 
•すげえ不愉快 

C I C I C 

でも…何だって文化部は、こんな物… 

•考古学的に説明する 
•面白おかしく説明する 
•相手に説明を求める 

••キレイ。私の国が…歸いてるわ… 

•あの灯りは生活の灯だから 
•まるで宝石箱のようだね 
•君の方が、きれいだよ 

場所の好惑度1_〇 

[場所の好感度 

立ち入り禁止にしとくから妙なウワ…£ 

•財宝があるとか？ 
•幽霊が出るとか？ 
•秘密基地だとか？ 

なんか今日は*分いいから責方の«• 

なんで城を抜け出すんだ？ 
恋人か婚約者はいるのか？ 
スリーサイズはいくつだ？ 

J場所の好感度[△ 

この墓もいくつ名前を刻んだら9[が• 

•自分の名前が刻まれた時 
•お前の名前が刻まれた時 
•一万四千七百二十一人分 

ねえ、闉いていい7何でこI 

•聖騎士になりたC、ふら 
•君に逢いたいがために 
•運が悪かったから…… 

わたしも他の国を見てみたい 

今度一緒に行こう 
金があれば可能だよ 
それは難しいねえ 

ビーチ（海水浴： 7〜8月） 場所の好感度l=x 

►ビーチ（海水浴以外： 5〜6月、9〜10月） |場所の好感度|〇 

まさに恋人たちの為の空閜よね… ■まさにS人たちの為の空間よね… 

•二人ぎりだしね B B A ■ •砂のお城を作ろう E E E 
•絵画的だよね C C C ■ •追いかけっこしよ3 A A A 
•心中には最適だね E E E 1 •波とたわむれよう C C C 
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ブ」リシ5) W通■イ.ベン]^ 

ィベント対策 
イベントのなかでgなのが幽霊騒動。こ 

れには女の子が3人が絡んでくる。初めに八 
ンナ、次にプリシラ、最後にキヤ□ルと判定 
されるため' 全部をし、ちどで見ることはでき 
ないぞ。またセーラやライズち別のイベント 
で関わってくる。ともかく、プリシラと仲良 
くなっておくことが先決だ。 

ィンクる 
プリシラとのエンディング条件はなかなか 

厳しい。まず聖騎士の称号を得なければなら 
ない。次にすべてのノ (ラメータが50以上必要 
で、そのうえ必須イベントをクリアしないと 
い1：%：い。さすがに王女だけあって、要求が 
八イレベルなのだ。まずはプリシラに釣り合 
うような男になることを目指そう。 

(g謎の女性とデート|靈=:= 

◄プリシラとライズ、 
ふたりの好感度を高め 
るとすごいことが…… 

プリシラとのエンデイング条件 
♦必要パラメータ# 

学問： 50 礼法: 50 魅力： 50 

信仰： 50 剣術： 50 馬術： 50 

評判：100 

その他：聖騎士であること（レベル60以上） 

•必須イベント# 

謎の女の子とデート 

プリシラ誘拐 

その他条件 
非常招集を受ける 

イベント内容 
城に向かう途中、女の子に呼び止められる。 
仲良くなるには、アイスを買ってあげて牧場 
に案内し、次に審判の口では自分は手を入れ 
ずに、女の子のギャグを笑ってあげよう。そ 
のあとトレンツの泉で濡れた服が乾くまでい 
っしよにいると、最後に名前を聞かれる。名 
乗ればデートの約束ができるぞ。 

翌週のデートでは 
次の週にデート場所に行くと、女の子は現れ 
ない。帰らずにずっと待っていても部屋に戻 
ることになる。結局、女の子とは会えないが、 
ここでずっと待っているとある場所で再会で 
きる。間違っても、待ちくたびれたからとい 
って途中で帰らないように。 

非常召集の途中で女の子に出会ろ 
•非常召集なんかより女の子が大摹 

♦買つてあげよ5 

•案内してあげるよ 
牧埸に行く※馬術が®いとグラフィック追加 

•やめとくよ 
參腹を抱えて笑5 

トレ:/ツの泉 
參名前は〇〇〇〇だ 

来通、デ，卜予定似泰 

®ランダムイベント：発生がランダム,*固定イベント：期M内に必ず発生 >必潢イベント：グッドエンディングに必要 



その他条件_ 
秋のフラワーガーデンでデートする 

イベント内窖_ 
秋にフラワーガーデンでデートすると、プリシラが 
花をちぎってまき散らし始めるイベント。いっしょ 
にやってあげると喜ぶが、あとで係員に怒られる。 

その他条件_ 
キャラウェイ通りでデートをする 

イベント内容_ 
デートの待ち合わせ場所に来ないので探しに行くと 
プリシラはお店の時計を眺めている。このあと用事 
があるためデートは中止だと言われてしまう。 

輕!史1：カーアン蓮”””” 

■デ■卜の待ち合わせ21|==:== |! 口”” 

@デ-卜の待ち合わせ1|響===]蓮 

その他条件 
サウスドルファン駅でデートする 

イベント内容 
デートの待ち合わせ場所に来ないので捜しに行くと 
露天商にいるというイベント。ブリキ細工を買って 
あげると、喜んでそのまま帰ってしまうのだ。 

プリシラ•ドルフフ 

スマスのm状 1〖圏鞀j 

その他条件_ 
クリスマスに招待される 

イベント内容_ 
ドルフアン城で行なわれるクリスマスパーティーに 

招待されるイベント。招待状があれば、入口でのチ 
[ックをす通りできるぞ。是が非でもほしい。 

r-こういうことをやらな 

いと気がすまないのか？ 



ハンナと恋愛状態_ならハンナと会う 

參連れていく 

參議霊退治の強力なアシスタントです（事件解決） 

その他条件 
幽霊騒動を聞いて城に行く 

八ンナの場合 
城の前でハンナに会うため、連れていくと事 
件は必ず解決する。ただし、プリシラの恋愛 
度が高い場合、ハンナとの関係を聞かれるた 
め注意すること。 

プリシラの場合 
プリシラと共に幽霊退治に向かうが、幽霊に 
会うと同時にプリシラは気絶する。放ってお 
けば事件は解決するが' プリシラの機嫌が悪 
くなるので撤退したほうが無難だぞ〇 

キャロルの場合 

王女誕生日に招待されるイベント。行けば騎士評価 
が上がるため必ず行くこと。非常招集を無視したと 
きに失った騎士評価を取り戻そう。 

その他条件 
王女誕生日に招待される 

イベント内容 

)幽霆騒動 >笙D2B年8月24日 

喫茶店でデート 

6 

その他条件 
喫茶店でデートする 

イベント内容 
喫茶店でデートして、ふたりでひとつの飲み物を飲 
むというイベント。会話で「やってみたかった」と 
いうパターンとは別だぞ。 

齡吾^!日—3(1°2作10月26日 

キャロルといっしょに行くと、重要文化財の 
壺を害!!ってしまう。壺を完全に破壊して逃げ 
出すことになり、事件は未解決となる。 

•プリシラを背負って退却（事件終了） 

_壺を壞してしまろ 
完全班!®を行い、壺の在を抹消 

►誰にも会えなかつた場合' 
城から追い出され' 騎士評価 

が下がつてしまうのだ 

►公の場所で王女と親し 
く話するだけでこの評価 

®ランダムイベント：発生がランダム 固定イベント：期間内に必ず発生0必須イベント：グッドエンディングに必要 
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プリシラ•ドルフT 

(!)吾键集日]|D2M1M26B 1[| 
プリシラWW 

ライX VVW ) 
その他条件 
王女誕生日に招待される 

イベント内容 
お城に向かう途中でライズと出会い、興味が 
あるため連れていってほしいといわれる。連 
れいくとプリシラと会話中、ライズが中座し 
て飲み物を持ってくる。赤ピュエリを横取り 
すればパーティーは無事に終了する。ただし 
誕生日にライズを連れてきたことにプリシラ 
は怒っているため、あとで謝る必要がある。 

飲み物の選択 

かツ_ 
らク£ 
見がt 
てあ- 
みる：! 
よたし 
うめa 
セは1 

ふ？ 

W 

実は赤ピュエリには毒が入っている。プレイ 
ヤーが白ピュエリを選ぶと、プリシラは赤ピ 
ュエリを飲み、毒で倒れてしまい……、プリ 
シラとの縁は切れる。すべての飲み物を飲ん 
だ場合、プレイヤーのHPが0になって倒れ 
るが、プリシラは無事だぞ。 

ドルフアン城に向かう途中でライズに出会う 

I 
•ライズを連れていく 

•赤ビュエリを横取りする 

パーティーは無事終了 

(gプリシラ誘拐 
その他条件 
招待され城に行く 

イベント内容 
D29年2月8日に招待状が来るので城に向か 
う。すると、プリシラとお茶会になる。その 
途中で突然プリシラが襲われる。とりあえず 
その場は犯人の言うとおりにしてプリシラを 
追いかけよう。グスタフの協力で、犯人の居 

fpii瞾昌||”…] 

HHL 

— 

'——一 ' 
る'知^^^^^^ 

犯人の居 
場所を突き止められる。犯人との一騎討ちに 
勝てば、プリシラを救出できるぞ。 ミフ，:ふ/讓海^paar茶從鮮芯 

さまざまな選択 •相手の言!)遍りにする 
1 

プリシラが襲われたとき、ひとりで大騒ぎす 癱プリシラを追ろ 

八 
•喜んで力を貨す •ビコに教わる 

V_ 
ると救出は失敗する。また、犯人の言うとお 
りにしたあと帰っても、失敗だぞ。セーラの 
家庭教師をしているならグスタフと出会う。 テントにたどり着く 

ここでは「喜んで力を貸す」を選ばない限り •誘拐犯と戦ろ 

延々とループすることになるので注意。 ブリシラ救出 
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性格 自己中心的 

趣味 実験 

好きな所ラボ 

偉大な化学者になること 

の男性頭のいい人 

[ 喜ばれる誕生日プレゼント 
\ 誕生日が不明なため、 

胃 プレゼントはあげることができない 

メネシス 
声優：永島由子 

化学の開祖ガリレア老の門下生であ 
る研究者。化学を愛し、実験を愛し、 
犠牲をいとわない性格。カミツレの森 
林区にラボを構える。メネシスが来て 
から森の様子が変わったというのが、 
もっぱらの街の噂だ。世間から隔絶さ 
れた生活を送っているが、医学関係で 
は大きく貢献しているところがあり、 
病院で見かけることもある。 



character introduce 

^•出会い.- 

必要ノ\°ラメータ 
学力： 20 礼法：- 魅力：一 
信仰：一 剣術：一 馬術：一 

期間 
D27年4月7日〜D27年9月30日 

実行コマンド 

薬局 

その他 
薬局でアルバイトをしていると届け物を頼まれ 
るため、メネシス•ラボに行き、本人に直接荷 
物を手渡しする。このときメネシスが、化学に 
興味を持っているか聞いてくるため、肯定すれ 
ばメネシスと知り合いになれる。 

メネシスと親しくなるには 

逸EKDIS性を目指して 

偉大な化学者を目指してし)る彼女にとつて 
理想の男性は共に研究をしてくれるような頭 
の良し甥だ。また実験のために身体を張れる 
ような勇気があることも望ましい。 

わりかけの実験なと やりかけの実験などがあるため、あまりラ 
ポから離れたがらない。行くとしても近くの 
森林を歩く驗だ〇 

ク■」スマスのお出迎龙 
いつもの服ではなく、 
サンタのような服を着 
て出迎えてくれた。し 
かしこの後、やはり実 
験台に 

copter 4187 ' 
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r化学に興味を持っ 
ソそれなりにつき会 



メネシスとは別の場所で出会ろことちある 

が、デートができるのはメネシス•ラボか森 

林区のみ。同じ場所に繰り返し行っても、飽 

ぎることはないd 

fbm如脚が两u出してくるそ 

会話のほとんどは、彼女からの^学的な出 

題だ0質問には正解しなければ意味はない。 

また、ときどぎ引っかけ問題があるため注意 

しよう。難しい問題に正解するほど、彼女は 

プレイヤーを認めてくれるのだ。 

■メネシス•ラポ 
ナトリウムが発火した壜合、通切な消 

化方法は？ rnragyg 

水の分子は何■の原子で構成されてい 
る？ ES,SI 

C C •水をかける 
•砂をかける 
•足で踏む 

•水索•水索•酸素で3つ 
•酸素•酸素•水索で3つ 
•水索•水索•酸索•酸素で4つ 

1500ccの水に45gの*さてこれは 
何％の食*水7 

分子と分ちしくは片方に分数を含 
む分数は？ ra 

•約15%の食塩水 
•約9%の食塩水 
•約3%の食塩水 

E 
D 
C 到 

•繁分数 
•過分数 
•乗分数 

B 
D 
E 

B 
D 
E 

B 
D 
E 

今ちよつと手が放せなくてね■いけ 
ど、そこらで適当にヒマつぶしてて… m m 

空K中の酸索、水分、二釀<匕炭索など 
の作用により金属の表面にできる化… m 

•じゃあ手伝うよ 
•じゃあ本借りるよ 
•じゃあ帰るよ 

E 
A 
F 

c •カビ 
•サビ 
•鉄塩 

D 
B 
E 

D 
B 
E 

D 
B 
E 

同じ霣■の金と»重いのはどっち？ 

D D 

空気中で2番目に多い気体は 
では3醬目に多い*体は？ 

D D D •金 
•銀 
•同じ 

•二酸化炭素 
•アルゴン 
•エーテル 

部屋が齩らかつているが… 赤金は網、白金は銀では黑金といえ 

ば？ C3E 
•本を整理してあげる 
•そのまま放っておく 
•さらに散らかしてやる 

•純金 
•鉄 
•霣ちゅう 

188 
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メネシス 

«||が水和水を失って粉末化する現象 
を何とい3? 

•潮解 
•風解 
•乾解 

怯んでてちしよ3がないか5 «分R 

換でもしよ5かと)！!つてるんだけどね 

•派手な服でも麓てみれば 
•運動でもしてみれば 
•幾何学の問題でも解いてみれば 

インシユ|Jンが不足すると糖尿病にな 
るけど•••このホルモンを作る«器は？ rnrggr?? 

-K.お茶でちだしてあげるとするか 
ねアンタが来ると思ってちゃんと-rnrggyg 

C •じん臓 
•すい臓 
•かん臓 

■森林区 

•黙って飲む 
•連慮する 
•金魚鉢に流す 

この森の別名を知ってる？魔女の森だ 
つてさ街の連中は、そう呼んでるよ 

•ひどいね 
•なるほど 
•当たり前だ 

isEas 
C C C 

虹の最も外測の色は赤では外から三番 
目の色は？ 

•イエロー 
•オレンジ 
•パープル 

薬液とかの事後理を土にまかせてる 
1か5仕方ないんだけどね 普通 好き 大好5 

•そうなんだ C C C 
•安全処理は？ D D D 
•それでも人か？ E E E 

グIJ_ンアスパラガスホワイトアス 
パラガスもやし、この中で宵成… 

•グリーンアスパラガス 
•ホワイトアスパラガス 
•ちやし 

C3E3E2 
B B I B 
D D D 

1 E 1 i 1 E 
時折、夜中にシャベルの音が閎こえて 
<るからあながち冗發でないかちね 

モンシロチヨウのオスとメス…身体の 
どの部分で見分ける？ 

•気味が悪いね 
•早く帰ろうよ 
•掘ってみよ5 

•頭部の形状 
•羽の色味 
•絞の総数 

卜に来る5しいけど 
プルがここにチ 

:何が楽しくて 
あたしが作つてるのはラン科の香料… 

それはどれ7 

•ピクニックに最適だから 
•二人つきりになれるから 
•死体を埋めるのに適地だから 

•八ツカ 
•バニラ 
•力トレア 

7割は壽性< 

は無毒性だ】 
:のキノコだけど残りの3割 北Mに広く発運する針葉樹林次のう 

ちttJWB林でないのは？ 

•じゃあ今度食べよう 
•売って金にするんだね 
•今度取りに来るかな 

•モミ 
•マツ 
•ブナ 

■近、動物実联用の索材を見つけるの 
がホネでねえ…やつば牧場とかから…rajrggfs 

以下のなかでウイーンを代表するお!！ 

子はどれ？ 

•牛や馬が可哀想だ 
•それが早いと思う 
•人間なら数に困らないよ 

•ザッ八トルテ 
•カヌレ•ド•ポルドー 
•タルトポワール 

あんたつてさ家族とかいるの？あ、し、 
や別に*えたくなかったSいいんだよ 

•家族はいるよ 
•家族はいない 
•君はいないの？ 

chapter 4 



その他条件_ 
メネシス•ラボでデートをする 

イベント内容_ 
メネシス•ラボでデート中に、メネシスが実験を失 
敗してしまうというイベント。このあと、無言でラ 
ボから追い出されてしまう。 

gシルベスター 

その他条件 
シルべスターに招待される 

イベント内容 
12月31日に招待状が送られてくるため、メネシス• 

ラボに行くことができる。行くと花火とは違う爆発 
を見せてもらえるのだ。 

亲件なし 

I涵 
@ラポでデート]画”” 

クリスマス 

その他条件_ 
クリスマスに招待される 

イベント内容_ 
12月24日に招待状が送られてくれば、メネシス•ラ 
ボでクリスマスが過ごせる。恋愛度が高いとグラフ 
イックがでる。グラスはどれを選んでも同じ。 

Rランダムイペント：発生がランダム ^固定イベント：期閏内に必ず発生 

)0 Mitsvimctc 

>必須イベント：グッドエンディングに必要 

ノ沒シズソイベン！^ 

ざベン 
爆弾テ□のイベントを発生させるために、 
ライズと仲良くなつてし、ないとしMブない。 

エンデイングを迎无るために 

学力を高くしておくこと。また爆弾テ□で 
必ずテ□リストを倒すこと。 

メネシスとのエンデイング条件 

•必要パラメータ參 
学問： 60 礼法: 20 魅力： 20 
信仰： 20 剣術： 20 馬術： 20 
評判： 25 
その他：ネクセラリアに勝利 

•必須イペント春 
爆弾テ□阻止 も言わずに追い出す 

ところがメネシスらしい 



1 
その他条件 

密告状を受け取る 

イベント内容 

現場に行こうとすると、メネシスがやって来る。す 
ベての爆弾を止めたあと、テロリストとの戦闘にな 
る。勝つと翌日にメネシスが来る。 

)爆弾テロの阻止)IP選P 

その他条件_ 

森林区でデートをする 

イベント内窑_ 

森林区でデートしているとメネシスがたんぽぽを見 
つけて、種をとばす。発生期間が短いため、注意し 
てデートに誘おう。 

その他条件_ 

森林区でデートをする 

イベント内容_ 

森林区でデートしていると、メネシスがトカゲを見 
つける。メネシスにとっては、デートはただの気晴 
らしなのがわかるイベントだ。 

®森林区でデート2 ミ]_ ””” 

0森林区でデート1|靈=二日:靈” 

(_森林区でデート31雲^:コニて=I| ] 

その他条件 

論 
巧職51♦爾 

ぷ^^^ijj 

森林区でデートをする 

イベント内容 ii\ 
森林区でデート中に、メネシスが弱気になる。こ 
のときに出てくる人物名に要注意。「誰それ」と尋ね 
ると、詳しく説明してくれる。 

►D28年にならないと見 
ることはできな： 
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アン 

r♦出会い# 

アンと親しくなるには 

理9KDI3性を目指して 

好きな人の側にし、るだけで幸せを感じる夕 
ィプなので、つねに側で彼女だけを見守って 
あげよう。また、プレイヤーからもプレゼン 
卜をするなどの優しさを見せてあげたい。 

海が大好きで、泳ぐだけでなく'ただ眺め 
ているのも好き。ただ好きな男性とし、つしよ 
なら、どこにでもつし、てしK気持ちがある。 

かか 
けけ 
らよ 
れラ 

期間 
D28年7月15日■ D28年7月25日 
D28年7月29日• D28年9月1日 
実行コマンド 
すべて 

その他 
リンダの誕生日パーティに呼ばれ、適当に挨楼 
して帰ると7月に、それ以外の場合は9月に声 
をかけてくる。友達になってあげると知り合い 
になる。7月の場合はそのまえに2回、アンか 
ら声をかけようとする場面がある。 

必要ノ\ラメータ 

学力：一 礼法：一 魅力：一 
信仰：一 剣術：一 馬術：一 

クラマーだけど清楚 

carter 4193 



らビーチや台 

金話は最初から恋人らしく 

海が好きなので' ビーチや灯台、波止場に 
誘うと喜ぶ。戦争に関係するレッドゲートや 
ズィーガー^、それから共同墓地以外なら 
さほど問題な < 誘无る。 
会話や態度に関しては、本当に恋人らしく 
振る舞うとベスト。そうでなくても、相手に 
合わせようと努力するため' 最悪でも怒りだ 
すようなことは絶対にない。 

プテイツク I壩所®好想度] 

どれも索敵な明ばかりですね。見て… 

•シックな服を買ってあげる 
•活動的な服を買ってあげる 
•露出度の高い服を買ってあげる 

霣金属店 
宝石とかつてキレイですけどわたし… 

•可愛い所があるね 
•宝石の方が価_がある 
••ウソをつくな 

場所の好感度 

^ETSJEaS 

トレストラン 
あ、あの…*かつた5わたしの分も… 

ではお言葉に甘えて…_ 
確かに美味しくないね 
死んでも自分で食え 

Jjl所の好想度〇 

二.. 

喫茶店 I場所の好感度i= 

わ、わたし…颺方と间じ物を… 

•一緒に飲む？ 
•じゃあブレンド 
•マネするな 

ダンスホール【ダンスの成功率：（礼法+魅力K 2きレベルで成功】 

成功：わ、わたし•••夢のなかでaっ… 

君も上手だったよ 
ダンスには自信があるんだ 
何度も足を踏みやがって 

l£IESB[ 
A I A A 
B B B 

D D D 

?： C. Cめんなさい•••わ、わた… 

•それは違うよ 
•自分もへ夕だったから 
•お前がへポだから 

トレンヅ 
現世に利fiを： 

詳しいんだね 
じゃあ願い事を…… 
中のコインを拾おう 

y<om ]場所の好感度 

iもたらす女神だと伝え…P 

〇 Mの口 
この•の伝税についてはよく知らな• 

自分も知らない 
知りたくちない 
無教養な女だ 

フラワーガーデン（秋） 
ダリアの花霤葉って「移りなん… 

君だけを見つめてるよ 
まさに自分にびったりだ 
まさに君にびったりだ 

]壩所の好惑度|=〇 I〇〇〇Sん、この花ってキレイです… 

•本当にぎれいだね 
•それはどうかな？ 
•植物は嫌いなんだ 

酒場 
で、でも…今日は黌方がいるから安… 

それは光栄だ 
お酒は飲むの？ 
匾いて逃げるぞ 

ブラックジャックが 
«果によって 

[場所の好感度】〇 

A B C D 

会話選択による女の子の反応A=最良 

Mitsvimctc Kr\\^;ht 

B=よいC=普通D=やや憑いE=悪いF=最悪 



アン 

鲅木道（•） 夕所の好感| 

颺方とこの道を歩けるなんて私…幸… 

自分も嬉しい 
ありがとう 
自分は迷惑だよ 

i?感度:〇 

A A | A 

i\i\i 

j壩所の好感度 
枯れ葉が鐲うのを見てるとちよつと… 

•手をつないで歩こう 
•落ち葉でイモを焼こう 
•ケッ•••切なくなるだと？ 

鍾木道（冬） ]場所の好感度 

き、今日は•••冷えますね 

屑を抱く 
手をつなぐ 
火をつける 

J B B I B 
B B ! B 

1 B B ! B 

面應 j場所の好感度 
〇Cさんて•••給がお好きなんですね… 

•そうだよ 
•ぎみは4? 
•嫌いだよ 

好®度1〇 

A A I A 
B B B 
D D I D 

6 
シアター 

面白かったね 
まあまあだつたね 

_面白くなかったね 

1壩所®好JSS [〇 

(4〜12月）— 【運動の舰率：(剣術+馬術K2きレベルで舰】|場所の好感度 

〇〇さんな6、ば、ばっちりですよね S ! 1 

•ばっちり ■すばらしい結果を1 

•まあまあ J出した場合f 

•だめかも 

ひどい結果を| 
出した壜合I 

好感度1〇 

I D I D D 
D D D 

[C  C [ C 

]}■所の好想度]( 

ですか7 

級技壩 
こ、こうい3のって好きなんですか？ 

好きだよ 
いや別に 
聞< な 

サーカス ]壩所の好感度 〇 

サ、サーカスのみなさんつてすごい… 

•確かにすごいね 
•全然すごくない 
•ずっと寝てたよ 

[C C 1C 
D D D 

| B B B 

やっぱり…ア、アベックの方々が多• 

ぼくらも含めてね 
彼女と来れば良かった 
石でも投げてやろう 

場所の好感度1〇 マ，:'.… ヒ レツドゲ-卜 
さんお騙いです•••必ず•••必ず… 

•君のために帰ってくる 
•自分は不死身だから 
•死んだら墓に花を添えてくれ 

ゴンドラ 
わ、わたレ••今すごく幸せな班分で… 

水をすくつてかける 
魚を捕まえてみせる 
酔って吐いてみせる 

場所の好感度I © 

【だ.：…想■ 

败場 ;場所の好感度 

きつと、のんびりした毎日なんでし… 

•ここで■らすのもいいね 
•しかし臌しい日々もあるよ 
•毎日、豚や馬を食い放題だね 

好感度t〇 

I C I C C 
C C C 

LdJ d. ° 
糴林区 
ち、ちよつとさびしい壜所ですね• 

•大丈夫、そばにいるから 
•死体を埋めるには適地だね 
•騒いでも無駄だ……ククク 

][壩所の好感度J 〇 
すね… 1 ところで…何してるんですか？ 普通 好き 大时 

•一緒に寝転ばないか？ 
•高山植物の観察だよ 
•息をしてるんだ 

A 
B 
B 

A 
B 
B 

A 
B 
B 

►雄月のg 
す、すこく索敵で1 躞ですよね？ 

_ドルフアンって美しい街だね 
•君の方がステキだよ 
•どこが素敵なんだよ 

場所の好感度 

こ、この夜最つてすごくきれいです… 

•あの灯りは生活の灯りだから 
•まるで宝石箱のようだね 
•君の方が、きれいだよ 

好感度 〇 
C3ESE 

C I C I C 
B B B 
A A A 
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索敵な建物ですけど…なんだか靡れ… 

•それだけ年月を経た証拠だよ 
•危ないから、もう戻ろうか 
•軍部に上申して取り壊して霣おう 

-所^)好感度〇 

•れ… 

I c c c 
b、 D D D 
こ霣ぉぅ | C C C 

地下墓所 ]壩所の好想J 
ここつ. 

:涵.: 
て…お■なんですよね… 

茏引くね 
面白くないね 
ゾンビが出そろだね 

好感度] 

I B B B 
C C C 

[D D D 

tm 
わたし…この海の香りを感じると心… 

海って感じだよね 
ゆつくりしていこう 
剣がサビそうでイヤ 

卜共网墓地 所の好想度I A 

そ、そういえば戰友の方が、たくさ… 

•早く戦争が終わるといいね 
•次はおそらく自分の番かな 
•死ぬ奴がマヌケなんだ 

酱通 き 

1 H 1 
スイーガ 液±場 !場所の好感度 

こ、こういう物が*に向かって逋ん… 

なぜだい？ 
分かるよ 
わるいか？ 

さん以前、ここで女の子を助け… 

•何故知ってる？ 
忘れたな… 

好感度1◎ 

ESEpBS 

•さてはあの時の？ 

ビーチ（海水浴以外） ビーチ（霣）]壜所の好感度r© 

あ、あの…おかし<ないですか…？ 

可愛いと思うよ 
セクシーだね 
似合わねえ 

こ、こうして•••二人で*辺を歩ける… 

•大丈夫、夢じゃない 
•たぶん、これは夢だよ 
•なら早く目を覚ませ 

]]場所の好感度 ◎ 

A I A A 

会括選択による女の子の反応八=鼉良 B=よいC=普通D=やや慝いE=悪いF=最悪 

フノンソ乂亂渉/ン人 

必ず出会えるが' リンダの誕生パーテイー 

で会っていないと出会いが9月になるため' 

イベントのほとんどを見ることができなくな 

つてしまう。イベントを見るためには、リン 

ダの誕生パーテイーに出席し、7月に出会う 

ようにしよう。これで8月までのイベントが 

見られるようになる。のぞぎち忘れずに。 

エンチインクを迎えるために 

パラメータは関係しないため、イベントだ 

けに注意しよう。また、3年目の後半に現れ 

るため、連続してデートを彳ラなわないと、信 

頼度を高めることはでぎない。恋愛度は最初 

から高いうえに、デートを2、3回繰り返す 

だけで“ナ好き”状態となるため、とくに問 

題はない0酬集中で願ろう0 

アンとのエンデイング条件 

♦必要パラメータ# 

学問： 一礼法：一魅力：一 

信仰： 一剣術：一馬術：一 

評判： 一 

その他：とくになし 

•必須イペント參 

リンダ船上パーテイー 

ク リスマス プレゼント 

196 Mitsvimctc Kr\ish^ 



卷クリスマス7Uゼント❽ 年12月24日 

その他条件 
クリスマスにお城で会う（恋愛度はアンが最高時） 

イベント内容 
アンがいっしょにいたいというので了承すると、サ 
ンタがぶつかってくる。このときもらったプレゼン 
卜をアンにあげて、途中まで送っていくこと。 

@ランダムイベント：発生がランダムd)固定イベント：期颺内に必ず発生 >必須イペント：グッドエンデイングに必要 

cliAptcr 4 197 

その他条件 
トレンツの泉でデートをする 

イベント内容 

㊣海水浴でデ-卜 

©トレンツの泉でデ-卜I警==日 

アンと知り合ったあと、薬局でアルバイトをしてい 
るときに、薬局で働いているアンと出会う。以後薬 
局コマンド実行中アンのチビキャラが登場する。 

その他条件 
ビーチでデートをする 

イベント内容 

1>1 
との 

ビーチでのデート中に、更衣室に行ったはずのアン 
が、いつの間にか海で泳いでいるというイベント。 
最後に「それでいいよ」と言ってあげよう。 

トレンツの泉に行くと、アンがトレンツの像を見な 
がら涙を流すというイベント。声をかけずに黙って 
見ていても、選択が繰り返されるだけだ。 

薬局でアルバイトをする 

イベント内容 

辱薬局にて 日 
その他条件 

►適当なとこプ 
けてあげよぅ 



いきなり現れる、色気満点の女性。 
\本人の素性はわからない。好きな男性 

/とならば、どこであろうとふたりだけ 
5の世界に浸りたがる性格だ。居場所が 
わからないわりに外出の途中でよく見 
かけたり、プレイヤーのことに妙に詳 
しかつたりと、不思議なことが多い。 

[だらけのセクシーな彼女、一体何者 
•ろう……. 

z Km ゆ t 



ノエル•アシエッタ 

r•出会い.- 
必要ノ \°ラメータ 
学力：一 礼法：一 魅力：一 
信仰：一 剣術：一 馬術：一 

期間 
D28年10月5日〜D28年10月27日 

実行コマンド 
特別 

その他 
“大好き’’状態のテディーとデートの待ち合わせ 
をしていると、謎の女が声をかけてくる。最初 
の話を肯定するか、恋人として謎の女のほうが 
よいと答えると知り合いになれる。そのかわり 
テディーとは縁が切れてしまうぞ。 

ノエルと親しくなるには 

理9(0^性を目指して 

し、つも側にし、てくれる人が好きなので' 出 
会ったらデートに誘うようにしよう。彼女を 
し、ちばんの恋人として扱ってし)る限り、相手 
もこちらを見ていてくれるはずだ。 

好きな人といっしよにいられればよし、ので 
ほとんど好き嫌いはなぐどこでも時間さえ 
合えばついてきてくれる0 



回廊以^激可処でも间じ 
金括は、熱々カップル5しく 

時期的な問題で' ビーチと高原には行くこ 
とができない。また画廊が少し苦手だが、そ 
m(外はどこでもほIま同じ確率で行くことが 
できる。し、ろいろ行ってみるとよい。 
会話はベタベタしたちのが好き0また相手 
を馬鹿にしたり、嫌ったりするようなセリフ 
はやめておこう。ただし、どんなセリフでも 
怒りだすことはない。 

◄ロムロ坂にある喫茶 

店が好きな場所だが、 
他も同じように行ける 

►怒ったときのセリフ 
が唯一違う女性。挨拶 
もなしに去るぞ 

ブティック 
ねえ…私に似合う昍を通んでよん 

おとなしめな服を遇ぶ 
活動的なものを进ぶ 
露出度の高いのを選ぶ 

レストラン 
あらん美味し 

•至高とい5 

Rしいじやな一い 

、う言葉に値する味だ 
自分は家庭の味の方が好きだ 
まさに生ゴミ•••シェフを呼べ！ 

KMJS 
でも•••プレゼントされるな5安くて 

今度プレゼントするよ 
早く相手が見つかるといいね 
お前は一生結婚できん 

喫茶店 
一個の物を頼んで二人で仲良く痍べ• 

そ5しよ3 
恥ずかしいよ 
汚いか5イヤ 

ダンスホ■ル【ダンスの成功率：（ネ15去+魅力K2基レベルで成功】 I:場所の好想度 

成功：んもう•••■*よん 

君も上手だったよ 
ダンスには自信があるんだ 
何度も足を踏みやがって 

トレンツの* 
それでは、ご注目う一心に願いを込… 

何を願うの？ 
自分もやろう 
中のコインを拾おう 

失敗：あらん•••ちよつとダメダメじ…I 

•申し訳ない…… 
•こういうのは苦手だ 
•お前がへボだからだ 

好感度丄0 

| B B B 
D D D 

[D D D 

審IIの口 ；場所の好感度 〇 

私の事好きよねん？試しに… 

•手を入れる 
•ためら5 
•足を入れる 

フラワーガーデン 
ダリアの花言葉って移り81」なの… 

君だけを見つめているよ 
まさに君にぴったりだ 
まさに自分にびったりだ 

QESESIf 
A A I A I 
D D D ■ 
C C [ C I 

]場所の好感度1=0 

Iこの花、きれいだわん 

•本当にぎれいだね 
•それはどうかな？ 
•植物は嫌いなんだ 

卜酒 
乾杯しましよん 蕾通 き| 

•二人の恋に乾杯 A A A 
•二人の出会いに乾杯 B B B 
•酒を飲む女は嫌いだ D D D 

I場所®好感)8 1 〇 II11ブラック⑽クの1 
し結栗にょって J A B C C 
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ノエル•アシエッタ 

36木道（秋） 
枯れ葉舞う中を*り添って歩く男と… 

確かにそうだね 
ありぎたりだよ 
頭は大丈夫か？ 

こ3いう道でSは芽生えるのよねん… 

立候補していい？ 
頑張ってね 
無駄な努力だと思う 

艫木道（聲） 
この格好だとちよつとばかり冷える… 

肩を抱く 
手をつなぐ 
火をつける 

こういう道で恋は芽生えるのよねん… 

•立候補していい？ 
•頑張ってね 
•無駄な努力だと思う 

場所の好感度 〇 

シアター 

面白かったね 
なかなかだつたね 
面白くなかつたね 

[場所の好感度 

(4〜12月） 【運動の成功率：（剣術+馬術)+2きレベルで成功】I 

もちろん自信はバッチリあるわよね… 

ばっちり 
まあまあ 
だめかち 

fすばらしい繾果をA A A Iひどし1 
した場合f B B B U出し， 

場所の好感度J O 

:い結果をI 
した場合 

載壩と違って命を晒けない戰いなん… 

それは彼らに失礼だ 
確かにそうかもしれない 
知った風なことを言う…• 

サーカス 1場所の好感度I 

すごい…けどあれぐらいなら私にも… 

•それはすごい 
•やつてみせて 
•ウソをつくな 

でも、私たちの描なお似合いのカツ… 

そ5だね 
そうかな 
誰と誰がお似合いだ？ 

^[場所の好感度t〇 
のカツ…"P 

レツドゲート 

お願い…何があっても生きる事をあ… 

•君のために帰ってくる 
•自分は不死身だから 
•死んだら墓に花を添えてくれ 

ゴンドラ ]]壩所の好感度1=0 牧場 
卜ん…いいわぁ… 

•流れる景色が、きれいだしね 
君のそばに座つてられるしね 

•冥途の渡し船みたいだしね 

ねえん今回の契約が切れたらこうい… 

•ここで薯らすのもいいね 
•しかし傭兵はやめられない 
•毎日、豚や馬を食い放題だね 

森林区 ]場所の好感度I mm 1場所の好感度[X 

ちよつと不K味だわねん 

•大丈夫、そばにいるから 
•死体を埋めるには適地だね 
•騒いでも無駄だ……ククク 

面應 ]]壩所の好感度 ビーチ(霣•霣RW)[場所の好感度]x. 

つて絵が好きだつたかしらん？ 

好きだよ 
まあ普通 
嫌いだよ 

chapter 4 



月の壜 
これがドルフアンなのよねん 

•ドルフアンって美しい街だね 
•まるでミニチュアの街だね 
•高い場所って怖くない？ 

=場所の好想度 

でもそれ以上にドルファンの夜最は… 

•あの灯りは生活の灯りだから 
•まるで宝石箱のようだね 
•君の方が、きれいだよ 

好感度 

B | B |B 
D D D 

Aし八 A 

►神殿跡_1壩所の好想度ro 
名所には邋いないけどこのままじや…d 

地下薹所 1壩所の好想度 

危ないからもう戻ろうか 
•それだけ年月を経た証拠だよ 
軍部に上申して取り壊して頁おう 

異教閏の争いがこんな地下シエルタ… 

•へえ•••そ3なんだ 
•もちろん知ってるよ 
•バカじやなかつたんだ 

好感度飞〇 

I C C C 

打台 共间薹地 
きゃん！（黑画面） 

無視しておこう 
何が起きたんだ？ 
とりあえず行動だ 

••ヤング教官を始め多くのI 

•早く戦争が終わるといい： 
•戦争が終わると仕事がなくなる 
•死ぬ奴がマヌケなんだ 

の戰友】 

いね 

;場所の好感度 〇 

iが•亡二. 

ズイーガー明解I壩所の好感I 
スィーズランド製*距鼸砲ズィーガ… 

詳しいんだね 
さてはスパイか 
マニアだな 

会括選択による女の子の反応A=最良 B=よい 

好感度〇 

I D D | D 

Mホ 

液止壤 場所の好感度I 〇 
ねえん…この国との契約が切れたら… 

•故郷に帰る 
•君となら何処へでも 
•お前がいない所 

D=やや悪いE=悪いF=最悪 

ノ 2ルイパ;ン如 

ノエルは登場するまでが:^だが、登場し 
てしまえばイベントが少なしVeto、それほど 
難しくはない。発生期間だけに注意すれば、 
イベントを見るのは簡単だ。また、喫茶店で 
のデートのときの会話で、ふたりでいっしよ 
に食べるちのを選ぶとグラフィックが追加さ 
れる。し、ちどは見ておくとし)いかも。 

登場するのが3年目の後半なので、信頼を 
高めるためにも、頻繁にデートに誘う必要が 
ある。でぎれば、2月までに本命になつてい 
ることが望ましい。ノエルお別れイベントを 
見る必要はあるが、ここでした約束はとくに 
気にする必要はない。重要なのは約束をかわ 
したということだけなのだ。 

◄ノエルを選んだ場合 
は、テディーとは完全 
に縁が切れるぞ 

ノエルとのエンディング条件 

•必要パラメータ# 

学問： 20 礼法: 20 魅力： 20 

信仰： 20 剣術： 20 馬術： 20 

評判： 50 

その他：とくになし 

參必須イベント參 

ノエルお別れ 

Mitswwctc Knisht 



その他条件_ 

ブティックでデートをする 

イベント内容_ 

ブティックでのデート中に、ノエルが試着室で服を 
試着するイベント。のぞこうとするとバランスを崩 
してしまい、結局気づかれてしまう。 

(0酒場でデート||=?= 

その他条件 
酒場でデートをする 

イベント内容 
酒場でデートをすると、ノエルが寝てしまうとい 

うイベント。放って帰っても何も起きないが、ここ 
はゆり起こしてあげるとよい。 

㊃ノエルお別れi|漂謅?5日日[露” 

その他条件 
ノエルから手紙がくる 

イベント内容 
ノエルから手紙が来るので、トレンツの泉で会い、 
約束をかわす。すると叙動式の日にまた手紙が来て 
約束を守るか、叙動式に行くかの選択になるぞ。 

論 
^^0 雕まつわる話 

通称には特別な効果を持っているものがあるぞ。わりと 
多いのが、コマンド実行時の大成功率をアップするもの。 
大成功が増えれば’獲得できる経験値も増えるから、これ 
は無視できない。ほかに、“怠け者”はH Pの回復力が2 

倍になるというユニークな効果がある。“熊殺し”や“ナ 
イスガイ’’の通称は、得てから1週間以内に女の子に出 
会うと、その話題になるというおまけがあるのだ。 

®ランダムイベント：発生がランダム|必須イベント：グッドエンディングに必要 

cliAptcr 4 ■< 

讎ブティックでデ 卜U的” 

ノエル•アシエッタ 



1•の他の登場キャラクター 
_めてナイトには、16人の女の子以外igBI 

_まざまな人物が登場する。彼らに関し遲€簡 
串に紹介しておこう。 

mm 
入国管理官 
知り合う条件 
名前を教えてもらうには、 
クレアと知り合っておいて 
礼法を50以上にして、偶然 
に出会う必要がある 

ルーナ 
m： 
シスター 
知り合う条件 
教会でよく出会うが、名前 
を教えてもらうためには、 
信仰を50以上にして、教会 
以外で出会う必要がある 

Mitsvimctc Kr\\^ht 





帘HIM •破域の 
ヴォルフガリオ 

<s> Mltsvimctc Kn^Ut 



密告状によって爆弾テ□を知らされるため 
その爆弾を処理することになる0仕掛けら 
れた場所は3力所。シアター、国立公園、 
^の順番に処理するとすベての爆弾を処 
理できる。そして爆弾の処理に成功すると 
血煙のゼールビスが登場し、一騎討ちで戦 
うことになるのだ。 

八騎将の謎にせまる 
|>うち、戦場で出会えるのは5人^^ 

■ノ-ルはボランキオを倒すと出 
残りはどこで出てくるのだろ5か•• d 

ひとりは行方不明、ひとりは隠密なので会 
うことはかなり難しい。ただし、血煙のセー 
ルビスに関しては、 彼の起こした事件に巻込 
まれることはよくある。彼は爆弾テ□を起こ 

血煙のゼールビス 

す張本人で、ソフィアやリンダのイベントな 
どで関係してくるのだ。もうひとりのサリシ 
ユアンは、素顔がわかつていないためどこに 
いるか不明だぞ。 

I発生日D29年1月25日I 

ある一定の条件を満たしている場合、最後 
の戦争は行なわれず、3月1日に嵐のなか 
をヴォルフガリオが少数精鋭部隊で突入し 
てくる。このとき、なぜヴァルファパラ八 
リアンがドルファン王国にしつこく敵対し 
たかが判明するぞ。プレイヤーは' 死を覚 
悟したヴォルフガリオと一騎討ちになる。 

ヴォルフガリオ侵入 発生日D29年3月1日 

ヴォルフガリオを一騎討ちで倒すと' 隠密 
のサリシュアンから果たし状が送られてく 
る。これを受けると、共同墓地でサリシュ 
アンと一騎討ちをすることになるのだ。サ 
リシュアンに勝つと、ノ漏将すべてを倒し 
たことになる。ノVH将を倒したことによつ 
て' ついに戦争は終わる0 

6 

弯, 

隠密のサyシユアン 発生日D29年3月8日】 

▼この密告状が 
来れば、爆弾テ 

口をことが 
できる。誰が出 

したのだろうか 

◄サリシュアン 
から果たし状が 

送られてくる。 

これが最後の戦 
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16人全員の3年間が_Sでわかる 

〆、稿》!> ° 
锣樣參 〇 

女の子別イベントタイムテープルの使いかた 
イベントタイムテーブルには、各女の子ごと 
にいつイベントが起きるか、タイムテーブル 
形式で紹介してある。ほかの女の子と重なっ 
ているイベントがあるか、などのチェックも 
簡単にできるので、ぜひ役立ててほしい。イ 
ベント名の色分けは下記のとおりだ。 
必須イベント：グッドエンディングに必要 
固定イベント：期間内に必ず発生 
ランダムイベント：発生がランダム 

♦ソフィア•口べU3/ゲ鲁 
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o 

1日五月祭 
31日スポーツの祭典 
8日国王誕生日 

22日蜃至祭 
20日買休み開始 
22日マグダラの日 
15日動植物の日 
31.011^117. 

29日収穫祭 

16日国王狩りの日 

1日建国記念日 

匕::：:：::/..’ 

5日：シアターでデート5〜27日：森林区でデート 

1年目 ^ 2年目 

0 0 0 0 0 



固定イベント：期閩内に必ず発生 必須イベント：グッドエンディングに必要 



•リンダ•ザクロ磷ド# 
16日：リンダ登場 29日：遊歩道でデート 

|12日：リンダ誕生日 

28日 30日 

6月 

10月 

11月 

12月 

1日：リンダ登塌 7日：遊歩道でデート 

ゴンドラでデ-卜，_12日：棚の海でデ-卜 

—日.；：；r 
1日五月祭 

31日スポーツの祭典 
8日国王誕生日 

22日霣至祭 
21日夏休み開始 
22日マグダラの日 

5月 

15日動植物の日 

10月 

11月 

12月 

6日：遊歩道でデート 

日：ゴンドラでデート4日：初夏の海でデート 卜4日 

巧9日 
12日：留生日パーテイ 

28日 

1日：いつしよに登校 5日：霣金屋店でデート 

2月 



•ライズ•八イマー# 
C 

卜28日:ラィズ登塌 

3 :サムの嫌がらせ 31日：ライズの読書 

1日：ライズ登塌 7日：神殿跡でデート7日：銀月の塔でデート 

リレフアン王国に入国 
ドルフアン王国と籣兵契約 

1日五月祭 
31日スポーツの祭典 
8日国王誕生日 

22日夏至祭 
22日マグダラの日 
挪爾伴み两鲜 

15日動植物の日 
2Si休み終了 

29日収獲祭 
16日国王狩りの日 
26Bi*S.$S 

日建国記念日 

23白#休み開始 
24日クリスマス•イヴ 
；31日ン，レべろター 

6日冬休み終了 

14日バレンタインデー 
.1.5日.バラ®日. 

14日ホワイトデー 

日五月祭 
31日スポーツの祭典 
8白_王誕生日 

22日厘至祭 
21日霣休み開始 
??日.7グダラ印日 
15日動植物の日 

29日収種祭 
16日国王狩りの日 
26日王女誕生日 

1日建国記念日 

22日冬休み開始 
24日クリスマス•イヴ 
31日シルベスター 

5日冬休み終了 

14日バレンタインデー 
.150/5.7(9.0... 
14日ホワイトデー 

1日五月祭 
31日スポーツの祭典 
8日国王誕生日 

22日麗至祭 
20日夏休み開始 
22日マグダラの日 
15日動植物の日 
31.日.爾坏み转了 1 

29日収穫祭 

idsS主狩りめ民 
26Si^S$B 

1日建国記念I 

21B冬休み開 
24日クリスマス■イヴ 
310 

4日冬休< 

月QT月月月月QT月月 月月月 
456789012 12 3 

1年目 

月月月月月月月月月月月月 
456789 ^10^ 123 

2年目 1 — 月DP月月月月月DT 月 QT月月 
456789012 12 3 

3年目 



r 

/ 

2年目 

o o 





ぺ卜□モ_ラ# 

_ 

2年目 B— 3年目 



•テ5 

卜：発生がランダム 

ドルフアン王国に入国 
ドルフアン王Bと籣兵契約 

1白£角_ 
31日スポーツの祭典 
8日国王誕生日 

22日霣至祭 
22日マグダラの日 
220 

15日動植物の日 

2白魔妹4終7 
29日収種祭 
16日国王狩りの日 

1日建国記念日 

2SB#泳み開始 
24日クリスマス•イヴ 
ミ1.日；Wネー… 
6日冬休み終了 

14白バレン歹彳シデー 
1.50^7^0 
14日ホヮィトデー 

1日五月祭 
31日スホーツの祭典 
8日国王誕生日 

22日霣至祭 
21日夏休み開始 
22日マグダラの日 

15日動植物の日 

isS泳みH了 
29日収穫祭 
16日国王狩りの日 
26日王女誕生日 

1日建国記念日 

22白4杯み相姑 
24日クリスマス•イヴ 
31B 

5日冬休み終了 

14白バレ:/夕彳シデー 
15日バラの日 

14日ホワイトデー 

1日五月祭 
31日スポーツの祭典 
8日国王誕生日 

22日霣至祭 
20日夏休み開始 
22日マグダラの日 
15日動植物の日 
31 B M^II7 

29日収稽祭 

B建国記念日 

210冬妹み開始 
24日クリスマス•イヴ 
31日シルベスター 

4日冬休み終了 

14日バレンタインデー 
15日バラの日 
140ホヴ彳トデー 
15日備兵契約切れる 

月月月月月月月弓月月弓月 
4 56789 012 12 3 

月.月：月一月：月一月月■月月 Dr.nr一月 
4 5 6 78901 2 1 23 

月■月.月.月：月：月.月月：月.月月一ur 
4 5 6789 012 123 
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4月 

5月 

ドルフアン王国に入国 
ドルフアン王国と漏兵契約 

1日五月祭 
31日スポーツの祭典 

6月 8日国王誕生日 
22日霣至祭 

7月 22日マグダラの日 
??日.罪.杯み,均. 

8月 15日動植物の日 

1 
年 

9月 2日霣休み铃7 
29日収穫祭 

10月 16日国王狩りの日 

巨 
11月 1日建国記念日 

12月 
23白冬休み阛始 
24日クリスマス•イヴ 
31日シルべスター 

1月 6日冬休み終了 

2月 14日バレンタインデー 
15日バラの日 

3月 14日ホワイトデー 

22日：クレア登場（星守) 

^ wr-^-jk 
30日：クレア登場酒場) 

M:=7 

E：：， 

7日：礼拝堂掃除にて 

1日五月祭 
31日スポーツの祭典 
8日国王誕生日 

22日霣至祭 
21日霣休み開始 
??日ヌクタラの.日 

15日動推物の日 
IBM休み铃7 

5月 

クレア誕生日 21日 

8月 

.』日 
27日：駅で待ち合わせ 6日：秋の遊歩道でデート 

.24日. 

29日収播祭 
16日国王狩りの日 16日国王狩りの 
260i*Si$S 

1日建国記念日 

き2白冬休み開始 
24日クリスマス 
31日シルべスタ 

10月 

11月 

12月 

5月 

6日：クレアH生日 6月 

3161^^7... 
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