


ごあいさつ 

このたびはエニックスの 

「ドラゴンクエストw〜エデンの戦士たち〜」をおAい上げいただき、 

隱こありがとうございます^ 

ゲームをはじめる前に本書をよくお読みいただき、 

正しい操作方法でおMしみください。 

なお、笨書は再発1ラいたしませんので、关钫にじc ください。 

ご注意"PlayStation 2”本体でメモリーカード(SCPH-1020/別売り）を使用するとき 
メモリーカード（SCPH-t〇2〇/別売り）を福するときは、必ず"PlayStation 2”卒体のオン/スタンバイ）/RESETボタンがHぎのH(オンの 

状態〉で差し'(!)(オン/スタンバイVRESETランプを赤色の;^態（スタンバイ状態}にす斧Itに抜いてください。♦麓りの.'PlayStation2"輩幫マルチ 

タップ(SCPH-10090)やマルチタップ(SCPH-1070)を接-してメモリーカードをす吏用するときも、簡保の备作を行なってください。 
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ドラゴンクエストvnの世界と物語 
ようこそドラゴンクエストvnの世界へ！ 

物語の舞台は佳葬でたった二つの/；I、さなi。 

ここから壮大なスケールの冒険が始まります。 

果てしない海に四方を囲まれた小さな島。 

この世界には、この島しかありません。 

少なくとも人々はそう思っています。昔から、多く 

の勇敢な若者が海の向こうの何かを求めて船を出 
しました。しかし、行けども行けども見えてくるの 

は海ばかり。結局、誰もがあきらめて弓Iき返してき 
たのです。そして、いつしか誰もが、この広い海に 

はこの島だけがポツンと浮いている…そう信じて 

疑わなくなったのです。 

そんな小さな島に住むごく蠢通の少年である 

あなたがこの物語の主人公です。 

Este 



0ゴンクエストvnの世界と物i善 

C.G.ILLUSTRAT10N 8HINTAR0 MAJIMA 

〜エスタード島〜 
-♦- 
ものがた!） ぶたい ちい し* し8う みわIt 

物語の舞台となる小さな島。四方は見渡す 
限りどこまで行っても海で、世界にはこの 
島だけしかないと信じられている。みな牧 
歌的で、争いもなく平和に暮らじCいる島 
の!X琴。 
iのmには主人公（あなた）が住む港町フ 
ィッシュペル、西の半島には国王やキーフ 
ァ王子が暮らすグランエスタード城とそ 
の城下町がある。 -♦- 
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物語の登場人物 
あなたの父 ポルカノ 

家をまもるPっ玉母さん。うじう 
じした男は大嫌いで、あなたにも 
男らしく育って故しいと願ってい 
るが、まだまだたよりなく見えて 
仕方がなし、。なにかとクチうるさ 
いのは、あなたへの愛情のI正しな 
のである。 

小さな漁村に住むごく普通 
の少年。やがては父のあと 
をつし、で立派な漁師になる 
と期待されている。ちよつと 
お人よしな性格で、幼なじみ 
のマリベルにふりまわされ 
ることち。 

お城や城下町でも評判の漁 
師。漁にでると何日も家をあ 
けるが、家のことは妻マーレ 
にすベてまかせている。いつ 
か息子とふたりで漁にでたい 
と思っているが、まだあなた 
のことを半人前としか見てい 
ないようだ。 

あなたの母L/ 

ドラゴンクエストの物語の主人公は、あなた 
です。ここでは、あなたの家族や、冒険を共 
にする仲間たちなどを紹介します。 

あなたの住むフィッシュべルの人々や、キー 
ファ王子が暮らすグランエスタード城とそ 
の城下町に住む人々は、みんな顔見知り。 
平和なこの島で、のびのびと育ったあなた 
は、ふとした好奇心から、壮矢な冒険へと 
旅立つことになるのですが…。 

アルス(あなた） 



フィッシュベルの_元の娘 

マリベル 

フィッシュベルのli€、アミットさ 
んのひとり娘。なんにでも首を突 

こ せいかく ないしよ ふね 
っ込みたがる性格で、内緒で船に 
忍び込もうとしたこと数しれず。 
世界は自分を中心にまわっている 
と思っている典型的なわがままお 
嬢様である。 

のが№0 と3じょ，じんiS'つ 

物語の登場人物 

グランエスタード国の王子 

キーファ•グラン 

グランエスタードiののM#。M 
こく 83 y かぐ 8 n <S« «3 

国王のわりにその自覚はなく、「俺も船 
で旅に出たい」などといつてまわりを 
困らせている。冒険好きなtt格のため 
によくお城を飛び出し、あなたの家に遊 
びに来たりする。あなたを弟のように思 
い、よく一緒に行動しているようだ。 



DRAGON QUEST VII 

_ぁなたの菽父ホンダラ_ 

ボルカノの弟。いいSのくせにまだM 
婚もせずいつもダラダラ#らしてい 
る。よくポルカノ AにMびにくるが、 
あなたにろくでもないことを教えよ 
うとしたり、お金を借りにきたり。ま 
わりの人々からの悪評など、本人はま 
つたく気にしていないようだ。 

グランエスタード国王 

バーンズ•グラン 

幼い頃に母親をなくし、父である国 
王はいつも忙しくなかなかかまって 
ちらえない。そのせいか、かなりおk 
ちゃんっ子に育ってしまった。おっと 
りした性格で花や鳥が好き。いつも 
お城の中でのんびりと暮らしている。 

グランエスタード国の国王。民衆から 
も信頼が厚くなかなかの名君である。 
どんな困難にも打ち勝つ強い意志を 
持っているが、息子キーファのことだ 
けはどうにもならずいつも頭をかか 
えている。 

グランエスタード国の姐 

リーサ•グラン 



旅の女戦士アイフ 

Mっぽい科Mにぬ含わず、かなりの 
剣の達人。大地の民の一族に育ち、 
踊りの才能においても右に出るも 
のはいないという。ただ、時おり見 

さび ひと》 こ か <0 

せる淋しげな瞳に込められた、彼 
女の週去とは…？ 

MiのメJI/ビン 
%は牟和なこのft南こかつて魔王が 
存在したとき、神とともに戦ったと 
いう伝説の英雄。その戦いの$吉末が 
どうなったのか？また戦いの末、彼 
はどこへ行ったのか？もはや知る 
者はいないが、もし彼と出会って仲 
間にすることができたなら、きっと 
心強い旅になるだろう。 

.ゞそ しよ"'〇ん ■ " ■»» 

謎の少年プ3ホ 
〇 t C じや 8 や ttい 
人なつっこくて無邪気な野生 
じ 0C9 しよラねん つぶ 
児。まだ幼い少年ながらも、強 

い》い0辜く も すばや み 
し、生命力を持ち、素早し、身のこ 

こうげe *6の 《んろう 
なしと攻撃で魔物たちを翻弄 
する。その生い立ちは不明。 



コントローラのい芳 

ここではコント□ーラの佳い芳をillしまず冒険を 
おも ぞんぶんたの いどう し 

思う存分楽しめるように、ますは移動、コマンドの指 
てい きほんてき そうさほうほう おぼ 

定など基本的な操作方法を覚えましょう。 

•全人公と仲間の移動 
田jやフィールドなどを歩く時 
に使います^カギのかかった 
扉も、合うカギを持っていれ 
ば、その方向に進むだけで 
開くことができます。 

籲カーソルの栘14 

コマンドを選ぶときなどに 
_示される►(カーソル)を 
動かすのにち使います。 

コント□ーラの操作方法は、アナ□グコントローラと同様です。 

3□マップの視点を左方向に回転させます。 
しゅじんこう しん せんたい みぎ〇1いてん 

(主人公を中心にマップ全体が右回転します。） 

L2ボタン：左に回転(45®ずつ) 

1回押すたびに45度ずつ回転します。 

コマンドウインドウが開いている時にLレL2ボタ 
ンを押すと選んだコマンドを実行します。 

方向キーと同じです。 

ANALOGモードスイツチ/ LED 

左スティック使用のON/OFFを切り換え 
ます。ONの時はLEDが点灯します。 

一/w/%7 wr%:/%:/% 



3Dマップの^を右方向にさせます。 
しゆじんこラ ち！^ラしん ぜんたい ひAft)かいてん 

(主人公を中心にマップ全体が左回転します。） 

R2ポタン：右に回転(45度ずつ) 

1回押すたびに45度ずつ回転します。 

※3Dマップの操作につし、て詳しくはW4ページへ 

画面の上が北になるようにマップを戻し 
ます。 

□ポタン：視点を引く/全ウインドウを閉じる 

3Dマップを高い位置から広い範囲で見ることができ 
ます^その状態でも回転させることができます。コマン 
ドウィンドウが開いている時は全て閉じます。 

•地図を見る 
不思議な地図を入手後は、地図を見ることができます。 

•はなす 
正面に誰かがいる時は、その人と話をします。 

♦しらべる 
a re たか5ばこ し、a しょうめん tit u tt- 

弓Iき出しや宝箱、井戸などの正面にいる時は、その中 
を調べます。 

•もつ/なげる 
つぼやタル、花などが正面にある時は、それを持ち上げし 
もう一度ポタンを押すと投げます。 

※べんりポタンについて詳しくは►! 8ページへ 

•コマンド表示 
通常時に押すと、コマンドを選ぶためのウィンドウが表 
余されます。 

•コマンド決定 
選んだコマンドを実行します。 

選んだコマンドをキャンセルしたり、開いているウイン 
ドウを閉じるときなどに使います。 



41冒険に出る前に 
あなたは主人公となり、長い冒険の旅を続けていくことになります。 
そのためにます、大切な「冒険の書」について知っておきましょう。 

ぼうけん はじ かた 

冒険の始め方 
冒険を始める時は、まず最初に、冒険の記録をつけ 

(S3けん しよ つく ぼ3けん しよ し_ 

るための「冒険の書」を作ります。冒険の書には、主 
人公たちのその時の強さや装備、持ち物など、それま 
での旅での彳ラいがISIIされます。 

ぼうけん しよ 

冒険の書をつくろう 
①まず、メモリーカードを用意し、"プレイステーシヨ 
ン"のメモリーカード差込口（スロット）1か2に差し 

込みます。次に、冒険の書メニューから「ぼうけんの 
しょをつくる」を選びます。 

②「ぼうけんのしょをつくる」を選ぶと、主人公の名 
前を入力する画面になります。ここであ句:たの好き 

な4文字までの名前をつけられます。方向キーで文 

字を選び、〇ポタンで入力、Xポタンで一つ前の文 
字に戻ります。ウインドウの右側の「カナ（かな)」は、 
カタカナ/ひらがなの切り換えです。「おわる」で入 

a « ，え けつてい え けコてい ぼう 
力を終え、名前を決定します。名前を決定したら、冒 
険の書を作るス□ットを選びます。 

►本ソフトを"PlayStation 2” 
»そ ば®い I翼んたいtiつてい 

で遊ばれる場合、本体設定のテ 
クスチヤマッピングを「標準」 
にじこください。 



ぼ5けん fi かた 

冒険の終わり方 

•忘れずに教会で記録を 
冒iを中簖する蒔は必ず教4やi険の書がある場 
所などに行き、冒険のiに記録しましよう。教会に 
いる神父かシスターなどに話しかけ、「おいのりを 
する」を選べば、今までの旅での行いをta険の書に 
記録してくれます。 

►冒険の書への記録は 
これまでの行いを神様 
に告白することなのだ。 

•記録する時も冒険の書を選べる 
言己録する時も、まずスロット1か2を選び、次に記録 

する冒険の-を選びます。記録するta険の_を選ん 
だ時は、その冒険の書の記録に上書きしてよいか聞 
かれます。 

◄どの冒険の書にも自 
由に記録できるが、前の 
言敌§は消えるので注意I 

冒険を再開するには？ 
冒険の書メニューで「ぼうけんをする」を選び、再開 

する冒険の-を選ぶと、前回記録したところから続 
ぎが始まります。 

►教会に戻ると神父さ 
まが迎えてくれる。さあ、 
ixtttt ぼうけん たU 

再び冒険の旅へ！ 

9ラけん しよ け 

冒険の書を消すには？ 
冒険の書メニューで「ぼうけんのしよをけす」を選び、 
け 3うけんし《龙6 け ぼ_うけん しよ に 
消したい冒険の書を選びます。消した冒険の書は二 
度と戻らないので注意してください。 



DRAGON QUEST VII 

冒険のはじまり 

さあ、いよいよ冒険の鎗まりです。ここでは、 
冒険の世界への入り口となる3Dマップでの 
そうさ じつさい _が_めん せつめい 
操作を、実際の画面でご説明します。 

3Dのrさわれる」世界 

_とにかくマップを回転してみよう 
まずは、3Dマップの空間に慣れることが大切。自分 

の位置を確認するためにも、最初にマップを回転さ 
せてみましよう。きつと新しい発見があるはずです。 
フィールドや洞くつなど、マップの回転ができない場 
所もあります。 

•L2ポタンで 
ひK 0 かいてん 
左に回転 



冒険のはじまり 

R1«R2ポタンで 

若に 



(•参卞ろし/;itタン$あたりの様子を 
回転ポタンをiiしたら、茨は、□ボタンでマップをひ フィールドや建物の中など、マップをひいて負れない 
いて見てみましよう。マップ全体の様子が確認できま 場所もあります。 
す。向いている方向がわからなくなったときにも便 

刹です。 

由いたまま爱に酿 引いたまま右に回転 

▲おつ！大き よく見えるぞ 

引いて見てみると 
町の_子がよ〜くわかる。 
その状態のままマップを 
回転させることもできる。 

たてもの どうくつ Cか 

建物や洞窟の中では… 
ttTも® ど5 くつ 《か かくど で 
建物や洞窟の中では、角度によって出 
入り口が隠れて見えなくなってしまう 
ことがあります。そんな時は、ちょっと 
マップを回転させてみましょう。ただ 
し、天井のあるところでは、見下ろしポ 
タンは使えないので注意。 ▲あれ？ポクどこから入ってき 

たんだつけ• • •閉じこめられたP 

▲ちよつと回転してみると…な 
〜んだすぐそこにありました〜! 



L _. :4遞_ 

♦建物のMやfcのかげにもアイテムが？ 
芩いる莅aを確認するw科にも、S谷なところでマ 
ップを回転させてみましよう。建物の裏やものかげに、 
宝箱や扉を発見できるかも致!れません。 

▲建物の裏は海だってことは今のま 
までも見れば分かるんだけど… 

▲お城を探索。さすが階段ち立派だね。 
どれi側は？…と回転させると… 

▲なんと階段の下に階段が！これは 
回転させなきゃ分からないよ！ 



•べんりポタンはホントにM約！ 
わざわざコマンドをMばなくても、べんりポタンを撻 
えば、その場の状況にSじて自動的にいろいろな荇 
動をしてくれます。3Dマップの町や城の中は、べんり 

ボタンだけでどんどん進むことができます。 

はなす 

話したし认の前に行って△ボタンを押 
すだけで話が聞けます。お店で買い物 
をしたり、宿屋に泊まりたいときにも 
feえます。 

►町の人に話を聞きたい 
ときは、近づいてべんり 
ポタンを押してみよう。 

▲机やカウンターごしに話す時も同 
じようにすれば0K。 

しらべる 

タンスや宝箱の前でべんりポタンを 
押せば、中身を調べることができます。 
引き出しや本棚、立て札や井戸、なん 
でも調べることができます。 

►井戸の中だって、べん 
りポタンでのぞき込ん 
じやえ0 

◄▼気になるものは全部 
調べてみよう。何かいいも 
のが見つかるかち…。 



ちのをもつ/なげる 

つぼや道端の花などの前でべんりポタンを押す 
と、持ち上げることができます。もう一度べんり 
ポタンを押すと手に持ったものを投げます。 
※投げられない花もあります。 

①ものを持つ 

▲べんりボタンを1回ボンと押し、つ 
ぼを持ち上げてみよう。 



01議の)ii] 
一—- 

まちしろ たてもの きよ3かい さまざま し！•るい みせ 

町や城にはたくさんの建物があり、教会や様々な種類のお店など、 
旅の助けとなる便利な施設もあります。ぜひ立ち寄ってみましょう。 

►藤 〜冒険の記録はこちらへ〜_ 

袖に茌える袖交やシスターが、あなたののMにMかとMいの# 

を差しのベてくれます。冒険の書の記録のために立ち寄るのはもち 
ろん、仲間がチカラつきてしまった時など、助けが必要な時には、教 
会を訪ねてみましよう。 

教会ででぎること 

•おいのりをする 
これまでの旅を冒険の善に記録し 
ます。 ※詳しくは►13ページへ 

•おつげをき< 

次のレベルになるために必要な経 
験値(Ex)を教えてくれます。 

•いきかえらせる 
チカラつきた仲間を生き返らせま 
す。ただし、レベルが高いほどたく 
さんの寄付金が必要になります。 

•ど<のちりよう 
毒におかされた仲間の体を治して 
くれます。寄付金が必要です。 

•のろいをと< 

仲間の呪いを解きます。呪いを南 
くと、呪われていた装備品は無く 
なります。寄付金が必要です。 

❿やめる 
願いごとを終えて立ち去る時に選 
びます。キャンセルポタン（Xポタ 
ン)と同じです。 



►どうぐ屋ぶき屋ぼうぐ屋〜■な遍具をそろぇょぅ〜 

に茁葵するMに、いろいろなおMに舂ってなS威をそろえまし 
ょう。品そろえはお店によって違います。中には、よろず屋という道具、 
武器、防具なんでも扱い、掘り出し物や貴重なものを置く店もあるので 
見つけたらのぞいてみましょう。また、いらなくなった道具は種類に関 
係なくどの店でも売ることができます。 

道具の買いかた 

①道具を選ぶ 
カーソルを合わ 
せるとその道具 

じょう》う ひょうじ 
の情報が表示さ 
れるので、よく 
考えて買ラもの 
を選びましよ 

う。，どうぐ屋•よろず屋では、方向キー 
の左右でいくつ欲しいかを選んで、ま 
とめ買いすることもできます。 

②持つ人を決める 
次に、買った道具を誰 
が持つか決めましよ 
う。武器や防具はその 
場で装備できます。持 
ち物がいっぱいの時 
は店の主人が道具を 

整理し、装備していないものなどを袋 
にしまってくれます。 

※道具の種類や役割は卜30ページへ 

►やど屋〜抹宄iiは曽鹾のi苯〜 
iiに洛まると、碎鹵荃貰 
のHPとMPが最大値まで 

回復します。冒険で傷つい 
た時は、無理をせずに休む 
ようにしましよう。代金は 

仲間の人数や町によって違 
います。 

►ゴールト銀行〜条芬なお釜はiけよう〜 
串にためたお釜(谷)を 

1,000G単位で預けられ、 

必要な時は自由にひきだ 
せます。パーティーが全滅 
するとお金は半分になつ 
てしまいますが、銀行に預 
けておけば安心です。 



m つうじようじ 

通常時のコマンド 

冒険をiめていくには、コマンドを上手に使いこなすことが大切です。 
いどうちゅう しよう きほん せつめい 

ここでは移動中に使用できる基本コマンドを説明します。 

メインウインドウ 

ず、ここから6つの基本コマンドを選びます。 6つの基本コマンド 
通常時（フィールドや3Dマップの移動中）に使えるコ 
マンドは全部で6種類あります。〇ポタンを押すと、 
fの6つの基本コマンドのウィンドウが開きます。方 
向キーでコマンドを選び、さらに〇ポタンを押して決 

差します。 

ステータスウインドウ 

パーテイー全員のHP、MP、レベルを表示します。 
それぞれの意味は卜25ページへ 

はなす 
しよろめん だれ 
正面に誰かいる時は、べんりポタンと同じようにそ 
の相手と話します。正面に誰もいない時はパーティ 
一の仲間と話すことができます。なにか気になるこ 
とがある時や、仲間の気持ちを知りたい時など、いつ 
でも仲間に話しかけてみましよう。 

◄正面に相手がいる時は 
べんりボタンと同じ。 

$仲間と話したgれば正 
面に誰もいないに。 



ど5ぐ 

「どうぐJのサブコマンド 

パーティーが持っている道具を確認し、装備を整える 
ためのコマンドです。まず誰のものを見るかを選び、 

次にリストから道具を選んで、どうするかを決めます。 

►道具にカーソルを合わ 
せると、その幢類や機能 
などが表示される。 

♦道具の持ち主を選んだ場合 
いま装備しているものには「E」マークが付きます。そ 
の他のものには、装備するとどうなるかが表示され 

と 〇 b どうぐ cいだい z い0*315 ft 

ます。一人が持てる道具は最大12個で、それ以上渡 
そうとすると、持つている道具との交換になります。 

♦rふくろjを選んだ場合 
複数ある道具にはその数が表示されます。袋に入れ 
られる道具の種類に制限はありません。1つのウイ 
ンドウに収まらない場合は、方向キーの左右で表示 
させることができます。 

參つか5 

選んだ道具を使います。回復系の道具は、誰に対して 
使うかも選びます。 

•わたす 
道具を仲間に渡したり、袋に入れたりするためのコ 
マンドです。渡した後すぐ 
に装備させることもでき 
ます。 

►装備した時の数値の変 
化を確認して、誰に持た 
せるか決めよう。 

•そ5び 
選んだ道具を装備します。「ふくろ」を選んだ時には 
このコマンドは表示されません。 

•すてる 
選んだ具を捨てます。捨ててしまつた道具は二度 
と手に入らないかも知れないので注意！ 

•やめる 
全ウィンドウを閉じます。 



*3よさ 

このコマンドを選ぶと、主人公と仲間たちの今の強 

さを一目で確認することができます。 
t> t 0 0 t 0 つよ h 

♦一人一人の強さを見る 
仲間を選ぶと、その人の詳しいステータスを義余し 
ます。 

呪文や特技を身につけていれば、〇ポタンを押すご 
せんとうじ じ_もん ttんと3 じ とくぎ つうじようじ じ！•もん 

とに、戦闘時の呪文、戦闘時の特技、通常時の呪文と 
特技の順にリストが表示されます。Xポタンで一つ 
前のリストに戻ります。 

♦MMの接さを負る 
「ぜんいん」を選ぶと、パーティーの4人全員のステー 
タスを同時に確認できます。 

その人の名前、職業、性別、 
レベルが表示されます。 

7iU 
以し 
抑61、 

せぃぺつ：おとこ 

5か6: 43 
芎は22 

みのま18 
かし;:さ： 22 

かっこよ6: 58 
こ切き*: 76 
し力= 53 

さい/!いHP:131 
6l>a>MP：17 
&： 17333 

G(ゴールド） 

この世界のお金です。 
ごうけいがく 

パーティーの合計額が 
_示されます。 

ステータス 
ひと げんざい つよ 

その人の現在の強さや 
のく 
能力を表すいろいろな 
MAです0 

7^7 w u 



♦ HP(ヒットポイント） 
げんざい たい0#く 0513 てき こう吃6 2_k} 

現在の体力を表します。敵の攻撃などによって最 
大値から徐々に減っていき、HPが0になるとチ 
カラつきてしまいます。 

♦ MP (マジックパワー） 
げんざい ま V3 つか ちか3 «5t> U »もん とな 
現在の魔法を使う力を表します。呪文を唱えるご 
とに滴っていき、MPが0になると呪文は使えな 
<なります 0 

♦レベル（Lv) 
と そ32うてき つよ *5t> ずうP J S ft » 

その人の総合的な強さを表す数字です。敵を倒し 
て経験値を貯めることで上がっていきます。レべ 

as aいだいヒットポイントマ!/»ク/の一 ふ 》fcs u • 
ルが上がるごとに最大HP • MPが増え、新しい呪 
文や特技を覚えることもあります。 

♦ちから 
力の強さです。この数値が大きいほど「こうげき 
力」も高くなり、戦闘で敵に与えるダメージが大 
きくなります。 

♦すばやさ 
動きの素早さです。数値が大きいほど戦いで先に 
こうげ《 かく〇つ たか 
攻撃できる確率が高くなります。 

♦みのまもり 
か3だ じょうぶ 〇4< ふか かん.けい 
体の丈夫さです。「しゅび力」と深い関係があります。 

♦かしこさ 
その人の頭の良さです。 

♦かつこよさ 
その人の格好良さです。装備によっても変化しま 
す。戦闘にはあまり関係ないですが、この数値が 
大きいと何かいいことがあるかも？ 

♦こ引ナきS6 
「ちから」と装備じCいる武器の攻撃力を合計した 
数値です。大きいほど敵に与えるダメー ジも大き 
くなります。 

♦しゅび另 

守りのかたさです。数値が大きいほど攻撃を受け 
たときのダメージが小さくなります。 

♦さいだいHP(ヒットポイント） 
tットWイント さいだいち p d P と すうち 
HPの最大値です。宿屋に泊まると、この数値まで 
回復します。レベルアップで増えることもあります。 

♦さいだいMP (マジックパワー） 
マジック>の_ さいだいち pup と すう《 
MPの最大値です。宿屋に泊まると、この数値まで 
回復します。レベルアップで増えることもあります。 

♦ Ex (涵 A) 
魔物を倒すと得られる経験値です。この数値が上 
がることでレベルアップしていきます。 



じゆちん 
wどうち皤う じ•もんとく ぎ つか なか* x. a 

移動中の呪文•特技を使うコマンドです。仲間を選ぶ 
a a じ■•もん とくぎ ひょうじ し《うひ 

と覚えた呪文•特技が表示され、それぞれの消費 
マジ^パクーのこ VMIマJ一 こうか かくにん かず ふ 
MP/残りMP、効果が確認できます。（数が増えたら 
aうこう さゆう M かい* く 
方向キーの左右で表示させます。）ホイミなどの回復 
案の呪文は早め早めに使うようにしましょう。 

※呪文の種镇や効果については >44ページへ 

つか いど'?•う じ••もん せんとうよう じ¢6ん ひ*う 
▲使えるのは移勤中の呪文だけ。戦闘用の呪文は表 

示されない。 

しらべる 

正面に調べるものがある時は、べんりポタンと同じ 
ようにその中を調べますが、何もない時にこのコマ 
ンドを選ぶと、足もとを調べることができます。必要 
に応じて使い分けましょう。 

▲正面に何もない時は足もとを調 

ベる。時には下を向いて歩こう!？ 

◄べんりポタンと違うの 

は樽やつぼを壊さずに調 

ベるところ。 



「さ< せんJのサブコマンド 

•まんたん 
feiをfeって自動的にパーティーの仲間全員の体 

かいふく ど5 ぐ ちから つか マジックつか 
を回復します。（道具の力は使いません。）MPは使 
った呪文の分だけ消費します。 

籲そ5び 
武器や防具などの装備品は、っているだけでは役 
に立ちません。装備させる仲間を選んで、武器、鎧、 
itて かぶと そうしよくひん じ!•ん そうび e 

盾、兜、装飾品の順に装備を決めていきます。 

•さ<せんがえ 
戦闘の時の作戦をあらかじめ決めておきます。 

※それぞれの「さくせん」の意味などは >38ページへ 

•ならびかえ 
)(ーティーの並び順を先頭から決めていきます。前に 
いるほど戦闘時に攻撃を受けやすいので、HPや守備 
力の低し、仲間は後ろにしてあげましよう。 

♦ど3ぐせいり 
装備品や大事なもの以外の持ち物を「ふくろ」にし 

tfんいんぶん だれ 0 t 0 ぶん X 5 

まいます。全員分か誰か一人の分かを選べます。 

•ふ<ろせいり 
「ふくろ」に入っている道具を種別順かあいうえお順 
に並べ替えます。 



团扇齡や動杨について| 
町や城などの3Dマップの外に出ると、フィールドの移動画面に移ります。 
ここでは、フィールドの地形や移動について説明します。 

地形ガイド 

地形によって、通れなかったり魔物が出現する確率が 
異なったりするので注意しましよう。 

イールド 

陸上は歩いて移動できます。ただし、岩山 
のように歩けない場所や、ダメージを受け 
る毒の沼地などもあります。魔物のいる地 
寧では、草原よりも山や森の方が魔物と 
出会いやすくなります。 

海上は船で移動できます。 

I通行できるX通行できない★通行できるがダメージ 



ールド上の建て物 

フィールド上で冒険の拠点 
となるのがこれらの場所 
です。見つけたら必ず訪れ 
るようにしましよう。 
園園 

觭<つ- 

洞くつや塔は魔物のすみか 
となっている場合が多い 
ので、入るときは十分注意 
しましよつ。 

のりちの 

乗り物に乗ると、歩きでは通れなかった地形が通れる 
ようになり、一気に行動範囲が広がります。 

•M 
船を手に入れると、海上を自由に移動できるように 
なります。ただし、浅瀬や橋は通れません。 

•魔法のじゅうたん 
「魔法のじゅうたん」を手に入れれば、海の上や、船で 
通れない浅瀬や-の上も自由に瘠んで行くことがで 
きます。山や森など高く飛ばないと越えられないと 
ころは通れませんが、乗っている間は魔物に出会わ 
なくてすむ便利な道具です。 

ほかにもいろんな乗り物が登場します。 
あなた自身でさがしてみてください。 



T9j i験に後立つ_真のi於 
冒険の手助けとなる道具を、ほんの一部ですが紹介します。 

どうぐ みせ か いがい さ*ざ* にゆうし（•ほうぼ3 

これらの道具は、お店で買う以外にも様々な入手方法があります。 

旅立ちの道具 

傷を治す薬草や、力をつけるための種や木の実。 

どれも冒険の旅には欠かせません。「どうぐ」コマ 

ンドから使うことで様々な効果を発揮します。 

i；：0 

參かしこさのたね 
▼接ぅと「かしこさ」 •ちからのたね 
のiがiがります。 ▼使うと「ちから」 

の株が上がります。 

癱薬草 
e» «£ ヒットポイントかいふく 

▲傷を治し、HPを回復する 
やくそう ぼうけん UつU••ひん 
薬草です。冒険の必需品です。 

•毒消し草 
▲毒におかされた人から 
どくそ N) げんS か5だ 
毒素を抜いて元気な体に 
戻す、薬草の__です。 

•すばやさのたね 
◄使うと「すばやさ」 
の値が上がります。 

•il7jC 

►体にふりかけておく 
すこ Kl\Kょ〇 てき 

と、少しの間、弱い敵が 
近寄れなくなります。 

•美し草 
◄使うと「かっこよさ」 
の値が上がります。 

參まちりのたね 

▲E4「みのまもり」♦器の未の* 
の値が上がります。^ぅと■餅辟 

上がります。 

•キメラの翼 
▲空に放り投げると、一度行ったこ 
とのある城や町へ一瞬で帰れます。 

•チ思議な木の実 
▲使うと最大MPが 
上がります。 

參まんげつ草 
◄根にたくわえた月光の 
力で、マヒしている人を 
回復させます。 



武器を装備すると攻撃力が上がります。敵に傭え 

てより強い武器を装備しましょう。特殊な効果を 

持つもの、使える人が限られるものもあります。 

參大かなづち 
◄巨大な金槌形の武器。強力な 
ダメージを与えられます。 

參銅の剣 
►青銅でできた剣で、切 

»じ KげC て 
れ味よりは打擊で敵に 
ダメージを与えます。 

•ブーメラン 
▲投げつけて攻擊する武 
e retfんたい いちど こうげき 
器で、敵全体を一度に攻擊 
することができます。 

•アサシンダガー 
»んさつし， つか どく しこ 

▼暗殺者が使う毒を仕込んだ 
ナイフです。うまく急所を突け 
ば敵を一擊で即死させます。 

籲石のキパ 
◄石を削りだして作った 
原始的な武器です。野生児 
ガボが使います。 

參鉄のツメ 
ぼん かた て！？ e 

◄3本の堅い爪で敵を切 
り裂き、大きなダメージ 
を与えます。 

♦ひのきの棒 
«うけん Cいレ* ころ 
冒険の最初の頃に 

手に入ります。あまり 
威力はありません。 

•こん_ 
▲樫の木で作った武器で 
す。重さにまかせて振り 
下ろすように使います。 



籲_のローブ 
►iでできた_しい 
□ーブです。マリベル 
が装備できます。 

•皮の鎧 
►堅い皮で作った鎧で 

か* no し•び〇虡< 
す。軽さの割に守備力 
が高いのが特徴です。 

•魔法のたて 
◄魔法の力を持った盾で、 
てe こうげeし!•もん いりat> 
敵の攻擊呪文の威力を弱 
めてくれます。 

•とんがり帽子 
▼スライムのような形をし 
た愉快な帽子。装備するとか 
っこよさは少し下がります。 

•亀のこうら 
▲亀のこうらを使つた堅い防具ですが、 
装備するとかっこよさが下がります。 

免へ進むほど強くなっていく敵の攻撃から身を守 

るには、i • M.篼などの具が必要です。武器と 

同じように、特殊な効果を持ったものもあります。 

參旅人の服 
◄古くから旅人たち 
に愛用されている、 
じfうぶ ぬの つく 45コ 
丈夫な布で作った厚 
手の服です。 

•鉄かぶと 
»た！;ぜんたい S h はんかく 

►頭全体を守る本格 
的な兜tです。 

•皮のたて 
かた かわ つ< こがた rtz 

◄堅い皮で作った小型の盾 
です。とても軽いので、ほと 
んどの人が装備できます。 



特別な道具 

冒険の謎を解くカギとなる重要な道具。これもほ 
んの一部ですが、いくつか紹介しておきましよう。 

參最後の鍵 
►ほとんどの扉を開けてし 
まう究極の合し、鍵です。ぜひ 
手に入れたいものです。 

•ふしぎな石版 
◄砕かれた石版のかけらで 
す。謎の神殿の台座に合わ 

ふしぎ ちか！5 »つe 
せると不思議な力を発揮し 
ます。（>34ページへ） 

冒険には強さだけでなく身だしなみも大切？ 

品を装備すると主に「かっこよさ」がアップします。 

•おしやれなバンダナ 
▼身に付けると「かっこよさ」 
がアップし、守備力も少し上が 

參星降る腕輪 
▲装備すると「すばやさ」 
の値が大幅に上がる魔 
法の腕輪です。 

參5さぎのしつぼ 
◄身に付けると「かっこよさ」 

が上がります。 

•あみタイツ 
▼女性だけが装備できるセク 
シーな装飾品。「かっこよさ」と 
共に守備力も少し上がります。 



初rふしぎな右版」 マップコレクションシステム〜 

「ふしぎな石版」を渠めよう 
エスタード島を探索しているうちに、あなたたちは 
「ふしぎな石版」を見つけます。どうして砕かれてしま 
つたのか、今はパラバラのかけらですが、もともとは 
一枚の大きな石版だったようです。この石版にはどん 

な秘密が隠されているのでしようか？ 

ふとしたことで手に入れた石版のかけらが、あなたの運命を大きく変えていきます。 
「ふしぎな石版』を集めることで、冒険の世界も大きく広がつていくのです。 

なぞしんでんさが 

謎の神殿を探そう 
島のどこかに、その存在すら誰にも知られていない謎 
の神殿があります。そしてそこには、石版を収めるた 

めの台座があるというのですが…。まず、この神殿を 
探してみましよう。 

▲神殿には台座がいくつも…石版も同じだけ 
あったってこと？ 



せきばん かんせい rふしぎな石版」を完成させよう 
集めた石版のかけらを台座にはめ込んで一枚の大き 
な石版を完成させてみましよ5。 

▲集めた石版が輪になって表示されるので、方 
向キーの左右で輪を回転させて石版を選びま 
す。〇ポタンで決定、xポタンで石版の選択に 
ります。 

石版を正しくはめるコツ 
はめたい石版を選んで、台座の中央のくぼみの上で 
動かすと、その石版の下に影が写ります。その影が、 
石版をくぼみにはめたときの実際の位置になります 
から、それを目印にして、はめる位置を決めるとよい 
でしよう。 

せSばん かんせい 

こうして石版を完成させるたびに 
9 5 せかい とび5 ひ5 

新たな世界への扉が開くのです。 

一/ 

AL1-L2-R1-R2ポタンで向きを変えながら、 
ほ3こ5 せきばん ど5 ItK い 5 
方向キーで石版を移動します。正しい位置で〇 
ボタンを押すと、石版は「カチッ」という音とと 
ちに台座にピッタUはまDます。 

▲まばゆいばかりの光が見る見る広がり 
* 5 ぼうけん とas ひら 

…新たな冒険の扉を開く！ 



- 

戦闘時のコマンド 

iiの倉笞は荦fflな世界。しかし、冒険に旅立ったあなたは、いずれ魔物たちと出会い、 
IIうことになります。ここでは魔物との戦い方について説明します。 

モンスターとの遭遇 
フィールドや洞くつ、塔などの移動中に魔物に出会う 
とUliがi台まります。敵の攻撃を受けた仲間はhpが 
減っていき、〇になるとチカラつきてしまいます。あ 

やくそ3 けい じゅもん ヒットWイント かいふく 
ぶなくなったら、薬草やホイミ系の呪文でHPを回復 

させながら戦ってください。 

メインウインドウ 

戦闘時の4つのコマンド 
福に4つのコマンドが表示され、「たたかう」を選 

ぶと戦闘を開始します。他のコマンドはパーティー 
の態勢を立て直す時に使います。「さくせん」で作戦 
を指示しておくと、仲間はその作戦にしたがつて自 
ぶん はんだん ttttM1 

分で判断して戦います。 

•はなす仲間の話をきく 黔斗〇ページへ 
•さくせん仲間に作戦を指示する 卜38ページへ 
•にげる戦闘をやめて敵から逃げる >40ページへ 

ステータスウインドウ 

メインウィンドウから、方向キーの左右を押すと、戦 

13時のメッセージ表示速度を変更するための設定ウ 
インドウが開きます。 



たたかう 

)(ーティーの一人一人の行動を6つのサブコマンド 

から指示して敵と戦います。ただし、「めいれいさせ 
ろ」以外の作戦を指示された仲間は自分で行動を決 
めるため、サブコマンドは表示されません。 

rたたかう」のサブコマンド 
•こラげき 
素手や武器で敵を直接攻撃します。普通は相手を選 
んで攻撃しますが、装備によっては、一度にたくさん 

の敵を攻撃することもできます。 

#じゅちん 
覚えた晚文の¥から一つを選んでMえます。i幼に 
選ぶ呪文の種類を決めてください。「ダメージ」が敵 
への攻撃、「かいふく」が味方の回復、「そのた」は色々 
な効果の呪文があります。 

※呪文について詳しぐS _42ページへ 

•と< ぎ 
覚えた特技の中から一つを選んで使います。特技の 
種類や選び方は呪文の場合と同じです。 

※特技について詳しくは卜42ページへ 

•どラぐ 
その仲間が持っている道具を使います。袋の中の道 
具は戦闘中には使えないので注意してください。 

•ぼうぎよ 
敵から身を守る体勢をとります。敵からの直接攻撃 
によるダメージを少なくすることができます。 

•そ5び 
戦いの途中でも、武器•防具などの装備を変えるこ 
とができます。敵の種類やパーティーの状態に合わ 
せて効果的な装備を選んでください。 



さ < せん 
仲間が増えてくると戦闘で一人一人に指示をするの 
はなかなか大変。「さくせん」コマンドで前もって作戦 
を指示しておけば、あなた以外の仲間は、その作戦に 
したがって自分で状況を判断じC戦ってくれます。 

♦作戦の決め方 
「さくせん」コマンドを選ぶと、仲間の名前と今の作 
戦が表示されます。それぞれの仲間を選んで、作戦 
を決定してください。「ぜんいん」を選べば全員同時 

に同じ作戦を指示することもできます。 

♦f中間の細い方を参考にしよう 
仲間が自分で戦う時は、呪文や特技も敵に効果のあ 
りそうなものを選んで使います。敵の弱点や効果的な 
戦し、方を知るための参考にもなるでしよう。 

♦作戦はこまめにチェンジ 
戦う場所が変われば現われる魔物の種類も変わって 
きます。状況に合わせて一番し、い作戦を選ぶようにし 
ましょう。戦闘の途中でも、味方と敵の行動が1回終 
わるごとに作戦を変えることができます。 

▲それぞれの仲間に合わせて別々の作戦を指示す 
ることができる 

▲選べる作戦は全部で6種類。その時の状況に応じ 
て一番いいちのを選ぼろ 



♦Mベる作戦は釜®で6つ 
作戦は下の6つの吊から滅びます。それぞ 

れの作戦の意味をよく理解し、その時の敵 
の種類やパーティーの状態に合った一番 
いい組み合わせを選びましょう。 

6つの「さくせん」の意味 
•ガンガンいこ5ぜ 
敵をできるだけ早くやっつけるよう、手かげんなしの 
こうげe だ じ！•もん し‘う〇マジ^ク/の一 のこ マジック— e 

攻撃をくり出します。呪文も、消費MPや残りMPを気 

にせずにどんどん使います。 

•おれにまかせろ 
この作戦を指示された仲間は、攻撃に参加しません。 
回復睨女や坆撃補助のS茭を唱えて、敵への攻撃は 
とにかくあなたにまかせてくれます。 

•いのちだいじに 
J (ーティー全体のHPの状態に気を配り、何よりもま 

なか* O 0 ぜんめ：3 

ず仲間の命を大切にします。無理をすると全滅じCし 
まいそうなときはこの作戦がよいでしよう。 

•バッチリがんばれ 
攻撃と防御のパランスがとれたムダのない戦いをし 
ます。呪文や特技での攻撃も必要に応じて効果的に 
行います。最初は全員この作戦になっています。 

•じゅもんつかうな 
呪文を全く使わないで戦います。回復や防_も特技 
などをうまく使って行います。MPを節約したいとき 

はこの作戦でいきましよう。 

•めいれいさせろ 
あなたが直接その仲間に指示…つまり「たたかう」の 
サブコマンドで細かく行動を決めます。 

*——*"—*" . 1 _ 1 ^ ~ ~ - - _ ..~ ."、 



^gAGON QUEST VII 

はなす 
戦闘中にパーティーの仲間と話をするコマンドです。 
「はなす」を鐘ぶと、仲間が戦い方をアドノ (イスじC く 

れたり、戦闘に役立つ情報を教えてくれたりします。 

あまり仲間と話をしすぎると敵がしびれを切らして戦 

闘をしかけてきます。 

▲どうやって戦おう？迷ったら仲間と相談! 

にげる 
勝てそうもない強い敵に出会った時などに、戦うの 
をやめて逃げるためのコマンドです。ただし、いつも 
逃げられるとは限りません。 

▲無理は禁物！全滅しないうちに逃げろ〜 



体調チェックを怠れすに 
戦闘よし〗つ始まるか分かりません。移動中もパー 
ティー全員の体調をチェックし、戦闘で受けたダ 
メージや毒などはきちんと治療しておきましょ 
，。ステータスに異常がある仲間は思いどおりに 
動けなくなってしまいます。 

♦毒におかされると… 
ステータスに「どく」と表示され、そのまま歩く 

ヒットポイント じょじょ へ きょうかい W 
とHPが徐々に減っていきます。教会に行くか、 
じ•もん どうぐ つか ち？)#う Dつよう 
呪文や道具を使うなどの治療が必要です。 

♦マヒすると… 

体が動かなくなり、何もできなくなってしまいま 
す。放っておけばいずれ回復しますが、呪文など 
ですぐに回復することもできます。 

♦iwわれると… 
呪われた仲間の身には何か不幸なことが起こる 
かも…。教会で呪いをときましょう。 

全滅してしまった時は… 
仲間全員のHPが0になってしまうと、パーティー 
は全滅してしまいます。 

Is 戰闢時のコマンド 

♦瀕死の仲間 
fcプト第〇卜 すく じ Sいる 
HPが少なくなると、ステータスの文字が黄色く 
なります。薬草などの道具やホイミ系の呪文で回 
復させましょう。 

♦チカラつきた仲間 
HPが0の状態です。ステータスの文字が赤色で 
表示され、棺桶に入つてしまいます。なるべく早く 
生き返らせてあげましょう。 

◄▼体調はステータスや 
アイコンで確認できる 

♦全員がチカラつきて復活した時は… 

あなただけが生き返った状態で復活します。 

♦お釜が率分に 
全滅するとお金が半分になってしまいます。使わ 
ないお金は銀行に預けておきましよう。 



DRAGON QUEST VII 

晩爻•转癀について1 

どんどんilえてい <晚茭や8Sは、M驗の*きな_しみです。 
じゅもん とくぎ ちが しゅるい sぼ かた せつめい 

ここでは、呪文と特技の違いや種類、その覚え方について説明します。 

•呪文とは…？ 
r tf 3 WSマジック/(9_ こうげき かいふく さ*ざ* こ5 か う 
魔法の力(MP)で攻撃、回復など様々な効果を生み 

出すのが呪文です。無職でもレベルが上がるととも 
にMPはアップし、簡単な呪文は覚えられますが、嵩 

度な呪文をk：えるには、魔法の専門家である魔法使 
いや僧侶などに転職U：修業を積む必要があります。 

•特技とは…？ 
ある職業で_験を積むことで身に付けられる、特有 

©う0* く とく ぎ マジックメ — 0つよう とく き 
の能力が特技です。MPを必要とする特技もあります。 

•呪文•特技の種類 
コマンドとMじように、fi兄文や特技も、移動中と戦闘 
中で使えるものが違います。さらに、戦闘中の呪文• 

特技は、敵にダメージを与えるもの、味方の回復を 
するもの、戦闘を援護するものに分かれています。 

♦一目で分かるBRX•特技の効桌 
晚安• S技を選ぶ時は、その効果や必要な消費MP、 
のがウィンドウに裏余されます。 

•呪文•特技の覚え方 
無職のうちは簡単な呪文や特技しか覚えられませ 
ん。嵩度な呪文や特技を覚えるには、ダーマの神殿に 
い しょくぎょう けいけん 〇 ひつよ9 し衣くラ 
行って職業につき、経験を積む必要があります。職業 

ごとに、特徴ある呪文や特技を身に付けることがで 
きます。 

•ますは職業レベルをアップ 
0兄文や特技を覚えるには、それを覚えられる職業の 
職業レベルを上げていきます。いくつかの職業を極 
めれば、その組み合わせによって上級職に転職でき、 

き‘く じ•もん とくぎ 8ぼ 
さらに強力な呪文•特技を覚えられます。 



じゅもん けいとう しゅるい 

呪文の系統と種類 
呪文の効果 

メラ 敵1体を小さな炎の玉で攻擊 
メラ5 ii妹を关きな灸の至で祕 

メラゾーマ i1妹をiしく巨大な灸の玉で攻擊 
ギラ 敵1グループに小さな矣で攻擊 

ベギラマ iiグループにほとばしるゞ 
ベギラゴン iiグループに的甫の質で祕 
ヒャド ii祙に采の冤でMi 

ヒャダルコ 敵1グループに氷°の刃で攻擊 
マヒャド 麵こ縫の言でi女# 
パギ 滅1グループに身を切り裂く竜-で攻擊 
パギマ 敵1グループに身を切り裂く激しい竜巻で綾!！ 

パギクロス iiグループにMてを南り勤■でi邊 
ィオ _を逄こし、画を祕 
イオラ 

だい《<«つ e い こうげき 
大爆発を起こし、敵全体を攻擊 

イオナズン _を絕する鶏i磕こし、mmm 

ザキ 敵1体に死の言葉を投げかけ息の根を企める 
ザラキ 敵1グループに壳の言秦を投げかけMの根を企める 

ザラキーマ 敲¥体に死のを投げかけ息の根を止める 
ライデイン 

年い い》づ* こうj/e 1¢全体に稲妻で攻擊 
ギガデイン 敵1グループに鉍しい_妻で攻i 
ミナデイン 力5を螽わせて魬1抹に蒱の慈り 
メガンテ ^を捨て_爆する 

コーラJレレイン サンゴのかけらが乐流3とkに敲に瞎りそそぐ 
メイ』レスト□ム 激しい渦を起こして敵1グループを攻擊 
ラリホー iを眠りに藹う 
ラリホーマ 

r B ふか I3G 
敵を深い眠りに議う 

メダパニ iを混舌tさせる 
マヌーサ •k]で敲を包む 
マホ!-ーン iの南蓮をiじ込める 
マホトラ 

re fcu マジック/の一す と 
敵1体からMPを吸い取る 

し雀うかい じ•もん孝くぎ eぼ し《 くう いちれい 
ここで紹介する呪文•特技を覚える職業は一例です。 

覚える職業 

ill (マリベルが覚える） 

Mi妹 彘縫い 
㈣ 顯± 

i1グループ 繼い 
敵1グループ 繼い 
i1グループ 纖士 

Mm 9 

i1グループ 麵ぃ 
纖 Hi 

敵1グループ iM 
i1グループ 
i1グループ 

1M•船桑り 
パラデイン 

M筌抹 (メルビンが覺える） 

Mi$ 繼い 
mw m 
il妹 ? 

iiグループ ii 
天地li豳 

疆 m 
iiグループ mm 

ii妹 m 
mu ゴッド八ンド 

MM Ii 
敵1グループ Ii 
Miグループ 壺麵い 
iiグルーブ 南法iい+羊飼い 

敵1グループ iM極い+笑ゎせ豳 

i1グループ 麵い 
敲1グループ 

iM捿ぃ+Mi 



DRAGON QUEST VII 

呪文の効果 覚える職業 
マホターン 1ターンだけiiをiね返す i芬 ? 

マホキテ 
じぶん う f Ii5 マジvWの一Uぶん i分の受けた彘法のmpを自分のものにする ?輪1人 

$ uj-pir sど こ 
魔法使い+踊り子 

マホカンタ —競す 緩駐 

マジックパリア illにMしてバリアをはる 
穿か*ぜんたい 
?中間全体 醏.パラディン 

ルカニ i1抹の守備方を下げる ㈣ 緩_ぃ 

ルカナン i1グループの守<1%を下げる 敵1グループ 9 

スカラ 碎彘1人の寺獻を!:ける ?縫1又 ?i?s 
スクルト ?1麁筌体の守を上げる mm i 蓓+m、 

八イキルト ?辛pi1人の迻擊チ)を2feにする ?縫1又 繼士 
アスト□ン 碎彘筌体が鉄のかたまりになる 释i筌抹 スーパースター•勇者 

フパー八 質や嵌から身を守る 醒抹 ii 
ホイS ttかま 0 ヒットボイントすこ かい号し< 

?中間1人のHPを少し回復 腿1义 m 蓓.m、 
ベホイミ 

aか家 0 ヒゥト!!(イント SI5申ば かい屮< 
仲間1人のHPを大幢に回復 綱1义 i?s 

ベホマ 
u» w 〇 ヒットポイントすべ かい•}»く 
仲間1人のHPを全て回復 Wm^X iis 

ベホマラー 
a» « tfん作い匕ットポイント ば かい*く 
仲間全体のHPを大幅に回復 1中間全钕 賢箸.ゴッドハンド 

ベホマズン 
«か*ぜんないヒットポイント す▲ベ かい*く 
仲間全体のHPを全て回復 

utr sr tfノuたい 
?中間全祙 9 

ザオラル 
ttかま 0 い か龙 
仲間1人を生き返らせる 揮in暴 m 

ザオリク 
“か家 0 かんぃ かえ 
仲間1人を完全に生き返らせる A 病者.ゴッドハンド•勇者 

メガザル 器をiて?中間全黄を生き返らせる f中間全体 パラデイン 

キアリー iをiし去る Mil iiぃ 
キア リク マ匕をなおす ■抹 lio 
IJレS卜 -物や洞窟からi出する 繼ぃ 
ルーラ 1度行った町やMに飛んでいく 麵ぃ 
ニフラム iをiし去る 敵1グループ 
ドラゴラム ドラゴンにな!^炎をはく mw 夤杨ハンター 

八‘シルーラ 敵をiくへはじき飛ばす 藏1抹 iii± 
パルプンテ 筒が產こるかわからない 9 

インパス 堅籍の鞛をMめる mrnX 
トラマナ ダメージをあたえる¥からダメージを受けなくする Ii 
卜へロス _芬より弱ぃ夤鉍の出現を抑える Mml 
フローミ iiやiiで、そのi杨やi窟の階層を知ることが出来る m 
レ5ラーマ 產Mであやしいものを発見する Ii 



呪文•特技について 

特技の系統と種類 

特技のi果 1 [ Sぼ しょく私う 
覚える職業 

Iド‘ラゴンif d ドラゴン系の滅に対して矢ダメージをあたえる ii祙 i± 
かもめ返し そらを飛んでいる触を切り裂く iii$ UK L ふなの 

戦士+船乗り 
まじん斬り いちかばちか、かいしんの一擊にかける ill i± 
ぬすっと斬り 敵1妹にダメージをあたえたあと、物を盗む i ill 戦士+盗賊 
きゅぅしょ妾き ひたすらきゆうしよねらいで攻擊 iii ®と5か とうぞく 

武闘家+盗賊 
ばくれつけん すごぃ早さで荷回ち敁鹼する 懸 パトルマスター 
炎の！ 'fe慧で繼 纖 ie關家+魔法#い 
若っぶて 敵1グループに石のつぶてを投げつける iiグループ MM 
箬若ぉとし 岩石をiの頭にMり投げる MM ゴッド八ンド 
かみつけ ォォカミを呼び敲1成にダメージをあたえる ㈣ (ガボが覚える） 

つるぎのまい 踊るような身のこなしでi続攻擊をくり函す mu 戦士+踊り子 
どとうのひつじ 羊のむれで総攻擊 纖 iiい 
おたけび 大声をげ1¢の身をすくませる 醒抹 seii 
ちからため ちからをためて次の迻醎にそなえる i芬 Mi 
身かわしきゃく 身をかわす足取りをはじめる i芬 lo# 
さそうおどり 敵にも踊りを踊らせる 綾1妹 _り字 

|ウールガード 嵌iから:！を等る ikkm 羊飼い 
ノアのはこぶね €をまとい、なにものをも受け付けない nm 僧偵+船乗り 
まふうじの歌 歌をiってiのをMじ込める i1グループ ぎん！#ラレじん 

吟遊詩人 
ひつじかぞえ歌 

ひつ•じ •ぞ 孓たぃ OCi ffそ 
羊を数えi全体を眠りに誘う 隱 吟遊詩人+羊虹、 

たたかいのH up' C ぃん し 辜く B 5fc 
知間全員の守橋力を上げる歌 醒抹 i±+ilix 

ぼけ 見事なぼけでダメージを無かったことにする 獒ゎせ南 
八ッスルダンス 

年か*ぜんたいヒットポイント かい小く 
{中間全体のHPを大きく回復 臟抹 スーパースター 

天使のうたごえ 死んでぃる?中間1又を生き返らせる ?|pi 1 a 
ぎんゆ3しISAi 
吟遊詩人 

みねうち f中間1人の混乱やねむりをなおす 碱1又 
せんし ひつじ.か 

ともえ投げ 續を遠くにほうり投げる 肺 stii 
しようかん さまようH霊を味方につける si 
ねる 

OG ヒットポイントマジックパワーかぃ小く 
眠りについてHPとMPを回復する 單镜い 

1まものならし 彘杨の気を引いて.分になつかせる 敵1グループ 魔物ハンター 

覚えられる特技はこのほかにもたくさんあります。あなた自身でさがしてみてください。 
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g8^しょくぎょうてんし^く- 

言JT3l職業と転職につし、て1 
- 

あなたやたちは、蕞幼は特定の職業についていませんが、やがて旅の途中で 
ダーマの神Isという、転職を司る神殿を訪れることになるでしょう。 

r職業」とは？ 
冒険を始めた時、あなたや仲間たちはまだまだ半人 

前…。特に決まった職業にはついていません。しかし、 
やがてそれぞれが、自分のなりたい職業につけるよ 
うになります。決まった職業について、修行を積むこ 
とで、その職業ならではの呪文や特技を身につける 
ことができるのです。 

►最初に選べる基本 
職は10種類。さあ、ど 
れになる？ 

◄ダーマの^$殿はこ 
の世界での生き方を 
決める神聖な場M 

rダーマの神殿jを目指そう 
職業につくためにはまず、$云職をつかさどる「ダーマ 

の神殿」を見つけなければなりません。世界のどこか 
にあると言われるその神殿こそが、この世界で唯一、 
自分の職業を決められる場所なのです。 

▲次々といろいろな職業に転職することもできるのだ 



10種類の基本職 
しんでん SとV てんし《く し!；; くぎょう 

ダーマの神殿を訪れてすぐに転職できる職業 
です。仲間の個性に合わせて最初の職業を決め 
ましょつ。 

♦せんし 
けんちかs &いだい匕ットポ*<ント aん 
剣技のエキスパート。力や最大HPがアップし、戦 
とう s攀うしんてe そんさい 
闘の中心的な存在です。 

♦ぶと5か 
素早さがアップし、鍛え抜いた肉体を武器に戦い 

e在うりよく たいじ皤つ 》ぼ かいしん いちけe nんばつ 
ます。強力な体術を覚え、会心の一撃を連発して 
大活躍してくれることもあります。 

♦まほうつかい 
かしこ V5/VWC9- こうげBけい じ•もん 8ぼ 
賢さとMPがアップし、攻撃系の呪文を覚えます。 
力や身の守りはあまり高くないので、後方からの 
支援に向いています。 

♦そうりょ 
回復系の呪文を覚えていくため、パーティーには 
けつ か そんざい ていど IC<A：んtfん 
決して欠かせない存在です。ある程度の肉弾戦に 
も耐えられます。 

♦おどりこ 
素早さやかっこよさがアップ。敵の攻撃から身を 
かわしやすくなり、敵を_弄する踊りをたくさん 
覚えていきます。 

♦と5ぞく 
素早さがアップし、戦闘中に敵から持ち物をうば 
うことができるようになります。洞窟や塔の探索 

P < K じ》もん とくぎ Sぼ 
に役立つ呪文や特技を覚えます。 

♦ぎんゆ5しじん 
賢さとかっこよさがとても高くなり、様々な効果 
を持つ歌を覚えていきます。戦闘では歌によって 
後方から援護します。 

♦ふなのり 
b •も e w«いヒvmkイント t < b t こうげき たい 
身の守りと最大HPが特にアップ。水の攻撃に対 

つよ みずか かいじょう いど令 やく 《 4： < e 
して強くなり、自らも海上の移動に役立つ特技を 
覚えていきます。 

♦ひつじかい 
めだ へんか へい9んて6 の30赛くち _b▲く ffょう 
目立つ変化のない平均的な能力値の職業ですが、 
つじか いっぶ5か とく € *5ぼ 
羊飼いならではの一風変わった特技を覚えてい 
きます。 

♦わらわせし 
他はどれも低いのに、かっこよさだ 
けが特に高し、変わった職業です。敵 

b S と <ぎ せんとう 8S も 
を笑わせる特技で戦闘を大いに盛 
り上げます!？ 
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転職を重ねてパワーアップ 
nrts し本くぎょう てんし‘く * x しょくぎょう sぼ じ•もん 
新しい職業に転職しても、前の職業で覚えた呪文や 
特技はもちろんそのままです。様々な職業に転職す 
れば、その分いろいろな能力を身につけられます。 

•職業レベル 
それぞれの職業には職業レベルがあります。例えば、 
戦士なら「みならい」から始まって、験を積むごと 
に「ベテラン」「たつじん」とパワーアップしていき 

ます。 
しょ<在よう だんかい cい2 い しよくぎよう 
職業レベルは8段階あり、最後まで行くとその職業 

を極めたことになります。 

しょくぎょう がめん かくにん 15 13 しJ：く 
▲職業レベルはステータス画面で確認。極めた職業 
は★の色が黄色に！ 

•上絚瞄 
〜極めた基本職の組み合わせでもっと強く〜 

基本職をいくつか極めると、それらの特徴を合わせ 
も じ4：3s»うしよく rんし^く 
持った、上級職に転職できます。 

♦±i_の例 

修まほうせんしい） 
戦士と魔法使いの能力を合わせたバツグンの攻撃 
S6を髡A。呪文の力をこめた剣の特技を覚えます。 

•パトルマスター（戦士+武闘家） 
せんし くわ ぶとうか すばや かいしん 
戦士のパワーに加えて武闘家の素早さ、さらに会心 

いちげ， で う 〇 せんとう せんもんか 
の一撃の出やすさも受け継いだ、戦闘の専門家です。 

❿けんじゃ（僧侶+魔法使い） 
回復も攻撃も得意な、究極の呪文の使い手です。少 
ないMPで呪文を唱える特別な能力も…。 



籲モンスター福 
〜「モンスターのこころ」を丰に又れよう〜 

戦闘で倒したiiがiとす心の結晶…この「モンス 

ターのこころ」を幸に又れると、「モンスター@」と 
して、その魔物に転職できます。モンスター職につ 
くと、その魔物の使う呪文•特技だけでなく、攻撃に 
対する耐性(炎系に強い、氷系に強い、など）も身に 
付けられます。 

♦どんな魔物になれる？ 
全ての魔物に転職できる訳ではありませんが、モン 
スター職もかなりの数があります。さらには上級職 
ち…？ 

▲「モンスターの心」があれば魔物の気持 
ちになつて転職できる！ 

_職歴システム 
〜転職でお得な呪文•特技を覚えよう〜 

ある職業での職業レベルを高めていく以外に、これ 

までどんな職業を経験してきたかという「職歴」に 
よって、特定の呪文•特技を覚えることがあります。 
例えば、戦士で経験を積んでから盗賊に転職すると、 
その経歴を活かした「盗っ人斬り」を覚えます。これ 
は職歴の順番が逆でも同じです。 

•職歴システムでバランスよく 
職歴システムでは、上級職になる場合のように、いく 
つかの職業を極めるまでがんばらなくても、ある程 
度の経験を積むだけで、二つの職業の特徴を合わせ 
もった呪文•特技を覚えることができます。 

しj： く njs e is とく s れい 

職歴によって覚える特技の例 

戦士 +盗賊 =「ぬすっと斬り」 
ttんし 8どこ Kい 
戦士 +踊り子 =「つるぎの舞」 
武闘家+船乗り =「すいめんげり」 
僧福.+吟遊詩人=「やすらぎの歌」 
踊り子+羊飼い =「ひつじのダンスJ 

職歴システムでの職業の順番は、どちらが先でもか 
まいません。つまり、いろいろな職業で経験を積めば、 
その分いろいろな呪文•特技を覚える可能桂がある 
のです。ただし、あまり昔に経験した職業は忘れてし 
まうことち…。 
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たび とちゅう たの 

旅の途中のお楽しみ 

冒険の旅は試練の連続です。でも、たまには先を急ぐばかりでなく、 
ちょっと寄り道してみましょう。いろんなお楽しみが待っています。 

カジノ 

一獲千金も夢じゃない!？ 

お金をコインに替えて、スロットマシンやポーカーな 
どで遊ぶことができます。勝負に勝ってコインが増 
えたら、景品交換所に行って欲しい道具と交換しま 
しよう。カジノでしか手に入らない道具もあるので、 
ぜひチャレンジしてみてください。また、今回初登場 
のラッキーパネルも要チェック！ただし、八マりすぎ 
には注意しましようね。 

メタル王の城 
メダルを集める謎の王様 

旅の途中で見つかる「ちいさなメダルJ。世界のどこ 
かに、このメダルを集めている王様がいます。何枚か 
集まったら、このメダル王の城へ届けてあげましよう。 
ごほうびに、メダルの枚数に応じた貴重な道具をく 
れるはずです。 



モンスター齒iとモンスター/ v°- 

世界中の魔物を集めよう！ 

「モンスター図鑑」を手に入れると、冒険で出会った魔 
6の し•るい つぎ〇ぎ か こ Tかん かんせい 
物の種類が次々と書き込まれていきます。図鑑の完成 

を目指じCみよう！また、世界のどこかにいるモンス 

ターじいさんに会うと、戦闘の時に魔物をなつかせ 

る方法を伝授してもらえます。なついた魔物はモンス 

ターノ（ークに住ませて、好きな時に会いに行けます。 

いみん Sち 

移民の町 

_あなただけの町づくりができる!？ _ 

Mの逢串、Mもいないiiにポッンとたたずむ二入 
の老人に出会います。ここに新たな町を作りたいと 

いう老人の夢に協力じけあげましょう。この世界には 

よその土地で新たな生活を始めたいと思っている人 

もたくさんいます。老人のことを教えると、そうした 

人々が次々に移り住んで「移民の町」は大きく発展し 

ていきます。 

いみん 家ち じ！*うにん こうかん ぼうけん し4 はい 
「移民の町」の住人の交換には、あなたの冒険の書が入っ 

たメモリーカードと友達の冒険の書が入ったメモリーカ 

ードの2つが必要です。同じ冒険の書のコピーデータが 

入ったメモリーカード同士では、「移民の町」の住人の交 

換はできません。 

▲モンスター図鑑には出 

会った魔物が書き込まれ 

ていくぞ。完成させると 

何かが起こる？ 

▲世界中の魔物を集めよう！パ 

ークをいっぱいにした時もごほ 

うびがもらえるらしい…！ 

◄どんな職業や出身地の 

人が集まるかで、移民の 

町の様子は大きく4わっ 

て < るのだ。 

►►ある程度まで人数が増 

えたら、メモU— カード 
と&だち いみん *5 G•うにん 

で友達の移民の町と住人 

を交換でぎるぞ。 



1151冒険者の心得 
旅の行く手にはさまざまな謎や危険が待ち受けていることでしよう。 
ここでは、スムーズに旅を進め冒険を楽しむための心得をまとめてみました。 

全ての冒険者たちに贈るアドバイスです。 

▼まずは話を聞くこと 

曽睦のi苯はiliSめ。とにかくいろんな乂にiを 
聞くことが夫切です。同じ人でも状況によって話す 
ことが変わる場合もあります。行き詰まってしまっ 
た時は、話を聞き忘れている人がいないか思い出し 
てみてください。謎を解く鍵は人々の話の中に必ず 
あるはずです。 

▼ロボタンとL1• L2 • R1• R2ボタンで 

辺りの様子を確認しよう 

iしいBにiいたら、まず□ポタンでB筌抹のtt字 

を見渡じcみましょう。人に話を聞く時も、お店を探 
す時もずっと動きやすくなるはずです。L1-L2-R1- 

R2ポタンで建物の裏側を見てみるのも忘れずに。 

物陰に潜む人物や隠された階段など、i外なところ 
に思わぬ発見があるかも？ 

7 ▽ V/て/^V VAV/ I/W17 ^7^ 



▼あちこちじつくり_ベてみよう 

illだけでなぐ-ゃタンスの吊にもi料なものが 
隠されていることがあります。また、井戸や本棚、立 
て札や壁の絵にヒントが隠されている場合も…？ 
怪しいと思った場所はどんどん調べてみましよう。 

▼べんりボタンを活用しよう 

3 Dマップの中で話したり、調べたりする時は、べん 
りポタンーつで0K。意識せずにその場に応じた行 

動ができてホントに便利です。ただし、同じ「はなす」 
「しらべる」でも、仲間と話す時や、足もとを調べる 
時は、コマンドを選択する必要があるので注意。 

▼武器や防具、装飾品は 
忘れすに装備しよう 

いくら強力な武器や防具も、装備しなければ役に立 
ちません。新しい装備品を手に入れた時は「そうび」 
コマンドでステータスを確認し、忘れずに装備しまし 

よう。装備品には特殊な能力を持つものがあります 
が、中には装備すると呪いがかかってしまうものも…。 
いろいろ試して下さい。 
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▼「まだいける!」はもう倦ない 
ギリギリまでがんばっても、全滅してしまったらi 
味がありません。勝てないと思ったら迷わず逃げる 

たいttつ とく ぼうけん さいしよ Sいだいfcット供イント 〇 < 

ことも大切。特に、冒険の最初のうちは最大HPが低 
いため、敵の「つうこんのいちげき」で一気にやられ 
てしまう可能性があります。回復や脱出の呪文に必 
要なMPや「やくそう」などの回復アイテムは常に確 
保しておきましよう。 

▼全滅したら半減!？ 
お金は銀污に預けよう_ 

签Mするとパーティーのお釜は单芬になってしまい、 
仲間を生き返らせるためには教会への寄付金もかか 
ります。旅は何かとお金がかかるもの。お金がなけれ 
ば、宿屋に泊まることも、必要な道具や装備を揃える 
こともできなくなってしまいます。すぐに使わないお 
金はできるだけ銀行に預けるようにしましよう。 

▼冒険の への記録はこまめに 
例えばうっかり電源が切れてしまったり、思わぬ失敗 
で泣く羽目にならないよう、町に着いた時や新たな 
場所へ向かう時には、まず教会に行ってお祈りをし 
ましよう。冒険の書をこまめに記録しておけば、いざ 
という時にも安心です。 

▲こうなってから泣いても遅い…。HPやMPが少な 
くなったらいったん町へ！ 



エニックス新サイトオープン!! 

http://saru.enix.co.jp 

エニックスやりすぎ？!! 
エニックスがホームページ全面リニューアルをきっかけに暴走を開始!？ 
皆さんに楽しんでもらうことだけを考えたエニックス渾身の正式サイト"ネットエンタ”が、 
7月18日から始まりました。 
遊べるオンラインゲームあり、読み応えたっぶりの記事コンテンツあり、人生相談あり？！ 
エニックスより発売する商品だけにとどまらない、多様な展開を見せる"ネットエンタ”に 
今すぐアクセスしよう。 

DESIGNED BY 

■ 
ドラゴンクエストが【モードに初登場! 

ドラクェの世界観をもとにした、新しいネットワークゲームが楽しめる 

rドラゴンクエストNETJ 24時間オープン！ • • •情報料各100円/月 
•「グランカジノ」（おなじみカジノゲーム） 
•「カードのほこら」（トレーディングカードゲーム） JJ 
•「エニックスeメ□デイ」（着信メ□ディ） 

▼「ドラゴンクエストNETJへのアクセス方法▼ 
iモードポタンを押す>>iMenu>> メニューリスト>> 

エンターテイメント>>ゲーム>>「ドラゴンクエストNET」 

※ご利用には別途、iモードサービスへの申し込み（300円/月）とバケツト料がかかります。 



h^nunixhVE 公武 rt仆 m 
##お崗い合わせ►書籍編集TEL.03-5352-6433 詧#TEL.03-5352-6441 —— ~| 

V II ■必ァ-マ-ブロジ1外/バ-ドスタジオ/ 7处つ洛_// m 
^ f ハ-トビ-卜/7ルテtf7ッツァ/Iニックス2000 

_ 
FラゴンクFラaf>ク;*スhvn 

ック公武ガイfスック 
2000电〇風 
さて， JH' •> L? _ tA つ t；f I*、 よ て*-、 

2冊同時発売予定 
上下卷とも予価：1,300円(税込み）A5判才ールカラー 

価格：1,480円（税別) 

•カバー布製，A6サイズ 

拳不思嫌な石版 

ドラクェ111 ロゴ入りキ;:ホルダ- 

(シリアルナンバー入り） 

籲ドラクェVIIを遊ぶときに必要な右版集A 

た情報などを記録するのに大変便利な: 

籲付属の石版で手帳内のチェック美をこ 
かび上がり、簡単にチェックがで•きます。 



ス ^t_£m •门トラ<：£ナ"，了 
ゲーム専用お問い合わせ►TEL.03-5352-6466 

GAME BOY 

まったく新しいドラゴンクエスト。- 
ドラゴンクエストモンスタ■ズテリ-のヮンダ-ラント. =4,900円(税別) 

©アーマープロジェクト/パードスタジオ/エニックス1998 GBカートリッジ 

jp 

ドラゴンクエス！:伝説は、僕らが会け-ぐ。■ 
ゲームボーイ ドラゴンクエストId 価格:4,900円(fi 
©アーマープロジェクト/バードスタジオ/エニックス1999 

ス5—オーシャジセカントストーU— 黼:6,800円(臌) 
? a._ •…沐处7.aし nr\ nr\KMn*h±o ©tri-Ace lnc.*UNKSi«#々^EMX 1998 CD-R0M2概 

アナログ]ントロ-ラ 

対応 

ホ—ドケ―•ム ボードゲームの決定版，- - 
いただきストリートゴージャスキンク価格:5,80听(税抜) 

CD-ROM 1枚 マ-プロジェクト/トムキャットシステム/大川淸介/エニックス1998 

ダンスバトル再び！！今度はすごいそ！！— 
バストアム—プ2ダンス关Smix眺 
◎ メトロ/フレイムグラフィックス/FBIJ/エニックス1999 CD-ROM1枚 

ダンスゲー 
アナログコントロ-ラ 
対応 

: 

‘不思議のダンジョン”シリーズ最新作 
驗トトルネ:遍^ 
©1999 CHUN SOFITF-マ-プロジェクト/パ-ドスタジオ/すぎやまこういち/ENIX CD-ROM1权I■メ、Jめ 

それは、人と神の物諸--一一 
ヴァルキリープロファイルpナログ:1ントロ-ラ1 

©tri-Ace Inc.-PRODUCTION I.G.Actas Inc.-ENIX 1999 CD R0M2枚組[ 対 応 J 

0STII 鼸 W これは、0から始まる愛の物諸。一 
0 STORY (ラブストーリー） 価格:7,800円（税抜) 

DVD-ROM2柳 



究極のゲームミュージック•アルバム! 堂々のCD2枚組で待望のリリース!! 

交響組曲「ドラゴンクエストW Jエデンの戦士たち+オリジナル•サウンドトラック 
初回生産限定「スーパーピクチャーCDレーベル」仕様& 
初回特典「DQ¥H特製プチキャラ•シール」（店頭渡し） 
(数に限りがあります。お近くのCDショップにてお早めにご予約下さい。） 
[品番：SVWC7052-3] ¥3800(税込)/¥36*19(税抜） 

j 11 2000年8月27日（日）2:00PM開演しらかわホール（名古屋） 

ユーザーサボートUSER SUPPORT 
解説書に従って操作しても正常に動作しない場合、ます以下の点をお確かめください。 

① 画面が出ない 
參電源は入っていますか。參テレビの電源の入れ忘れは？ 

② 画面は出るが操作できない 
參コントローラの接続は正常ですか。 

③ データをセーブできない 
•メモリーカードは正しく接続されていますか。參メモリーカードの空きブロックは+分にありますか。 

④ データをロードできない 
•メモリーカードは正しく痒続されていますか。•セーブしたデータはありますか。 

⑤ ロードできるが正常な動作をしない 
•セーブデータが壊れてしまった可能性があります。そのデータは削除してください。 

上記以外の理由で正常に動作しない場合は、弊社ユーザーサービス係までご相談ください。 
ただ きゃくさま かしつ ちようき しよう はそんとうし的ふく ふかのう たいおう 
但し、お客様の過失や、長期の使用による破損等、修復が不可能なものについては、対応しかねます。 
へいしゃ はつばい ねん けいか しようひん こうかん し！♦うり 
弊社では発売から2年を経過した商品については交換または修理できないことがあります。 

お問い合わせ先は 

〒151-8544東京都渋谷区代々木4-31-8株式会社エニックスユーザーサービス係 
TEL.03-5352-6466 (平日10:00から17:00) 

弊社ではゲームの内容や匕ント等についてのお問い合わせには一切お答えしていません。 



•このディスクは"PlayStation"織のソフトゥェァです。踩關、齒の"PlayStation•■おょび"PlayStation 2" 

で用できます。このディスクはI ntsc I J~lあるいは_祉屻1_.11糾_細卿の裝嚭のある日本g内在^!の"PlayStation" 

および"PlayStation 2”にのみk応しています。海外仕ょ様の"PlayStation"ではす吏用できません。他の機種でお使いになると、 

機器などの故障の原因や耳や目などの身体に悪いg響を与える場备がありますので|§勤におやめください。•ソフトウェアの 

「解説書」および、お使いになる機種の「取扱説明#]「会全のために」をよくお豳みの玉、Sしい芳MでごM逢ください。•この 

ディスクを"PlayStation"および"PlayStation 2"本f本にセットする場合は、必ずレーベル面（タイトルなどが印刷されて 

いる面）が見えるようにのせてください。また、"PlayStation"本体にセットする場合は、丰莫部分を畢荃く伸し这み、ディスクを 

安定させてください0 •プレイ# 了4"PlayStation"本体からディスクを取り出す場合は、本?本のオープンボタンを舞し、ディスクの 

lifeが完全に止まったのを確認してから行ってください。回転¥のディスクに触れると、けがをしたりディスクをSつけたり 

本体の故_の原因になりますので、絶灸'ナにおやめください。•簠 <射白。劣があたるところや氣#11臭の逭くなど、のところに 

保管しないでください0湿Aの多いところも避けてください0 •ディスクは両面とも手を触れないようにAってください。 

•紙やテープをディスクに貼らないでください。•ディスクにペンなどで書きこみをしないでくださし、やほこりによる 

ディスクの汚れは喊Mの乱れや音tfffe下の原因になります。いつもきれいにしておきましょう。•ふだんのお奉夂れは、 

柔らかい布でディスクの¥'1、部から外周部に向かって!k射#に軽くふいてください。•ベンジンやレコードクリーナー、 

静電気喊止剤などはディスクを傷めることがありますので、使わないでください。•ひび割れや変海したディスク、あるいは 

接4着@などでillされたディスクは誤作や本体の故障の原因となりますので絶対にしないでください。•プレイ 

終宁溪はディスクをケースに戻し' W児の手の届かない場命にfe管してください。ケースに夂れずにMねたりななめに 

立てかけたりすると、そりやf裏の原因になります。•このディスクの中)し、孔に、I旨など身体の一部を故意にkズしないで 

ください。抜けなくなったり、身体をf裏つけることがあります。•このディスクをlihに投げないでください。人妹その也を 

f裏つける恐れがあります。•ケースやディスクの上に、いものを置いたり落としたりすると、fe損しけがをすることが 

ありますのでIs対におやめください。•お^Aの誤ったお取り*邊いにより生ラじたキズ、破損などに関してはいたし 

かねますので、あらかじめピ了承ください。•"PlayStation"および"PlayStation 2"本体を或晶方装!^外のプロジェクシヨンテレビ 

(スクリーン投影¥式テレビ）にはつながないでください。歹4犧現惫（画面の焼き付き）が起こることがあります。結に 

静止画を表示しているときは、象現_が起こりやすくなります。•ソフトウェアによっては"メモリーカード’•や"PocketStation" 

が必要な場合があります。詳細はソフトウヱアの「解説_」などでMilしてください。 

•プレィする自4は觀のため、10¥Aごとに棼の織を最ってくださぃ。れてぃる蒔ゃ纖雜 

のb|はプレイを避けてください。•プレイするfllは部屋を明るくし、なるべくテレビ画面から離れてください。•ごくまれに、 

い〆の条iMを受けたり、点kを繰り返すテレビ画面を見ていると、_0寺％に筋のけいれんや意1AのM契などの11S 

を起こす人がいます。こうした経験のある方は、事前に必ず医命とI目談してください。プレイ¥のii違を見ていてこのような 

盛：|£や、めまい.吐き気.疲"労感•乗り物酔いに似た-狭ぅなどをgじた場合は、すぐにプレィを羊芷し、箧命のを叠けて 

ください。•お使いになる機種の广取扱説明％」「k康のためのごik」をよくiんで罡しくごす吏せください。 



€株綠社エニックス 〒151-8544東京都渋谷区代々木4-31-8 

SLPM 86500〜1 

©アーマープロジェクト/バードスタジオ/ハートビート/アルテピアッツァ/エニックス2000 
"*：IV’,"PlayStation"and"DUALSHOCK"are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. 

i 


