


1945年 

第2次111界大戦は意外な形で終蘇を迎えた。 

「黒い月」の出現。 

それに続く、人類の天敵の出现である。 

人類の天敵、これを幻獣という。 

確固たる1:1的も理由もなぐただ人を狩る、人類の天敵。 

人類は、存続のために天敵と戦うことを余儀なくされた。 

それから、50年。戦いはまだ続いている。 

1997年 

幻獣と戦い続ける人類は、 

劣勢のあまりユーラシアから撤退するに至っていた。 

幻獸軍は九州西岸から日本へ上陸。 
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こ注意”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（SCPhM020/別_り）を使用するときは、必すPlayStation 2__本体の6(オン/スタンバイ）/RESfeTボタンが緑色の状態（オンの 

状態）で差UCD (オン/スタンバイ)/RESETランプを赤色の状態（スタンバイ状態）にする前に抜いてください。別秦りのTlayStation2"專マルチ 

タップ(SCPH-10090)やマルチタップ(SCPH-1070)を*1続してメモリーカードを使用するときも、同稼の操作を行なってください。 

お問い合わせ：（柹)ソニーコンピュータエンタテインメントインフォメーションセンターTEL 03-3475-7444 



類は幻眯車に記録的な惨敗を喫尤 
偏！を凝えたU本Mff脳部は、 

法案を町決し丨起CM生をはからんとする 
阻lhするための点、熊本要寒の概^！^ 

から17歳までの少卞化の強制0典であf 

,,そ, 
j Sjj: j 

そのチ供たちのひMが:i人公である. 
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ゲームの始め方 

プレイステーション本体のディスクカノ V—を開けてDISC 

をセツトし、電源を入れます。□ゴやオーブニング•ムー 

ビーが流れたあと、右図のタイトル画面が表示されます 

のでなにかボタンを押してください。 

®初めからプレイする•• - 
最初から始める場合は「スタート」を選んで決定してください。才 
—プニングデモが流れfcあと、物語がスタートします。 

(^)続きかSプレイする參U _ 
前回の続きからプレイする場合は「□—ド」を選び、再開したい 
ゲームデータを選んで決定してください。 

し一.一；. ，.一 / 



1999年3月6日土*日終了 

trニブチ&フpイル$運んで下さ③ 

フfiH連求厚志 3两053 
ファ1/レ2ifホIf志 3月0 6日 
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y~ータのセーブ[A 

別売のメモリーカードを使用するとゲームのデータをセ 

-ブすることができます。学園モード(_P.20)で「_宅」 

に移動すると「セーブしますか？1というメッセージが表 

示されますので、「はい」を選択してください。右の画面 

が表示されたら、セーブする箇所を選んで決定してくだ 

さい。 

® メモ!J一力ードの使用について__ 
メモU—カードを使用する場合は、本保のス□ット（メモリーカ 
—ド差込口）〗に別売のメモリーカードを挿入してください。本 
作品ではセーブデータひとつにつき、メモリーカードの空きブロ 
ックを4ブ□ック使用します。 



_ n 
• R2ボタン 

春R1ポタン 

讎 

©ボタン 

-書®ボタン 

一⑩®ボタン■ 

售©ポタン 

アナログ:□ントローラ（デュアルショック) 

左スティック•- 

SEしECTボタン•-— 

アナログモードスイッチ# 

SONY (攀 
土 ❿■ 

m ^ ^ 
MLECT tTABT jMj 

※振動機能はLEDの赤色/消灯に関係なく「環境設定」（峰P25)で設定I 
します。 
※アナ□グモード(LED赤色)/デジタルモード（LED消灯)の切り替えは 
アナログモードスイッチで設定してください。 

コントローラ 
※コント□—ラを使用する場合の操作も、左右スティックや振動機能以外 
はアナ□グコント□ーラと同じです= 

方向キー# 

• LED (赤色) 

L2ポタン# 

L1ボタン. 

一•右スティック _ 

❿STARTボタン 
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方向キー………….キャラクターの移動（ダッシュ移動トコマンド 
の選択 

L1/R1朮タン.マップ内の人物のほうへ向き直る 
©ボタン.メニュー画面を表示 
®ポタン..メニュー画面を表示 
©ボタン..人に話しかける*目の前のものを調べる•コマ 

ンドの決定 
©ボタン...コマンドのキャンセル■©ボタンを押しながら 

方向キーでキャラクターが歩いて移動 
左スティック„…キャラクターの移動（ダッシュ移動）•コマンド 

の選択 

※キャラクターの移動方法とLI/ R1ボタンの設定は、「環境設 
定Jで変更することができます。詳細はR20を参照してくださ 
し、。ここではモード1の設定を掲載しています。なお\デフオル 
卜ではモード2になつています。 

②戦闘モード-—--- 
方向キー. .カーソルの移動_コマンドの選択 
SELECTボタンユニットシンボルの切り替え 
STARTボタン..戦闘デモをスキップ 
L1ボタン…，….+マップを左に回転 
L2ボタン.一….―「行動削除」を実行 
R1ボタン.，マップを右に回転 
R2ボタン….……「行動入力終了」に力ーソルを移動 
©ボタン.….カメラ視点の切り替え 
©ボタン，….ズームの切り替え 
®ボタン….……■■コマンドの決定*ユニットに力ーソルを合わせ 

て®ボタンを押すと、ステータスを表示 
©ボタン.….コマンドのキャンセル•メニュー画面表示 
左スティック ー..•カーソルの移動■コマンドの選択 
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プレイヤーはパイロット候補生•速水厚志となって、戦 

地での高校生活を送っていきます。 

大きな目的は人類の敵•幻獣軍から熊本を死守するた 

めに戦うことですが、このゲームは自由度が高く、生活 

のあらゆる楽しみを体験できるように作られています。 

戦闘のみに青春を捧げる必要はありません。趣味を追 

究したり、恋愛を楽しんだり、あなたなりの学生生活を 

満喫してください。 

なお、本作品はゲームの進め方によって結末が変化す 

るマルチシナリオとなっています。最終的に幻獣軍と人 

類軍のどちらが優勢であるか、または特殊なイベントを 

発生させているかなどの条件によってエンディングが変 

化していきます。 



期限: 

ゲーム内の時間は1999年3月4日、速水厚志が尚敬 

高校に到着したところから始まります。このゲームには 

期限があり、1999年5月10日の行動を終えた時点で 

終了となります。 

(J)ゲームオーバーについて着_看一一--ふリ-'1 —— 

主人公*速水厚志か戦圓などで死亡すると、ゲームオ^—バーと 
なります。イベントの選択肢の選び方によっても死亡することが 
ありますので、こまめにセーブしておきましょう。 

jpf 

Gunparade March Play GuideU 

土 

の 

s1815glQ9 

i 7140128 

1 60gy 
WCD51Q1926 

^ 4M 佑25 

§ 310ヮ2431 

5^ 2016-5330 

■1QC* 

- 5191926 

,4 ^ 4M1825 

§XXK 雲 

0 ?fXKS: 



い；}) くつきのヒロイン 
峰 PILOT 

河 | MAI SHIBAMURA mmW 
S社会に通暁し、世界政治を牛耳る芝村一族の少d。豊かな 
知識と壮絶なまでの行動力を有する万能の天才。頊気で怒り 

登場人物 

生存確率が比較的高いという安易な理由でパイロット候補秦とな 
った少年9心優しc気が弱ぐいつも幸せそうな顔をしfいる。 
本人は意識していないがわりと美少年で、なぜか個性の_い、性 っぽく、常に不機嫌そうなのが玉にキズ。 
格が歪んだ輩に好かれるとし〗う特性を持つ。 

□IGunparade March Play Guide 



速水の属する5121小隊の司令。 
冷静沈着な切れ者。 

ヒーロ—になりたい願望満々の熱血少年。 

だが勉強は苦手。 
古武術をたしなむ大和撫子。 
極度の潔癖性で世間知らず。 

SCOUT 

湊宮 
尿 
YASUMITSU 
WAKAMfYA 

脳みそまで筋肉でできているような兵士。 
考えるのが苦手。 

«► SCOUT 

帽子の下に表情を隠す、無口で硬派な男。 
わりとオシヤレ。 

来須 
銀河 
G1NGA 
KURUSU 

OPERATOR 

瀬戸口 
隆之 
TAKAYUK! 
SETOGUCHi 

Sによりも色恋沙汰を優先する、 
実カゼ□の陽気な色男。 

峰OPERATOR 

栗原 
ののみ 
N0N0MI 
HIGASH1HARA 

純真無垢な少女。 
みんなのアイドル的存在。 

Gunparade March Play Guide U 



原 
素子 
MOTOKO 
KARA 

ラテン系の帰国子女。 
背が高すぎるのが悩みのタネ, 

皮肉屋な秀才。事故にあい、 
車椅子の生活を余儀なくされる。 

MECHAWC & OTHER !□ 畸 MECHANIC & 0THIR r~i匚1 

3—コ 
小杉 
Y0K0 
K0SUGI 

女性や下級生に絶大な人気を誇る 
整備班長。 

なにかと手厳しU原の補佐役。 
茜の義姉。 

一見して不良少女だが、 
友情や仲間意識が強い人情派< 

なにかと不幸に見舞われる少女。 
超貧乏だが前向き。 

登場人物 
-1U 

MECHANIC & OTHER MECHANIC & OTHER 

MECHANIC & OTHER MECHANIC & OIHER MECHANIC & OTHER 

大貿易商の令息。布団を干すの 
が趣味らしい。 

AIEC»ANiC & OTHER El口 

■ 
、. r 

A 

活発で明るい、スポーツ大好き少女< 

極度の噂好き。 

4 ‘MECHANIC & OTHER |酬「灑： 

光弘 j 

M1TSUHIR0 
NAKAMURA 

iy ^ ^-i 

■也-::〜■ 
/f— 

き上 1 

気が強いが打たれ弱い男 
靴下をこよなく愛する。 

〇 

田辺 
真紀 
MAKI 
TANABE 

田代 
香織 
KA0RI 
TASHIR0 

UGunparade March Play Guide 



MECHANIC St OTHER 峰 MASCOT 

MECHANIC & OTHER rin 

岩田 
裕 
llROMU 
IWATA 

峰OTHER 

5121小隊の皆か£ 

愛される巨大なネコc 

OTHER 

石津 

M0E 
ISH1ZU 

岭 TEACHER TEACHER 

本田 
即子 
SETSUK0 
HONDA 

坂上 
久臣 
HISA0MI 
SAKAUE 

呪いと魔術に傾倒する、 
根暗〜い少女。衛生官( 

_ TEACHER 

へヴイメタルを愛する 
派手な女教官。 

見た目は怖いが、 
言葉使いは丁寧な教官 

ブータ 
B00TA 

Gunparade March Play Guide □ 

性格の曲がった美少年。 
芝村一族に恨みをもつ。 

国語担当の新任教師。 
朝起きるのが苦手。 

茜 
大介 
DAISUKE 
AKANE 

ギャグ大好きでつねに 指揮車運転手兼事務官。 
浦つている、アブナイ男。 ウソくさい関西弁を話す> 

加鼸 
祭 
MATSURI 
KAT0 

芳野 
春香 
HARUKA 
Y0SHIN0 



敗北 

戦闘訓練(X4回} 



能力値充実 
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委員翻着 
!i_! 

小隊の司令である善行が尚敬高校にやってき 
ます。この時点で速水の体力、知力、運動力の 

::ランクが®いと、Aランクになるまで訓練させ 
られることになります。 i 



オペレーターと整備班が到着すると、小隊と 

して機能するようになります。戦闘に備えて 
訓練や仕事をしたり、仲間と親交を深め合う 

などして自由に過ごしましよう， 

戦闘は学園モード中に突如として発生します 
戦闘が起こると画面が切り替わり、戦闘モード 
(岭Pa66)に突入します。戦闘終了後は一日 
が終了し、セーブ画面が表示されます。 

ii ijiiiM rrfiui'iMi —Im 11M liTilh Mm fl ITTftT _ Ifllll WlbiWMIHI Ml11WPI MM 
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整備班到着、機体搬入 
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邮翁^嫩 

時間の経過について 

ゲーム中では朝〜昼〜夜とリアルタイムで時間が経過し 

ていきます。一週間のうちで授業または仕事に割り当てら 

れている時間があるのは、月〜土曜日。土曜日は授業が 

午前中のみで1フ時までが仕事、日曜日は休日となります。 

1日の模範的スケジュール（平日）mmmm^^^ 

06:00 
登校 

00:00 

/’、') 
/ / 

f _..か■ 
.....::"..テ.I 

、' 

.___織 

08:30 
18:45 

)9:00 

ホ—ムルーム 

授業 

昼食 

纏苗 
授業 

12:00 
1,112:30 
jr 

(3:35 

仕事 
■■ ：■<：：> r.< 

19:1 16:10 

18:00 

.■>： ii..：1：■ aoTpj. w ■=?■：:::フ-こに1:.'.:: ..:ド:::. 
を:;:一广.:「. 
!, ■: - V. -.丄aSJWa;,TH; . ■,■. :^...} ' ..：：； ：'■■ 

.:.句...:.1.:.._:.. 

.__難2__ .iTi： I - 7- - ' 
由 rXJ 

i- r:; ••-■; 
m nr 

奮灑 

毎週月曜日には階級に応じて登校前の画面では日付、曜日、 
給料が支給されます。階級が天候等が表示されます。また 
高くなるほど、支給される金額体力、気力が回復し、階級に応 
もアツブします。 じて発言力がアップします。 

※この表は®くまでも学校側の都合によるスケジュールです。 
必ずしも授業や仕事に参加する必要はありません。なお、夜中 
や休日にも戦闘が発生することがあります。 

mr ZLI 
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i画面の見方とコマンドi(学園モ 
㊉モード1——-——^ 
方向キ_上.キャラクターが前進 
方向キー左...……キャラクターが左方向へ回転 
方向キー右..キャラクターが右方向へ回転 
方向キ—下….キャラクタ—が] 80度反転 

LI/R1ボタン.キャラクターがマップ内の人物の方向を向く 

戦闘時以外、普段の生活を送るモードをr学園モード」と 

いいます。ここでは学園モードでの操作やコマンドを紹 

介します。 

キヤラクターの移動の仕方 

学校内や街の施設内などではキャラクターを操作して移 

動します。方向キーによるキャラクターの操作方法は3 

種類用意されており、メニュー画面の「環境設定」で変更 

することができます。 

方向キーを押した方向へキャラクターが移動 

^モード3_«翁 - 

方向キー上.キャラクタ_が前進 
方向キー左.,.，…uキャラクターが左方向へ回転 
方向キー右...キャラクターが右方向へ冋転 
方向キー下.キャラクターが180度反転 
L1ボタン…..……キャラクターが左方向へ回転 
R1ポタン..………キャラクターが右方向へ回車云 

知©または®ボタンでメニユー面を開き、「環境設定」の「キヤ 
ラ移動と力ーソル操作」で任意のモードを選んでください。なお 
デフオルトではモード2になつています。 

や:， 
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街マップ画面での移動 

尚敬高校のマップを出ると街マップ画面へと切り替わり、 

尚敬高校周辺地図が表示されます。周辺地域に移動する 

場合は、画面左に表示されている地名の中から、行きた 

し、場所を選んで決定してください。 

赤字で表示されているのが現在選択されている地名です。 決定すると、選択した場所へ自動的に移動します。 



•シ' 

■: . 

裏 

学園モードの画面で表示される情報の見方を説明しま 

す。なお、序盤では画面上に表示されない情報もありま 

す。詳細はP.28の「コマンドの追加について」を参照し 

てください 

:屬 

□ Gunparade March Ptay Guide 
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B付、躍日、時間が表示されます3 

t く^^^ ~ • --~* " ■ *—*^-*   ' ,      .—―■ 一丨 _—^—1> I —■ ■ ' ■ r-- ^-t—  ... ■ m II _ I ■■ I. _■: |旧':_ 丨 II ■ II _. - ____ 

現在の体力です。体力は仕事や訓練などを行うたびに減少していき、最大値の10%以下になるとキャラクターは気絶して3時間行動 
不能になります。食事を取ったり、自宅でターン終了すると一定値だけ回復させることができます。 

广 ~ "" " " -， ' '——— ■' ' _ ■ , . --- --- ■ I — . — I 1^^—1 I • ■ . ■ _._.. _d _ _ 

現在の体力を記号化したものです。三角形の大きさが小さくなるほど、体力を消耗していることを示しています。 

-     .    -----^—- • . ,. — .... ,... r ,.., ,_. —   

現在の気力です。気力も体力と同じく、仕事や訓練などを行うたびに減少していきます^最大値の10%以下になるとキャラクターは 
気絶して3時間行動不能になります。食事を取ったり、自宅でターン終了すると一定値だけ回復させることができます。 

(D 気カゲージ## --- 一. 一一.— 一^一―—— - 一 

現在の気力を記号化したものです。三角形の大きさが小さくなるほど、気力を消耗していることを示しています。 

®発言力螫戀 —— 

提案(峥P.47)、陳情（岭P.42)などを行うのに必要となる力です。発言力はイベントなどにも影響します&数値が高いと対人関係が 
良好になり、低いと悪化しま毛なお、発言力の情報は序盤では表示されません。 

⑧場の雰囲気••! - 一一 --一- 

マップ内の場の雰囲気です3場の雰囲気に関してはP.52を参照してください。なお、この情報は序盤では表示されません 
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—S^i メニュー画面の見方 
A^vrcw：-^rJ^.Tifygi-_ 一——--■- -■ — --»   ^~^~^ 

メニュー画面で表示される情報の見方を説明します。メ 

ニュー画面は®ボタンか®ボタンで開くことができま 

す。方向キーまたは左スティックを右/左に押すと表示 

頊目が切り替わります。 

□Gunparade March Play Guide 



ユ^™ コマント -，- 一‘一一一  -—^ "■；-:   ———一^^ …  ---- -一    

メニュー画面で使用できるコマンドです。序盤では「アイテム」（岭P.26)と「環境設定」のみですが、ゲームの進め方によってコマンド 
は増えていきます。詳細は「コマンドの追加について」(4P.28)を参照してください。なお、「環境設定」では下記の5つの設定を変更 
することができます。 
_アナログコント□—ラの振動のON/OFF 
•サウンドのステレオ/モノラルの切り替え 
•キャラクターの操作方法(岭P.2Q) 

•キャラクターの向いている方向を示す矢印表示のON/OFF 

春場の雰囲気(蜂P.52)変更時のアナウンスのON/OFF 

{^)キヤプクタ^の個ス-一. 

氏名、現在の配置部署、現在の階級が表示されます。 

持金着1〇:..' — ——— ■-——-- 

現在の所持金の金額です。 

(り現在の状態 一—-— —一—'—-— 

キャラクターの現在の状態です。状態についてはP.51を参照してください。 

(卜^^ ---'~r~~-  ■■_■■■_ I■〜WL 一“   --- '   III !■ I III !■■■ |M --- 

キヤラクターのステータスです。見方についてはP26を参照してください 

姿- '職 mm 
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ハい■'につ—…， 

メニューコマンドの中から「アイテム」を選 

んで決定してください。現在所持している 

アイテムのリストが表示されます。 

咅アイテムの説明は画面下に表示されます。 

使用するアイテムにカーソルを合わせ、「使う」 

を選んで決定してください。 

アイテムが使用され、体力/気力が回復し 

ました。ちなみにアイテムを破棄する場合は 

「捨てる」を選んで決定してください。 

写■MliMmMIMiiMMiMMNiHiMliiMlWIRRKMRMMWiVIKiliHiiiRiRiiiPPliHiiMMiMlMiRRHMWRMMMiMRiiiiMRiMMiiMliMHiiMMili 
wmmmmm -I ■ *7. a_- , Z 

MMlMMiMiMliRil 

ステ_タスの見方 

各ステ—タスの数値の右側にある□内のアルファべット 

は、ステータスのランクを示しています。ランクは高い 

順からS岭A岭B岭C4□岭Eとなります。なお、 

SELECTボタンを押すと項目についての説明を表示さ 

せることができます。読みたい項目に力ーソルを合わせ 

て決定してください。 

アjント：:鼻::’；:..》 . ... 

アイテムコマンドはゲーム序盤から使用することが可能です。体 

力/気力を回復できるサンドイッチを例にあげて、アイテムの使 

い方を説明します。 

■発言力►提案や陳情の際に消費する力。イベントや対人関係 

に影響します。仕事をしたり、戦闘で敵を撃墜するなどして取得 

します。 

■体力►訓練や仕事で消費するほか、戦闘力として戦闘時や暄 

曄の判定に影響します。 

■気力►訓練や仕事で消費する力です，戦闘時の行動にも影響 

し、行動に必要な気力が不足すると行動不能におちいります。 

■運動力►戦闘時に影響する力です。数値が高いほど、命中判 

定、攻撃判定が有利になります。 

■知力►仕事や筆記テストの結果に影響します。数値が高いほ 

ど、司令や整備土の仕事効果が上がり、プログラム作成などの 
成功率もアップします。 

■魅力►提案の成功率や人気などに影響します。 

■士気►プレイヤー以外の人物（以下NPC)の行動や思考に影 

響します。数俩が低いと仕事をしなくなつたり、戦闘時に敵前逃 

亡するようになります。 



籠m 

メニュー画面の見方L 

授与勲章一轚 

この画面では今までに授与された勲章を見ることがで 

きます。勲章は戦功をあげたり、特定のイベントを起こ 

すと入手することができます。なお、SELECTボタンで 

各勲章に関する説明を表示させることができます。 

取得技能一覧 

この画面ではキャラクターが取得している技能 

(岭P_34)と、そのレベルを見ることができます。レべ 

ルは1〜3まであります。また、SELECTボタンで各技 

能に関する説明を表示させることができます。現在まで 

の累計敵墜破数も表示されます。 
I^ ' 
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メニューコマンド► メニュー画面で使用できるコマンド。「見 
る」「呼ぶ」などがある。 

_戰闥コマンド►戦闘モードで使用できるコマンド。「上半身ひ 
ねり」「移動射撃」などがある。 

■提案コマンド►提案で使用できるコマンド。rあの人と仲良く 
して」「お金を返せ！』などがある。 

コマンドの追加について^^^^ 

ゲームの進め方によって、序盤では表示されない情報 

を表示させたり、新たなコマンドを入手したりするこ 

とができます。コマンドや情報はNPCから教えても 

らう形で入手します。入手できるコマンドはメニュー 

コマンド、戦闘コマンド、提案コマンドの3種類です。 

コマンド等を教わるには、NPCと同程度仲 
良くなる（峰P.44)必要があります。 

仲良くなっfc NPCに対して提案（岭P.47) 

すると、ランダムでコマンドを教えてもらう 
ことがあります。 

教えてくれるコマンドはNPCによって異な 
ります（岭P,48)。いろいろなコマンドを 
教わりましよう。 



『見るjコマンドについて 

メニューコマンドのr見る」はののみと話すだけで教え 

てもらえるコマンドです。まじめに学校に通っていれば、 

わりと早い段階で入手できます。「見る」コマンドを使う 

と、マツフ内のNPCや場所についての情報を見ること 

がでぎます。 

序盤で教わることができるもの 

「見るjコマンドの他にも、特定のNPCと話すだけで手に入るコ 
マンドや情報表示があります。メニューコマンド「呼ぶ」は滝川と、 

発言力表示は本田先生と,.場の雰囲気表示は舞と話せば教えて 
もらうことができます。 

方向キーまたは左スティックの左右で見るものを切り替えること 

かできますCJマップ内の各場所につし〗てはこれで確認しましょうc 



]訓練と仕事 
; 

m_遞 
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キャラクターの各種ステータスは「訓練」を行うことでア 

ップさせることができます。特に運動力、知力、魅力の 

数値は1日ごとに減少していくので、維持するにはマメ 

に訓練することが必要です。また、5121小隊が正式に 

機能しだすと、配置部署に応じた「仕事」が課せられます。 

ここでしっかりとそのやり方を学びましよう。 

«訓練の仕方--- 

マップ内には各種訓練を行える場所が設定されていま 

す。鍛えることができる能力は場所によって異なります 

ので、P,32を参考にじC訓練場所を選んでください。 

訓練したい場所に着いたら器具などに向かファジー入力画面(峥P.31)が表示されま訓練終了後、結果と体力/気力の消費値、 
って®ボタンを押し、「訓練しますか？」のすので、訓練の方針と時間を決定してくだ訓練の成果が表示されます。結果は「成功」 
表示に「はい」を選んでください， さい。時間は方向キーか左スティックの左「普通Jr失敗」の3段階あります。 

右で増減します。 



訓練と仕事LA—— 
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フアジー入力について 

ファジー入力画面は訓練の他にも、仕事、提案や他人へ 

受け答える場合などにも登場します。訓練や仕事では方 

針の決定、提案や受け答えでは表情の決定を行います。 

方向キーまたは左スティックで実行したいポイントを選 

択し、決定してください。ある項目の方へ寄れば寄るほ 

ど、その項目に対する傾向が強いということになります。 

訓練などの場合、画面 
下に「前回までの上昇値」 
が表示されます。1〜5 

までの数字はフアジー 
画面中に表示される数 
字に対応しており、各ポ 
イントで行った訓練に 
よってどの程度能力偃 
がアップしたかがわか 
るようになつています。 

この場合、「科学的な訓練を少しずつ行う」ことになります この場合、「表情を殺して、やや小さい声で話す」ことになります。 

Gunparade March Play Guide U 



訓練場所一覧 

■ ■ 

.• r!；.；;" 

突.:.：:. 

• ■ ：: V 

:..'ベ:浴；::::'.:パ.バ巧 

クランドはずれにある 
サンドバッグで訓練します。 

祕. .'こ..;.:::;:::: 

霧..ヴ入 
a . :. '■: け-...••-A.••..••ぐ， 
::-:.v:■方 

尚敬校玄関(こある 
折りの泉で訓練します。 

▲■■: V•••.■，成^ :•■.■■'■•く ： •/S^：.^. ; ■•：•： ■- v 

龙A. 

L 

L . こ:..：, •O. ■ + ■ . .. : :i:謙.: 

グランドはずれにある 
鉄棒で訓練します。 
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尚敬校廊下の男子トイレ/女子トイレにある 
鏡の前で訓練します。 

※各能力は授業を受けたり、アイテムを使用することで上昇させることもできます3 



機報技鮪の_ 

技能を習得するには、フアジー 
入力画面で技能習得ボイント 
を探り当てなければなりませ 
ん。また、訓練する時間が長い 
ほど、習得する確率が高くなり 
よ^"。 

習得に失敗するとヒントのメッ 

セージが表示されます。「全然 
タメ」と表示されたら、まつた 
く別の場所をポイントしてみま 
しょ5。「惜しい」と表示された 
場合は、少しだけ場所をずらし 
て挑戦してみましよう。 

各NPCが習得している技能については、尚敬高校の掲示板で「3 

徒別技能表」を見れば知ることができまず掲示板には「小隊配P 
表」などの情報も掲載されてますのでマメにチェックしましよう。 

mm技能の習得 
キャラクターはさまざまな技能を身につけることができ 

ます。技能を身につけると、仕事の効率が上がったり、戦 

闘で有利になったりします。また、特定の技能を身につけ 

ないと就けない任務や発生しないイベント1bあります。 

技能は訓練で取得できるほか、授業を受けたり、NPCと 

訓練では習得できない能力 

技能の中には訓練では習得できない能力があります。訓練で 
得られない能力は、NPCと一緒に訓練するなどして習得しま 
しcfcつ。 

緒に訓練すると低確率で習得することがあります。 

•降下，習得していると、イベント「降下作戦」が発生します& 

•家事卜習得していると「味のれん」でのアルバイト（♦P.59)の 
時給アップの正否判定などが有利になります。 

•密会，習得しているとvイベント「争奪戦」の発生確率が低下し 
ます。「争奪戦」は異性のINIPC2人以上と仲が良い場合に発生3 

るイベントで、場の雰囲気(岭P.52)などに影響を及ぼしま瓦 

春統率$隊長技能、班長技能を併せ持つ、究極の指揮系技能ですコ 

_天才ま情報技能以外の全技能の効果を持つ、最強の技能です。 

•強運ぎ通常では考えられないほどの運を味方にする技能です 



0 

司令となる資格。レベル 
が高いと司令の仕事効率 
上昇0 

運転手兼事務官となる資 
格。レベルが高いほど事 
務官の仕事効率上昇。 

技能習得場所一覧 訓練と仕事 
®戦車（ハンガ (B隊長（小隊隊長室の隊長デスク) 皆) 

Gunparade March Play Guide U 

士魂号(+P.66)パイ□ッ 
卜となる資格。レベルが 
高いとパイロットの仕事効 
率上昇。 

戦闘での攻撃命中率が上 

®飛行(新市街のシミュレータ (B班長（ハンガ—_階のデスク） 

ヘリコプターの操縦資格。 
司令で戦闘に参加した場 
合、航空支援を要請できる:: 

整備主任となる資格。レ 
ベルが高いほど整備主任 
の仕事効率上昇。 

0夜戦(今町公園のうんてい) ®事務(小隊隊長室の事務デスク) 



1 V. 訓練と仕事技能離場所-覧 

⑧医療(整備員詰め所のデスク) 

指揮車銃手兼衛生官とな 
る資格。レベルが高いほ 
ど衛生官の仕事効率上昇。 

®開発(八ンガ_ —階のデスク） 

士魂号（畛P.66.)の整備 
士となる資格。レベルが 
高いほど整備士の仕事効 
率上昇& 

CJGuniiarade March Play Guide 

'誇 

—^ - 

®参謀（市立図書館の机) 

レベルが高いほど陳情 
(岭P.42)で消費する発言 
力が低下。ただし通常の 
提案で消費する発言力は 
局くなる。 

(B情報（整備員詰め所の端末) 

端末でプ□グラムを作成 
できるようになる。レベル 
が高いほど高度なプ□グ 
ラムを作成できる。 

®誘導（裏庭の端末) 

オペレ—夕_となる資格d 
レベルが高いほどオペレ 
ーターの仕事効率上昇。 

:— 



訓練と仕事I ▲ 
. .... ... .... 

②幻視(新市街の十字路入口) 

ブータに関するYあるイべ 
ントに関係。 
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戦闘中にガンパレードマ 
—チを歌える資格， 

B同調（校舎はずれの大きな木) (B白兵（グランドはずれのサンドバック) 

メニューコマンドr超常能 
力」が使えるようになる。 
レベルが高いほど高度な 
魔法が使える。 

⑨軍楽(整備員詰め所のカラオケ) 

(B話術（小隊職員室の奥のデスク) 

提案成功率、提案成功時 
の評価（岭P.47)で好印 
象を持たせる確率が上昇。 

戦闘時の直接攻撃の命中 
率と攻撃力が上昇。 

0狙撃(味のれんのビデオゲーム) 

戦闘時の射撃の命中率が 
上昇。 



m 
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仕事について 

5121小隊が機能しはじめると平日の授業終了後は仕 

事の時間に割り当てられます。仕事の内容はキャラクタ 

一の配置部署に応じて変化します。仕事の始め方は訓練 

や技能習得と同様です。仕事場所に移動して®ボタンで 

パイロットの場合を例にあげて説明します。項目画面では、仕事を 
する部位、各部位の現在の性能、機能が正常に作動しているかど 
うか、全体の総合評価などが表示されます。 

仕事が終わると性能状況が表示されます。上昇しfc性能はオレ 
ンジ色の文字で表示されます。各項目を選んで®ポタンを押す 
と詳細な情報を見ることができます。 

調べると項目が表示されます 

性能を向上させたい部位を選ぶとファジー入力画面に切り替わり 
ます。入力の仕方は訓練や技能習得の場合と同様です。すべての 
性能をできるだけSランクに近づけましよう。 

5連嫌パ/なツ户碰廖 

研〆 

mwm 



• ^n;>tf^.|an _i pnprrfi-i 

訓練と仕事\A幽 

積極的に修理して早めに復帰させるようにしましょう。 

故障している性能は赤 

い文字で表示され、故 

障している旨と故障率が 

表示されます。故障を直 

すには故障率を低下さ 

せる必要がありま忠 

.:ブ芯'ス 

•M科ヂ::::' 

卜 0a 寧 

L^.y 

ぐ:，.':：へ 

※なお、士魂号はパイ□ツトサイドと整備士サイドの両方で故障 

の修理が完了していないと、出撃はできません。 

故障した機体の直し方J——— 

パイ□ットと整備士の仕事は特に重要です。士魂号(岭P. 

66)や指揮車両は戦闘でダメージを受けると故障するこ 

とがあり、故障中の機体は戦闘に参加できなくなります。 

故障率は、ファジー入力 

画面で特定のポイントを 

選んで仕事すると低下し 

ます。どのポイントを選 

ベばよいかは項目によつ 

て異なりま'3； 

3 
色々な場所をポイント 

し、正解を当ててくださ 

い。短時間で何度も行 

うのがコツです。正解の 

ポイントを発見したら修 

理を繰り返しましょう。 

4 
ある程度、故障率が下 

がったら「テスト開始」を 

選んでテストを実行して 

ください。チェックI頁目 
がすべてrcxjになれば 
修理完了です。 



®パイロット 

パイロットの任務は士魂芎（峰P.66)を操縦して幻獣と戦うこと 
です。学園モードでは八ンガーニ階で士魂号1〜3号機の機体 

調整を行います。また、機依の装備変更やウオードレス（_P,67) 

の着用などもここで行えます。 

司令 

小隊をまとめ上げI戦場で 
は指揮を執るのが司令の 
主な任務です^字園モード 
では小隊隊長室で仕事を 
します。 

:つ:::i. 

(Bオペレータ■ 

オペレーターの任務は戦 
場で命令や戦況を伝達す 
ることです。学園モードで 
は、裏庭にある端末で戦闘 
時の誘導修正に関する仕 
寧を行います。 

カウト 

スカウトとは斥候，偵察兵 
を意味します。戦場では 
歩兵として幻獣と戦いま 
すn学園モードでは正面グ 

；：■.：:::論细 

乳的 

ランドで仕事をします。 
な、 

響__臟曝識_m j/M. 

■ 
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@事務官 

指揮車の運転手を兼ねr 
いますが、主な任務は事 
務作業です。小隊隊長室 
のデスクで仕事をします。 

®士魂号整備士 

士魂号1〜3号機の整備を 
行うのが任務です。仕事は 
ハンガーニ階で行います。 
なお、機体の装備変更や 
ウォードレスの着用なども 
ここで彳ラえます。 

■mm 

⑭整備班長 ⑨衛生官 

すべての機体の整備を監 
督するのが主な任務です。 
ハンガ——階で、士魂号 
の攻撃能力の決定や1部 
下である整備員たちの作 
業修正を行います。 

®指揮車整備士 

指揮車銃手も兼ねていま 
すが、主な仕事は衛生業 
務です。整備員詰め所の 
デスクで仕事をします。 

司令が乗る指揮車両の整 
備を行います。仕事は裏 
庭にある指揮車両のとこ 
ろで行えます。 



1昇進と部署変更 

パイ□ットとしての仕事をこなすうちに、他の部署に就い 

てみたいと思うこともあるでしよう。そんな場合は、上官 

である芝村準竜師に「陳情」をすることによって、配置変 

更を願い出ることができます。また、ミーティング 

(岭P.54)でも配置変更を行えます， 

陳情®仕方——— 

5121小隊の発足後、小隊隊長室にある通信機で芝村 

準竜師に連絡をとると行うことができます。陳情する際 

には発言力を消費します。 
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昇進 

装備品 士魂号(_P.66)または歩兵用の装備品を要求します。消費発言力は品物によって異な 
ります。 

新型の機体やウォードレス（岭P.67)、弾倉や食糧などを要求します。発言力は品物によ 
つて異なります。また開発レベル（岭P.36)が高いと高性能の機体の要求が可能になり 
ます。 

指定したキャラクターの配置を変更させます。なお、配置部署に応じた技能を身につけ 
てし\ない場合、変更はできませんQ 

ゾJ \隊の休暇を申請します。 



g^-j人間関係について 

■ 

, 

i 

'■ 

' 

MPCにはAl(人工知能)機能がついています。各自が思 

考/判断し、それに基づいた行動をとっているのです。彼 

らとどんな関係を築いていくかはプレイヤー次第ですか 

仲良くするといろいろなメリットがあることは確かです。こ 

こでは人間関係に影響する要素を見ていきましよう 〇 

人間関係の見方 

人間関係には「友情評価」と「愛情評価」の2つの)(ラメー 

夕が関係します。ノ（ラメー■夕はMPCと会話したりすること 

で変化します。滝川と話じていると右図のようなグラフを 

見ることができるようになります。このグラフは提案 

(岭P.4フ）などの際に表示され、それぞれが相手をどう 

思っているかを知ることができます。 
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人間関係について wmm 
•f<f >_V 'll THT? 

Ml 

NPCと仲良くなることの代表的なメリット 

®コマンドなどを教えてもらえる！ ®特殊イベントが発生する! 

互いに同等な友好関係を築いている場合、NPCがコマンドなど NPCが自分の身の上に関することを話してくれたtK特殊ィべ 
を教えてくれることがあります（_P.28)。 ントが起こることがあります。 

®プレゼントなどをもらえる! 

自分の持ちものをプレゼントしてくれたり、プレイヤーのために 
装備品を陳情してくれたりします^ 

※メリットに目をつぶり、あえて一匹狼な生活を送ってみるのも 

手です。楽しみ方はまつたくプレイヤーの自由なのです。ただ初 
めてブレイする場合は、ゲームのコツをつかむために、ある程度 
NPCと仲良くすることをお勧めします。 
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1人間関係について 

視線システム 

たまにNPCが誰かに向かって右図のようなエフェクトを 

発していることがあります。これは相手を見つめていると 

いうことです。視線がこちらに向いている場合vそのまま 

数秒放置しておくと「視線に気づきました」というメッセー 

ジが表示されます。 



人間関係〖こついてI ^ 

提案コマンドについて———^^ 

提案コマンドは滝川と話していると教えてもらうことがで 

き、使用可能になります。提案コマンドを使うと、発言力と 

淡NPCが提案してきた場合は返答と態度を決定して応答してく 

ださい。なお、結果の正否に関わらず、提案した側の相手に対す 
る評価は上昇します。 

rtS； 

提案したい項巨を選択 
して決定します。なお、 
発言力が足りない場合 
は、提案コマンドを実行 
することはできません。 

弓1き替えにNPCにさまざまな提案をもちかけることがで 

きます。提案の結果によって人間関係も変動します:^ 

提案の仕方 

提案画面はNPCとの 
会話後に表7Kされま 
す。また、メニュ_コマ 
ンドの「呼ぶ」を使った 
場合ち提案することが 
でぎます。 

ファジー入力画面で表 
情と態度を決定しま屯 
画面右上に提案成功率 
が表示されますので参 
考にしましよろ。 
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提案に対して相手が反 
応を返して走ます。また、 
結果に応じて両者の人 
間関係が変動します 。 
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II人間関係について 提案&戦闘コマンド入手可能人物一覧 

ブータ 

キャラクター名 提蘂コマンド 

善行忠孝 はげます/仕事について(注意)/作戦会議をしよう 
滝J11陽平 殴る/お金を貸して/交換しない？/遊びに行こう 
壬生屋未央 私生活について(注意)/男女関係について(注意)/みんながんばろう 
若宮康光 一緒に訓練しない？/訓練(指図）/^乍戦会議をしよう 
来須銀河 作戦会議をしよう 
瀬尸口隆之 遊びに行こうよ/—緒に歩こう/別れてくれ/遊びに行こう 
東原ののみ はげます/あの人と仲良くして/プレゼント/みんながんばろう 

芝村舞 仕事(指図）/訓練(指図)/作戦会議をしよう 
原素子 一緒に歩こう/—緒に仕事しない？/仕事(指図）/作戦会議をしよう 

森精華 一緒に仕事しない？/仕事について(相談)/あの人を協力して 
遠坂圭吾 プレゼント/作戦会議をしよう 
田代香織 なにかを賭けて決闘/なんでもない 
田辺真紀 お金を返す/あやまる/あの人を協力して 
新井木優美 遊びに行こっよ/男女について(相談)/父換しない？/悪い噂を流す/遊びMtこっ 
ヨーコ小杉 はげます/あの人をはげまして/あの人を協力して 
狩谷夏樹 持ってきて/作戦会議をしよう 
中村光弘 あの人をはげまして/交換しない？/みんなでお昼 
茜大介 なにかを賭けて決闘/持ってこい/作戦会議をしよう 

岩田裕 プレゼント/あやまる/なんでもない 
加藤祭 昼飯でも一緒にどう？/お金を返せ/交換しない？/みんなでお昼 

石津萌 なんでちない 
本田節子 遊びに行こうよ/遊びに行こう 
坂上久臣 仕事について（注意)/作戦会議をしよう 
芳野舂香 はげます/みんながんばろう 

_i_^_ ■ -_—^am 

昼飯でも一緒にどう？/あの人を協力して 
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人間関係について MH 

戦闘：3マンド 
なし 
足で拾う 
切る(右)/切る(左) 

バックステップ/振り上げる 
ダッシュ/移動射撃/上半身ひねり 
なし 
なし 
狙いをつける/回避 
装甲除装 
なし 
なし 
すり足/パンチ 
なし 
なし 
見切り/武器受け 
なし 
なし _ 

なし 
全力射撃/後方切り 
なし 
醒し％!/しゃがみ 
全力射撃 
なし 
なし 
なし 



\人間関係について 

キャラクターの状態と場の雰囲気 

キャラクターはイベントや会話の内容によって「感情値」 

が変動し、その値に応じて状態が変化します。キャラクタ 

一の状態は「場の雰囲気」（_P.52)に多大な影響を及 

ぼします 

NPCの感情値は、提案時などに表示されるフアジー画面で、相 
手側の表情や態度のポイント表示を見れば知ることができます。 

各項目の最大値は100。この場合は「大声90、喜び/はじらい 
が80Jとなります。状態が変化する値については右の表を参照 
してください。 



キャラクターの状態の変化条件 

状態 変化条件 

ガンパレード 戦闘でプレイヤーが敵を30機以上撃破し、なおかつ味方ユ~ットが1機も破壊され 
なかった場合に変化。直後のフU—ターンの全能力値と仕事/訓練の作業効率が1-5 

倍kアップする。 

やぎちち イベント「争奪戦」によって変化。 

失意 感情値が「悲しみ+100、無表情+90J以上になると変化。 

感情値が「悲しみ+80、表情豊か+30」以上になると変化。 

不機嫌 感情値が「怒り+ 90、大声/表情豊か+ 40」以上になると変化。 

不安 感情値が「怒り+10、無表情/小声十85J以上になると変化。 

幸福 感情値が「喜び/はじらい+85、大声/表情豊か+30」以上になると変化。 

暄嘩 暄曄を行った場合に変化。 

通常 他の状態以外の場合はすべてこの状態に変化。 



Wk 
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場の雰匯気と制限コマンド 

場の雰顯気 マップ内状況 

ガンパレード 全員がガンパレード状態 

気まずい雰囲気 喧嘩状態にある人物がいる。 

不機嫌、怒0、やきもち、 

泣き状態の人物がいる。 

暗い雰囲気 先意、不安状態の人物がいる 

ピリピリした雰囲気 全員の士気が250以上ある 

明るい雰囲気 幸福状態の人物がいる 

真面目な雰囲気 先生、司令、整備班長の 

いずれかがいる 

親密な関係にある人物同士が 

ふたりきりで、なおかつ両者か 

ガンパレード、失意、怒りV 

不機嫌、泣ぐやきもち 

以外の状態のとき 

だら一つとした雰囲気 全員の体力または気力が 

最大値の6 5 95以下の状態 

普通の雰囲気 他の雰囲気に 

当てはまらないとき 

場の雰囲気についてmmmmmmmmmm 
マップ内にいるキャラクターの状態によって場の雰囲気 

は変化します。場の雰囲気は他のキャラクターの状態や、 

コマンド使用などに影響を与えることがあります。 

提案コマンドの中には、場の雰囲気によって使用できなくなるも 
のがあります。制限されるコマンドは右の表を参照してください。 



「遊びに行こうよ」「デートに行こうよ」「注意する」「暄嘩を仕掛ける」コマンド使用不可 

■■土事の禁止。「遊びに行こうよ」「デートに行こうよ」 

「あの人を励まして」「相談する」「たのむ」コマンド使用不可 

小声/無表情十35、怒り/悲しみ+20 

仕事の禁止。「遊びに行こうよ」「デートに行こうよ」]マンド使用不可 

「遊びに行こうよ」「デートに行こうよ」「元気づけるJrあやまる」 

「別れてくれ」「一緒に歩こう」「たのむ」コマンド使用不可 

小声/無表情+35、怒り/悲しみ+35 

小声/無表情+35 

「喧嘩を仕掛ける」「あの人をはげまじて」「相談する」 

「別れてくれ」「あやまる」「指図する」コマンド使用不可 

「遊びに行こうよ」「デートに行こうよ」 

「相談する」コマンド使用不可 

仕事、訓練の蒙!^「暄曝を仕掛挪ナるJ: 

「別れてくれ」コマンド使用不可 

大声/表情豊か+35、喜びf20 

小声/無表情+10 

大声/表情豊か+25、はじらい十25 

「暄曄を仕掛けるJrあやまる」「別れてくれ」コマンド使用不可 

なし なし 
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挙手して意見を述べることもできます。指名されたら「賛成」か 
「反対」かを選択します。司令である場合は意見を聞きfcい人物 
を選んでください。 

ミーティング参加の仕方 
提案コマンドの「作戦会議をしよう」を実行するとミーテ 

イングを開くことがでぎます。ミーテイングではさまざ 

まな問題を議題として提出し、みんなの意見を聞くこと 

ができます。なお、「作戦会議をしよう」はマップ内に委 

員長または副委員長がいないと実行できません。 

提出できる議題 

馨士魂号の仕様変更 

翁食糧i弾薬などの物資調達 

書配置換え 

•模擬格闘戦の実施 

•模範演舞の練習の実施 

•訓練強化週間の実施 

•遅刻撲滅週間の実施 

•士気向上週間の実施 

•他のキャラクターへの罰の実施 

'キャンプの実施 

クラス交流会の実施 

•校舎の修理 

■募金活動 

•炊き出し(食糧難の時） 

提案が受け入れられると翌朝に会議が行われます。まずは部署 
ごとに仕事の報告が始まります。順番がきたら当てはまる状態 
を選択してください。 



- ”..1 

司令が今後の仕事の方針を提示しますので返答を選びましょう。 
自分が司令として参加している場合は報告をもとに指示を出し 
てぐださい。 

議題の発表が行われます。自分が発案者である場合は、会議に I 
かけたい議題を選択して決定してください。司令が参加者たち I 
の意見を聞きます。 1 

意見を述べる場合、他の参加者にプレッシャーをかけることが 
できます。人望の厚い人齣を選んでプレッシャーをかけるとよい 
でしよづ。 

投票が始まつたら「賛成」か「反対」かを選んでください。基本的 
には多数決ですが最終決定権は司令にあります。投票後に司令 
が判断を下します。 
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ゲーム中には尚敬高校以外にもさまざまな施設が登場 

します。ここでは施設の種類と利用法について説明して 

い吉ます。 

売店———— 

売店は尚敬校内にあります。ここでは食べ物や飲み物の 

ほか、本や筆記用具など学校ならではのアイテムを買うこ 

とができます。 

裏マ—ケット 

裏マーケットは新市街のビルの地下にあります。ここで 

は八ンガーアイテムや嗜好品を買うことができます。ま 
た、特定のアイテムを売つたり、アルバイト（峰P.59)を 

することもできます。 
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陳列棚を調べると商品が表示されますの 
で、欲しいアイテムを選んでくださし、1 

うのをやめる時は「商品を戻す」を選択。 

アイテム売買の仕方 

売店の場合攀馨 --— 

おねえさんに話しかけると、商品一覧、 

在庫数、値段、戦争税率、所持金が表示 

されます。欲しい商品に力ーソルを合わ 

せて決定し、「購入しますか？」というメッ 

セージに「はい」を選択すると買うことが 

できま？； 

人類側の戦況が絶望的になると、売店は 
閉鎖されてしまいます。注意してください。 

裏マーケットの場合•_ 

3マーケットは陳列棚から欲しい商品を 

I又り、店主に話しかけて精算する方式に 

なつています。精算せずに商品を持って 

店を出るとr万引き」すること(こなり、ゲ 

—ムオーバーとなってしまう場合がある 

のでご注意ください。 

商品を取ったあと、店主に話しかけると購 

入できます。ここでも戦争税が加算され 
ます0 

;‘hj祿 

購入する際、商品の金額に戦争税が加算 
されます。 

売ることができるアイテムを所持している場合、店主のほうから声をかけてきます。売り 
たいアイテムを選ぶと金額が提示されますので、「売る」を選んで決定してください。 
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味のれんは尚敬高校正門前にある食堂です。ここでは食 
事をとることができます。営業時間は10時から22時 

までです。なお、味のれんも戦況が悪化すると閉店して 

しまいます。 

®注文の仕方とメニュ 

店に入ったらカウンターごしに親父に話しかメニューと金額v所持金が表示されますの食事を終えると所持金が差し引かれ' 体 
けます。「食事しますか？」というメッセージで料理を選んで決定してください。なお、金力/気力の回復値が表示されます。高い料 
に「はい」を選択して < ださい。 額は戦争税込みの金額です。 理ほど回復値は高くなります。 . 

施設について 
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施設についてM *■ 

®味のれんの場合® 

アルハイトについて 事務技能、家事技能を身につけていると、裏マーケット 

と味のれんでアルノ tイトをすることがでぎます。 

商品を取らない状態で店主に話しかけます。「はい、やります」を選んで時間を決定する結果が表示され、報酬をもらえます。 
報酬は出来高制で、事務技能が高いほど収と、アルバイト開始となります。 
入が高くなります。 

アルバイトをする場合はカウンターの中に「はい、やります」を選んで時間を決定する終了後に結果が表示され、報酬をもらえま 
入つて親父に話しかけてください。時給等とアルバイト開始となります。 す。なお、家事技能のレベルが高いと報酬 
の条件が表示されます。 がアップします。 

裏マ^-ケットの場合•-——-— ...... 
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今町公園： 
夜戦技能の訓練が行えるアスレチックがあります。また、デート 
の際に利用することちできます。 

新市街： 
裏マーケットのほか、飛行技能の訓練ができるシミュレーターや、 

幻視技能の訓練ができる十字路入口などがあります。デートの際 
に利用することができます。 

市立囡書館とぶ川べりの道 
館内の机では、知力、参謀技能の訓練ができます，また、本棚を 小隊の寮などがあるので、NPCと一緒に帰ったときなどに立ち 

調べるとさまざまな傘や資料を閲覧できます。開館時間は1〇時 寄ることがあります。 
から17時までです。デートの際に利用することができます。 
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灰デートで利用できる施設# ---——-~一 

デートは異性のNPCに誘われたり、提案の「デートに誘う」で成 
功すると、その週の日曜日に行うことができます。その際にデー 

トチケットを持っていると，普段は利用できない施設を利用でき 
ます。デートチケットは陳情で入手します。利用できる施設は、 
映画館、ボ_liング場、プール、博物館、サッカー場などです。 



1日の活動報告の見方 
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5121小隊が正式に発足すると、学園モードを終了する 

たびに仕事や戦況の報告を見ることができるようになり 

ます。ここでは項目ごとに見方を説明します。 

mm一組生徒の仕事成果、二組生徒の仕事成果一一 

各部署ごとの評価です。仕事をして評価が変動した場合 

は、項目の文字の色が変化します。評価が上がった場合 

はオレンジ、下がった場合は青で表示されます。各自が 

きちんと働いているかチェックしましよう。 

•部署 

•仕事の総合評価 

仕事による評価の増減着 

各部署の項目を選んで®ボタンを押すと詳細を見ることができ 
ます。左が前日までの評価、右が現在の評価です。 
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mm各装備の整備状況 
士魂号(岭P.66)、スカウト、指揮車の 

整備状況を見ることができます。見方 

は仕事成果と同じです^なお、故障中 

の機体の項目は赤い文字で表示され 

ます。 

速水の仕事成果 mm速水の訓練成果 
速水の本日の仕事成果です。見方は仕事成果と同じです^ 速水の本日の訓練成果です。見方は仕事成果と同じです^ 
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九州中部戦線の戦況 

現在の戦況を確認できます，現在の戦況、昨日までの戦 

況、包囲効果、支援効果、戦闘結果などが報告され、マ 

ップと戦況グラフが表示されます。 

マップの色分けは人類側が青、幻獣側が赤です。色が濃いほど、戦区におけるその勢力の数が勝つているということです。棒グラ 
フの表示はグラフが高いほどtその戦区での数が多いということを示しています。 

mk 遞_ 
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熊本市の戦況 

5121小隊が配置されている戦区 

嬸熊本県の戦況 

包囲効果隣接じCいる戦区4個所以上で、どちらかの 
戦力が9 :1以上になると包囲効果が発生し、囲まれてい 
るほろの軍勢の戦力が半分になります> 

支援効果…■隣接するエリアに味方の軍がいる場合、 
10 %の戦力が自軍戦区に戦力として加わります：， 
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1日の活動報告の見方 赛絞雛が:舄 

®各戦区價報——-一---—— 
各戦区での両勢力の具体的な数と勢力比を確認することができ 
ます。方向キーまたは左スティックの上下で、表示する戦区を切 
り替えられます。表示中の戦区はマップ上で点滅します。 

動r戦先を選' ■ ■ 
プレイヤーが司令である場合、小隊の戦区を移動することがで 
きます。移動したい戦区を選んで決定してください。戦区表示の 
切り替え方は各戦区情報の場合と同様です。 

B 5121小隊戦力内容- 一- 

小隊の戦力内容を見ることができます。項目内容のそれぞれの 
数値は戦略戦に影響を及ぼす戦力評価を示しています。5121 

小隊以外の人類軍も幻獣軍と戦っており、その戦いを戦略戦と 

いいます。5121小隊の戦力評価が高いほど，隣接する地域の 
味方軍に大きな支援効果や包囲効果を与えることができます。 

戦力値の高い士魂号が出撃できなくなると味方の軍に与える効 
果が激減してしまいます。 



I画面の見方とコマンド2(戦闘モード) 

BATTLC 

ここでは戦闘画面の見方や戦闘の仕方について説明し 

戦闘の目的 

人類はr幻獣」によって滅亡の危機にさらされています。 

強力な幻獣軍に対抗する人類軍の最強兵器は「人型戦車 

兵器■士魂号」。幻獣軍の本土上陸を阻止するため、最後 

の砦である熊本を守りましよう。 

人類側の装備と兵器 

® 士魂号(ザ•スピリットオブサムライ）•馨 
人工筋肉を備え、限りなく人間に近い動作でどんな悪路でも走 
行可能な戦車兵器 



モード)画面の見方とコマンド2 I jjk,. MB 

戦闘の発生について-11II 

戦闘は学園モード中に時を選ばず発生します^召集アナ 

ウンスが流れると戦闘モードに切り替わり、戦区マップ 

が表示されます^戦闘は自軍/敵軍のどちらかが戦闘マ 

ップから退却するまで続きます。戦闘を繰り返し、5月 

10日までに熊本の幻獣を一掃すれば人類側の勝利とな 

ります。 

¥)ウォードレス•• 
戦車兵やスカウトなどが着用する戦闘 

服。人工筋肉で強化されている。 

於出撃茚能なキャラクター馨❿ 
出撃することができるのは、士魂号のパイ□ット、司令、スカウト 

のみです。士魂号は羅大3機、スカウトは最高2名まで出撃でき 
ます。整備やオペレーター任務についているキャラクターは出 
撃でぎません。 



撤退戰について鲁詹鲁 一— " ■一一-—一 

自軍が不利になると司令部から退却を命じられることがありま 
す。プレイヤーのユニットが撤退ラインまで後退して退却すると、 
戦闘終了となります。 
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戦闘はターン制で進んでいきます。コマンドフェイズで 

ターンに行う行動を決定し、夕ーン開始後、入力したコ 

マンドに応じて移動•攻撃などの行動をとっていきます。 

なお、IMPCのユニットを操作することはできません。 
ターン内の行動は動きの早いユニットから行われます。 

どちらかの軍が全減/撤退すると戦闘終了となり、勝敗 

結果が報告されます(岭P.84)。 

®掃討戦についr ••• —- 
総数の20%以上を撃破されると敵は撤退を始めます。逃げる敵 
を追撃するのが掃討戦です。背後から敵を攻撃できるため、与え 
るダメージが大きくなります。撃墜数を稼ぐチャンスです。 

漏 

出撃アナウンス 

駆マツブ表示 

行動入力(コマンドフェイズ) 

夕ーン開始 
敵軍/§軍、早い順に行動 

自軍優勢 自軍劣勢 

掃討戦 撤退戦 

戦闘終了 



戦区マップはLI/R1ボタンで回転、©ボタンでズーム、 

©ボタンで視点を切り替えることができます。詳細は 

P.9を参照してください。 

❹自軍ユニット 自軍ユニットは青で表示されます。 
❽敵軍ユニット 敵軍ユニットは赤で表示されます3 

®友軍ユニット 自軍の味方ユニットです。黄色で表示されます。 
®自軍撤退ラインラインまで移動すると撤退することができま 

す。撤退する場合は「撤退しますか？」のメッ 
セージに「はい」を選んでください。 

©敵軍撤退ライン敵軍の撤退ラインです。ここに到達した敵は 
撤退します， 

❽力ーソル ユニットに力ーソルをあわせると、耐久力、移 
動可能範囲、武器の射程などが表示されます。 

勵 

:ットの向きと射程範囲參さ 
ユニットにカーソルを合わせると、緑色の線とオレンジ色の円や 
半円が表示されます。緑色の線はユニットの移勤可能範囲、オレ 
ンジ色の円や半円は攻擊の射程範囲です。ユニットは射程が伸 
びている方向を向いていることになります。 
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ステ—タスの見方shhhhhi^hhhhhii^^^h^ 
ユニットに力ーソルを合わせた状態で®ボタンを押すと 

ステータスを見ることができます。ここでは士魂号を例 

にあげてステータスの見方を説明しま与 

a 

m制.，：m 

陵之凇 
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戦闘画面の見方[/ _* 
―"v 

〇ユニットの情報 

移動タイプ……, 

耐久力... 

装甲値........ 

回避力修正.. 

ツトの移動タイプです。「歩行Jr飛行」の2種類あります。 

ツトの耐久力です。ダメージを受けると減少し、ゼロになると死亡します。士魂号の場合は耐久力が少なくなる 
とパイロットが脱出しま？； 

1ニットの防御力です。タメージを受けると減少し、ゼ□になると故障します。 

ツトの回避力です。ダメージを受けると減少し、ゼロになると故障しますt 

白兵命中修正…ユニットの直接攻撃の命中率ですcタメージを受けると減少し、ゼ□になると故障します。 

射撃命中修正…ユニットの射撃の命中率です。ダメージを受けると減少し、ゼ□になると故障します。 

❽パイ□ットのパイ□ットのステータスです。詳細はP.26を参照してください 
ステータス 

〇 

®装備武器 ，装備している武器名、射程、攻撃力、弾数、装甲修正が表示されます。 
力が表示されます。 

.ットの場合は攻撃手段と射程/攻撃 

•IV 

ム^^/.. M 

が.《 

，■:環 
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コマンドフェイズについてMHI^HlMMHiHI 

コマンドフェイズではターンに行う行動を決定します。 

「行動入力」コマンドを選択すると行える行動が表示さ 

れます。「行動入力終了」を選ぶとターン開始となります。 

コマンドフxイズ 纖 mmammm 
行動入力 

入力できるコマンドはモードによって異なります。 

安全*自動モードで入力危険•手動モードで入力 

行動入力終了 
安全-自動モードの場合は行動を決定すると 

自動的に終了します。 

ターン開始 

mtmammL 



mamumm. 
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r安全•自動モード」とr危険•手動モード」 

戦闘にはふたつのモードがあります；選択しているモード 

によって、実行できる戦闘コマンド/ターン内での動き 

(g)モードの切り替え方•# 

が大きく異なります。なお、ゲーム序盤の戦闘訓練では 

「安全咱動モード」でしか戦えません。「危険•手動モード」 

は戦闘訓練をこなすうちに本田先生が教えてくれます。 

「環境設定」で「操作モード切換」を選択します。 変更したいモードにカーソルを合わせて決定します。 

(§)その他「環境設定』で変更できる設定#m 
•振動設定u…….アナログコント□—ラの振動のON/OFF。 
_戦闘デモ頻度戦闘デモが発生する頻度。 
•戦闘進行速度,,+,,+ユニットの行動速度。 
_力ーソル速度.….•力ーソルの移動速度。 



安全•自動モードでの戦闘 1^ 

m 「行動入力」を選ぶと、戦闘コマンド、消費気力、残 
り気力、残弾数が表示されます。とりたい行動に力 

—ソルを合わせて決定してください，行動コマンド 

を決定するとターン開始となります。 

メインフェイズ 

■移動 ユニットの方向転換と移動を行います。 
■攻撃 ユニットの方向転換と攻撃を行います。 
■回復 消耗した気力を回復します。気力は「回復」以外の戦闘コマンドを使うと消費します。気力がゼロに 

なると行動不能になってしまいます。 
■■ミサイル士魂号複座型様のみ使用できるコマンドです。ミサイルランチヤーで射程内の敵を全体攻撃します。 

ユニットにカーソルを合わせたときに表示されるオレンジ色の円がミサイルの射程範囲です。 
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ターンでの行動 
ターンが開始すると動きの早いユニットから行動 

を始めます。 

□方向の決定 
「移動Jr攻撃」を選んだ場合、まずは機体の方向を 
決定します。射撃範囲の方向が機体の向いている方 

向です。 

m射程内に敵が入った5攻撃 
「攻撃」を選んだ場合、敵が射程内に入っていれば攻 
撃することができます。攻撃したい敵ユニットに力一 

ソルを合わせ、攻撃する武器を選びましょう。なお、 

段差に遮られると攻撃することができなくなります 

ので注意してください。 
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戦闘の仕方[A^E 
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危険•手動モードでの戦闘「安全‘自動モード」よりも多くの行動がとれるようにな 

「危険.手動モード」では、1ターンを最大1□のステップ 

に区切って行動を入力することができます。当然ながら 

ります。また、戦闘コマンドの種類も多ぐ「安全•目動モ 

—ド」ではできない弾倉交換なども行えます。 

1ターン内での行動比較黴# 

®安全•自動モード ®危険•手動モード 

1ターン内に攻撃できるのは1回だけ。敵ユニットを退却に追い 
込むのに多くのターンがかかってしまいます。 

•獅ぽ^;_ 

コマンドの選び方によっては1ターン内に2回、3回と攻撃する 
ことができます。撃墜数を稼ぎたいときは迷わずこのモードを選 
びましょラ。 I 

'：H 
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危険•手動モードのコマンド入力画面mmmmmm 
ip美_手動モード」の入力画面は「安全‘自動モード」よ 

りも情報が多く、複雑になっています。ここでしっかりと 

見方を覚えましょう。 

❹コマンド確認ウィンドウ 
入力したコマンドワード（岭Pフ8)が表示されます。左の 
ウィンドウは前のターンのコマンドワードです。中央のウ 
ィンドウが現在入力中のコマンドワード、右のウィンドウ 
は次のターンに繰り越すコマンドワードです。 

❽ 項目別コマンドliスト 
コマンドのリストです。とりたい行勤に力ーソルを合わせ 
て決定すると、コマンドワードリストが表示されます。 

® コマンドワード!Jスト 
選択できる戦闘コマンドとコマンドワードが表示されま 
す。「危険•手動モード」での戦闘コマンドはNPCから教わ 
ることで増えていきます。 

© 補IE効果 
選択した戦闘コマンドに応じて表示されます。コマンドの 
中には、実行するとステータスに補正がかかるものがあ 
ります。 

蠢 
細l i 

'、ヂ..け.夕] 

.石 



コマンドワードについて 
「危険•手動モード」の戦闘コマンドには、コマンドワード 

というアルファベット2〜7文字の記号がついています。 

この記号1文字が1ステップに相当します。つまりコマ 

ンドワードが2文字の戦闘コマンドは、ターン内で2ス 

デップが経過すると発動するというわけです^「危険•手 

動モ~ドJは10ステップ内でコマンドワードを組み合わ 

せて戦っていくのです。 

コマンド入力のしかた® 

乂バ::. 

mm:だ：' 

miim 

^~1 

:ク.mm 

コマンド入力画面を開き，実行したい戦闘コマンド確認ウィンドウは最大1◦文字入りステップ数をオーバーしたコマンドワード 
コマンドを選択します。戦闘コマンドを決ます0ただし重量の®る機体はワード数がは、次ターンのコマンド確認ウィンドウに表彳 
定すると、コマンド確認ウィンドウにコマン制限されます。士魂号突撃仕様の場合は最示されます。コマンド入力を終えたら「行動 
ドワードが表示されます。 大9文宇、つまり9ステップぶんになります。入力終了」を選んでください。 

※入力をやり直したい場合は「行動入力削除」を選んでくださし、入力したコマンドが削除されます。 

■k 遞義 
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コンボシステムについて 

最初か最後に同じ記号があるコマンドワードは、重ねる 

ことによって短縮することができます。これをコンボと 

いいます。コマンドをうまくコンボさせることで夕ーン 

内での行動を増やすことができます。 

mvmm r走る」とr射撃」のコンボ 

參「走る」のコマンドワードは「GFFG」 

❿「射撃」のコマンドワードは「GAGW」 

このふたつを組み合わせると「GFF 3 Jの最後の「G」と 

「GAGW」の最初の「G」がコンボし、「GFFGAGW」と 

なります。行動が〗ステップぶん短縮されます。 

^アクションコードについて響# 

「危険*手動モード」のターンでは、画面上に右図のアクションコ 
—ドが表示されます。コマンドワードの下にあるバーはステップ 
の経過を示しています。 

益，二d ニム: 

青し\部分が経過したステップ 
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士魂号、ウォードレスの装備変更および機体変更は、八 
ンガーニ階のパイロット/整備士の仕事場所(4P.40) 

で行えます。機体や武器は陳情で入手したり、裏マーケ 

ットで買うことができます。 

装i滝を変更したい機体を選びます。ウォードレスの装備を変更する 
場合は「ウォードレス着用」を選んでください。 

装備部位を選ぶと1」ストが表示されます。変更する武器を選んでく 
ださい。「武装完了」を選ぶと終了しま朿 

武器を»する場合は「武装変更」を、機体を交換する場合は「機体 
変更」「ドレス変更Jを選んでください。 

_覆， 
.ノル 



装備変更、機体変更の仕方 

®武器のステ™タスの見方❹ 
拳射程…..長いほど、遠くの敵を攻撃できます。 
_射角•…………■….…広いほど、射程の幅が広がります。 

•攻撃力...数値が高いほど攻撃力が高くなります 
❿弾数. 9 9 F R 1 > ■ 最大の弾数です。 

•弾倉タイブ」.，……補充できる弾倉の種類です。タイプの異なる弾倉は装填できません。 
•装備有効箇所……装備できる部位です。武器は有効な部位に装備しないと使用できません。 

•重量….,.武器の重さです。 

戦場での装備変更 
戦闘中は補給車両の近くに行くと装備を変更することが 

できま1なお、装備変更するためには1ターンを消費し 

ます。装備変更後、耐久力も少しだけ回復してぐれま瓦 
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スカウトになったらウォードレスを戦車兵用から狙撃仕様などへ 高い段差を越えるときは「壁のぼり」や「□ケットジャンブ」など、 
変更しましょう。強力な武器を装備することも忘れずに。 スカウトならではの戦闘コマンドを使います。 

配置に応じた戦闘法 j 
I 戦闘には士魂号パイロットのほか、司令とスカウトのキャ 

I ラクターも参加することができます。ここではスカウトま 

I たは司令として参加した場合の戦い方を説明します。 
m 

m 

Iスカウトの場合 
I スカウトはウォードレスを装着した歩兵です。戦い方は士 

隱 魂号パイロットの場合とまったく同じです。ただし士魂号 

I の場合は耐久力が少なくなるとパイロットが脱出します 
.R 

I が、スカウトの場合は即死亡しますので注意しましよう。 

觀i、… 
喷愈中舞*.哪⑻ 

奠置.. 
!»■- ■*■ j. m is. i>iu wj w■ -rrm-• 'jm —.. 1 ■ ■ n — — — —r— - -'.fc 



.把. 

0‘ 

配置に応じた戦闘法[± 

メインフェイズで「ユニットに行動指示」の移動場所を指示するときは「移動月標指示」移動または攻撃をさせたい目標に力ーソル 
コマンドを選び、指示を出したいユニットを'攻撃する敵を指示するときは「攻撃目を合わせて®ボタンを押します。 
を選択します。 標指示」を選択します。 

(!：^)支援動につし\て_ 

«支援要請 
航空支援►友軍部隊に航空克援を要請しまm飛行技能が必要です 
曲射砲支援►友軍部隊に曲射砲支援を要請します。 

Gunparade March Play Guide U 

•小隊支援行動 
煙幕弾で敵を撹乱m 5ステップ間、敵のレーザー攻撃を無効化しまm 
ジャミングで敵を撐乱►15ステップ間、敵のミサイル攻撃を無効化します。 

B指示の出し方® 

司令の場合 

司令になると学園モードの1日の開始時に戦闘を行うか 

Iどうかを決定できます。戦闘モードでは参加している自 

I軍ユニットに指示を出したり、支援要請や小隊支援行動 

をとることができます 。 



r 

戦闘が終了すると総合結果が表示されます。ここで勝敗 

の程度がわかります。 



戦闘結果の見方 
〇人類側損害_.......自軍、友軍ユニットが撃破された数です。 
❽敵総撃破数..……撃破した敵ユニットの数です。 
@戦闘結果.「大勝」「勝利」「引き分け」「敗北」「大敗」の5段階あります。 
©小隊損害.5121小隊のユニットが撃破された数でm()内の数字は死亡したユニットの数です。 
❻速水戦果.プレイヤーが撃破した敵ユニットの数です。 
※戦闘に勝利すると戦果に応じて発言力がブラスします。 

於出撃しなかった場合•• 

プレイヤーが戦闘に出撃していない場合、オペレーターが戦況 
を報告したのし• k結果が表？]Tされます。 



BGM作曲 
多田彰交 

スケジュール管理 
月野S琴 

プログラム総指揮 
坂上久尚 

学_モードプ□グラム 
田川修 
岡田一宏 
中西敬慈 
吉永£3- 
へタレコーキ 

戦闘モードプログラム 
高木大輔 
芝村起吏 
佐々木二 
中西敬慈 

3Dエンジニア 
芝村起吏 

イベントエンジニア 
田川修 
山本耕司 

ィベントプログラム 
赤沢正雪 
山内正志 
嶋田政也 

ツールプログラム 
渡辺英樹 

キャラクターデサイン 
木村淳子 

メカデザイン 
fcけぼ一吉 

幻獣デザイン 
KOGAKEN 

会話キャラクターグラフィック原画 
木村淳子 
画田未来 
小山亜希子 

会話キャラクターグラフィック彩色 
上野恵 
固田未来 

背景設定画 
久S公志 
小山亜希子 

イベントグラフィック原画 

木村淳子 
S3田未来 
小山亜希子 

イベントグラフィック彩色 
上野恵 
川元利華 
函田未来 
ビジュアルワークシ3ップ 

イベントグラフイックレイアウト 
木村淳子 
尾上恭輔 

エフ：[:クト 
須田直樹 
嶋丈晴 

プランナ__シナリオ•主設計■力 

ヴアナー 
矢上総一郎 

ゲ_ムバランス■設計補 
櫻井たけし 

シナリオ*チエッカー 
梶尾真実 

設計補 
岩田裕司 

プ□ジエクトマネージメント 
佐々木哲哉 

グラフィック総指揮 
尾上恭輔 

学園モードキャラクター 
尾上恭輔 
有吉陽平 
国田未来 . 

学Sモード背景 
森直子 
川元利華 
大原知也 

戦闘モードキャラクター 
永田竜也 
_丈晴 
古質健一 

スタッフリスト 
「ラストダンス*オン•ステージ」 
歌：スージー_キム/作詞：ス_ジ 
一*キム/作曲：田中公平/編曲： 
多田彰文 

「ガンパレードマーチ〜歌え友よ、 
力のかぎ(D〜」歌：山ロー藤/作 
詞：fl三M太/作曲：田中公平 
編曲:多田彰文 

「SWEET DAYSJ歌：石塚ま 
み/作詞:岩切修子/作曲* _曲： 
多田彰文 

「想い出になるよ」歌：田中S代 
美/作詞:高井健/作曲•編曲：多 
田彰艾 

ブ□グラミング&キ_ポード 
多田彰文 

ギタ_ 
今泉洋 

エンジニア 
中村充時 

レコ_ディングスタジオ 
サウンドKレイ 
オンェア麻布 
チェリ_アイランド 
アッポサウンドプロジェクト 

巳GMプ□デューサ_ 
清水彰彦(ソィツァーミュージック) 
朝日城!@(ソイツァーミュージック） 

制作協力 
株式会社イマジン 

サウンドディレクタ_ 
高田征典 
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體平文 
Kl猛公© 

ウ田楽中田 
サ吉音田多 

ィ樹ゴ士te良 
ザ直恵tl武直知 

デ 
面田野井田田崎 

画須上®前山高 

0 
背し , 

ド隆け華也 
|和た利知 

モ 
闘徳井元原 

戦可®川大 



サウンドアド/(イザー 
関正道 

サウンドブ□グラマー 
星智之 

BGIV!プログラマー 
舟根洋明 
山畸耕_ 

録音監醫 
加藤敏(東北新社） 

キヤステイングコーディネイト 
河越美帆(東北新社） 
根橋安墨(東北新社） 

テクスチャーアーティスト 
宮田浩司 
岡田光夫 
堀川直美 

フレームエディター 
吉沢康晴 

モーションキャブチャ_スタッフ 
真田麻子 
田崎信也 
北澤和明 

CGプ(□テューサー 
平松修治 

ス 
^規聖人子久 

正義崇尚好秀 

aa崎澤丸本井 
C寺尾七得岸女 

之行人夫I光治呂平忠助樹 
彰智秀笙民総右敏比勝芳大一透繁 

II田川津井木志瀬井城□塚口尾川葉 
声石森梅樫大保高桜結山大販矢大千 

み 

み イ合み 
美純り美な子子江きレ百ゆ梨 

実明ぎか恵ち麗敦晶育ゆ小ま由 
る間ひ 間 

11村お久原村乃中B谷田久本野野 
稲岡こ佐橘fi西高田矢大增佐池浅天 

ク 
H R 

a康健征 

?!田越田 
サ薮中高 

一1行 ID? 
H浩恵え 

ボ和北我 

スタッフリスト 
モーションキャプチャーアクター& 
アクトレス 
荒木繁 
中山孝幸 
小島佐知子 

プ〇グラマー 
中野ちはる 

ムービープログラム 
生魚清一(ポリフォニー■デジタル） 

ムービー制作協力 
株式会社ポUフォニー■デジタル 

タイトル□ゴデザイン/パッケージ 
デザイン 
_部英一 

エンブレムデザイン 
岡崎克彦 

I、。ッケージコーディネート 
小宮浩典 

鈴木宏枝(SMC) 

解説書編集 
関根博美 

QAマネージャ_ 
吉田憤一 

QAスタッフ 
内田智 
矍田明彦 
磯野奈緒子 
吉岡ちス子 
小山敏明 
大木宣和 
多々良撤 
泉山奈穂子 
通藤字 

増形大介 
中村宏之 
萩原正俊 
藤木将人 
鈴木健太郎 
山下直子 
中條美a 

プ□モーション 
小宮一昭 
細谷恵 
竹川洋志 

セールスプロモーション 
浅川哲朗 

スペシャルサンクス 
藤澤孝史 
梶井健 
荒木和幸 
橘昭治 
オオタニイッキ 
株式会社イマジン 
株式会社ソイツァー•ミュージック 
株式会社ソニー*ミュージック 
コミュニケーションズ 
株式会社東北新社 

アシスタントブ□デューサー 
永野英太郎 

プロデューサー 
金子孝弘 

エグゼクティブプロデューサー 
佐藤明 
佐伯雅司 

開発 
株式会社アルファ•システム 

株式i社ソニー•コンピュータ 
エンタテインメント 



月末のテストの成績に疑問を持った人がいます。 

rなんでこいつが一位なわけ？」と彼はその謎を 
探り始めました。相手をジ□ジロ見て、やっぱり 

一発きりの使い捨て武器、バズーカ。絶大な威 
力を持ちながら外したら八イそれまでよの、こ 
の武器にこだわる人がいました:。彼はバズーカ 
ばかり4本も6本も持って戦場に現われ、狙って 
は撃ち、撃っては捨ててまたバズーカを持ち、 

大物専門で敵を撃破していました。 

最後に、開発中に起こった、スタツ 
フの珍ブレイをいくつかご紹介しま 
す。あなたが「ガンパレ」を楽しむた 
めのヒントになればと思います。 

この頭であの点数はとれんだろと判断し、相手 
の後を追い、そしてついに、カンニングの証拠 
をつかんでしまいました。 

スカウトとなったある人物は高機動新型を手に 
入れるや、その拳と連打であらゆる敵をふっ飛 
ばしました。怪しげなドットレベルの移動と行動 
予測で、何倍もの大きさの敵を打ち破っていっ 
たのです。彼は「士魂号より強い」と己を誇って 
はばかりませんでした。 

細招司り 
遅刻するな、もっと能力を上げろと、NPCたち 
に口やかましく注意し、頼み、作戦会議を連発 

した人物がいました。暇な奴だと笑っていたの 
ですが、開発スタッフが驚いたことに、NPCた 
ちがだんだん真面gになり、「みんながんばろう」 

を連発するようになりました。 



ぶ 
二._鰌 

f'-か 

本作品中には謎があります。 
世界にまつわる謎。幻獣はなぜ 

生まれ"なぜ人を攻撃するのか、 
幻獣を消滅させることはでき 

るのか、芝村I族とはなんであ 
るのか、士魂号の腕につSた模 

様は？などです。 
答えは全部そこらへんに転が 

っています。基本的には、丹念 
に関係者達の証言を集めてい< 

と、全体像が分かるよぅになり 
ます。ポイントは舞の話を軸に 

他の断片情報を繫ぎあわせてい 
<こと。そして' この世界に入 

っている5つのイレギユラI (例 
外存在)、つまり世界外からの介 

入者を押さえれば、世界がどこ 
へ向かぅかが判明します。最大 

の難点は、最重要事項を知って 
いる人物が、難しいことを言え 

ない子供と猫であるということ 
ですが…。そこはプレイヤ—の 

皆さんの「資質」に期待したいと 
思います。 
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I 
llj 

0 回 

いつも一緒についていく 
riる」で行動を逐ーチェック 

:§|、相袠の¥rtに諸かける 
相手の鞴Kの句いも嗅ぐ 

tかし決てI沪に好かれない 

S 

p_兹 

NPCの素行調査をする 

気に入つたNPCを徹 
底尾行してみる。何を 

考えて行動しているか 
をチェックすれば、思 

わぬ事実を発見でき 
るかfeしれない！ 

+状態や心の動きをこまめに観察"-►授業や仕事もそっちのけでやる一 

真のフアンを目指すなら 
押さえておきfcY_箇条 

不良少年少女にな 
つてみる！ 

「何かを賭けて決闘」コマン 
ドで相手の所持品を強奪し 

たり、裏マーケットで清算 
せずに商品を持ちだしたり 

してみる。シヤワI室をの 
ぞく、なんて3ぅこともで 

きるぞ。 

岭泥棒はいけません。捕まると 
ゲームオIバーになるのだ。 



會嫌いなヤツがいたら、このコマンド 
で悪い評判を流しちゃおう。 

會月末テストはこれでバッチリ! 

知力が低くても怖くな$ 

30 

せつかくのゲ—ム、せつか 
<の仮想世界なのrrから、 

現実世界ではやりにくい 
ことをやつてみるのfeい3 

だろう。日頃のSさ晴ら 
しにはちつてこいかちしれ 

な3!? 

嫌なヤツ：？になってみる— 
他人の足を引っ 

張る嫌なヤツに 
なってNPCた 

ちに災いをもた 
らしてみよぅ。 

ただし「人を呪 
わば穴ふたつ」と 

ぅ言葉を忘れ 
ずこ。 

I i 

ン 
力 



装備アイテムー覧 

武器名/， 
_ 

アサfレトライフJレ 
昌度力トフス 

/sビーマシンガン 
サブマシンガン/ 

価椹 
W-—* — I ■•- — — 

75000 
c - ^— 

soboo 

備考、 
—- -， — — — - — — - — - - — — - - =- - - u _ • ,. 

片手用の狍撃用武器。弾数が多く使いやすい。 

白兵戦用の^射程が短いため、接近戦で用いる。 

分隊機関銃。命レ勝手は多少悪い， 

レーザーライフル 125000 

40 mmボフオース 100000 

ミサィルポツド 450000 

ロケプトポッド フ5000 

レレガン 450000 

シールド 50000 

リテルゴル□ケツト 75000 

100060 

75000 アサルトライフルよりも射程は短いが射角は広い 

武器。弾^)設定はないが、レーザーの充填が 
. ■ LK . L-— — -^―• — — — —- ' — X   _ S « '    "— — — — 

イ吏う中では最も強力な携行火器。 

スカづ >が二人一組in吏用する対空対地両用ミサイル, 

歩兵_長距離攻撃専4武器。 

スカウトニ人が使う,射幻獣自走砲。 
w 一 一 t 一  一   -MM. V -MP .bJcH 一一一  —  一 - -mr -      —■   一    ^— - •?——      一 一1—'一 一 一— --- 

肩に杂着すると装甲値がアップする。 

スカウfc®「□ケットジャンプ」コマンドで使用。長距離移動、高所への移動が可能になる( 



魷器名 価格 備考 

Gアサルト 300000 斜角が広いが射程は短い。弾数が多く使いやすい。 

Gバズーカ 200000 絶大な攻撃力を誇る武器。ただし弾数は一発きりである^ 

92 mmライフル 400000 両手用の狙擊用武器。斜角は狭いが射程はそこそこ長い。 

ミサイルランチヤー 300000 射程内の敵全钵を攻撃することができる。 

超高度大太刀 250000 白兵戦用の太刀。射程が短いため、接近戦で用いる。 

展開式増加装甲 100000 肩に装着すると装甲値がアップする。 

品名 価格 備考 

_関砲弾帯 30000 アサルト用の弾薬。 

胞弾倉 50000 ライフル用の弾薬。 

多目的ミサイル倉 30000 ミサイル用の弾薬。 

煙幕弾頭 100000 Gアサルトに装填してスモークを発射する。 

尹榴弾 30000 スカウトの「投げる」コマンドで使用。敵にダメージを与える 

陸幕手榴弾 50000 スカウトの「投げる」コマンドで使用。スモークを発射する。 



舍密集した敵にミサイル攻撃。攻撃範囲の広い「N- 

E.P Iという武器を持っていれば、なおのこと楽勝だ。 

J 

1 
I 

;•薄' 

I 

スモ—クをたいて突撃 

ぐずぐずしていると航空支援がきて敵が撤退、とい 
う事態になりかねない。撃破数を稼ぐなら果敢に敵 

陣に切り込んでいこう。スモークなどで敵の攻撃を 
封じれば、危険度が減るので安心だ。 

故障した機体は 
PM7嘗ぐに直そう！ 

せっかく戦闘が起こつても出撃でき 
なければ意味がない。故障箇所は徹 

夜してでも修理し、整備班の仕事も 
手伝つてあげること。 

自分の機体が故障し 
たら、配置換えで他 

の機体に乗り換える 
という手もある。故 

障機体には後釜を据 
えておいて修理させ 

るのだ。戦場で敵を 
横取りされることも 

減るので一石三鳥。 



f" 

會自分が司令になってもよいが、それ 
では撃破数を稼げない。 

會司令にするなら来須がおすすめ。敵 
戦力の戰ぃ戰医に転戦してくれる。 

撃破数を稼ぐrcめ 
には敵戦力の高い 

戦区で戦う必要が 
ある。善行は激戦 

区に転戦して<れ 
ないので' 準竜師 

に陳情して' 激戦 
区に転戦してくれ 

る人物を司令にす 
るようにしよ/つ。 

6 
2 

「人類救済の英雄になDrr 

5」という人は、積極的に 
戦つて勝利のエンディング 

を目指そう。どうせやる 
なら卜nトンやる！最 

強の絢爛舞踏章獲得を狙 
つて容赦なく敵を屠れ！ 



會弁当はナマモノなので早めに食べて 
岭キミも今日からソックスハンター！ 

L▼悬[ 

若宮のビキニパンツ なぜか店で売られている9所持すると運動力が+25。 

ライダーグロープ 所持していると戦闘時の攻撃力が+255。田代が持っている。 

来須の帽子 所持していると戦闘時の攻撃力が+255。来須が持っている。 

てるてる坊主 田辺が作ったてるてる坊主。使用すると雨がやむ。 

金の延べ棒 黄金のインゴット。遠坂が持っている。 

猫の首輪 所持していると全能力が大幅アップ。ブータが持っている。 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ 

他人の持ちものを 
集めてみる！ 

誰かが持つていたものだから価値 
がある、そんなアイテムだつてある。 

交換コマンドを駆使してレアな品 
ものを集めてみよう。 
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慕m 
會如食堂兼調理場のキッチ 
ンでは材料さえそろえれば、ク 
ツキーを焼くことができるのだ。 

特製クッキ 
地獄クッキ_ 

すごい絵 
下手な絵 

SAMPLE自家製シリーズ 
... 璧二.:羞': ' 你. ... ^rnrnf^wm 

体力が小回復する。「クッキーの素」「牛乳」「砂糖」で作れる。 

使うと気力が-200。「クッキーの素」「牛乳」「砂糖」で作れる， 

「油絵セット」があれば3時間消費して描くことができる。 

「油絵セット」があれば3時間消費して描くことができる。 

手作りのアVテムに 
こだわつてみる！ 

買えるものでは飽き足らなくなつ 
てきた場合は、自分の手でアイテ 

ムを作り出してみよう。八ンドメ 
イドこそ価値があるというもの！ 



SAMPLEコワいものシリーズ 

こわ一いホフー小説。 ホラー小説 

怪しいビデオ_ 

髪が伸びる人形 

心霆写真 

網々しい宝石 

迷刀鬼しばき 

自爆装置 

墓のまわりでゾンビが盆踊りしている。 

呪われている人形。使5と気力が一1〇。 

「デジタルカメラ」で撮影可能。 
■= —    —   __ ___   _ — ■ ■_ -^― - —   - — — —   — -■ -―■ — 

見ると嫌な気分になる宝石。使うと不機嫌になる。 
■ ■- ^ w ^wm f ■■ ■ * — :■ 

壬生屋家の家宝。呪われた刀。 

使うと体力が一100 〇 
■■■■■■■■■■■■■■■ 



會相手が欲しがりそうなアイテ 
ムを用意urから交換しよう。 

青決闘して奪うという手段もあ 
る。体力に自f言があるならどうぞ; 

...t j 1,1j: /.,! W：： f^ 

隊_ . I ノH双 

アイテムの中には 
お店で買えな3、 

イべントでも手に 
入らない貴重なも 

のがある。それが 
誰かの所有物であ 

る場合は「交換し 
ない？」で手に入 

れて：Sこ/つ。 

齡レアなアイテムは「交換しない？」でゲツト！ 

ゲ—ムの楽しみの基本といえば、ア 
イテムをnbクションすること。武 

器やプログラムを集めるのもいいけ 
れど、ちょつと変わつた角度でアイテ 

ム収集に凝つてみては？ 



プログラムー覧 

気職る 
rブレイン•八レルヤjを制作 
する。プログラムを使用する 
と、喜び/恥じらいがMAX 
になる。 

プ部菅ム 
「表計算セル」を制作する。使 
用しても効果はない。 

ゲ-ム 

「ゲームセル」を制作する。プ 

□グラムを使用すると時間が 
10分経過する。 

プ□グラム難易度 1 層::’ プログフム難易度 プ□グラム難易度 

❿@ @ ®⑩ 

バーチヤル 
ぺツト 

「バーチャルぺット」を制作す 
る。使用すると悲しみ一75、 
喜び+75になる。 

プログラム難易度 

❿❿參 

ヵプロ故ラ計ム1 
「カロリー計算セル」を制作す 
る。使用しても効果はない。 

プ□グラム難易度 



題淡圃プログラム-覧 

V^tu 
マップを瞬間移動する「テレ 

ポートノ《スjを制作する。 

ウイルス• 
プ□グラム 

相手の発言力を一300にす 

る「ウイルスセル」を制作する。 
プログラム使用には「ネット 

ワークセル」が必要。 

ネットワ—ク 
プログラム 

「ネットワークセル」を制作す 

る。「ネットワークセル」を所 

持していると「自動情報収集 
セルjrウイルスセルjr電子妖 

精jが使用可能になる。 

プログラム難易度 量:.」 プ□グラム難易度 1::賺-i プ□グフム難易度 

■■爆％ 

/ロレ溫■纖■自聽居ラ収ム_ 
NPCの現在地と行動を見る 

「テレパスセル」を制作する。 

発言力が2000上がる「電子 

妖精」を制作する。プログラ 
ム使用には「ネットワークセ 

ルJが必要。 

発言力が800上がる「自動 

情報収集セル」を制作する。 
ブ□グラム使用には「ネット 

ワークセル」が必要。 

プ□グラム難易度 1漏.i プログラム難易度 プログラム難易度 



能力名 使用効果 能力取得方法 

恋のおまじない 1日の間、自分の魅力を十2段階 
上昇させる。重複使用不爾^ ‘ 

同調技能レベル〗を習得する。 

呪い 選択したNPCの体力/気力をそれ 
ぞれ1〇0減少させる。 

同調技能レベル2を習得する。 

花を作る アイ丁ム「赤い花束」を作る。 同調技能レベル3を習得する。 

テレポート マップリストを表示し、選択した 
場所に瞬間移動できる。 

プログラム「テレポートノてス」を所持する 

テレパス NPCの現在の居場所と行動を表示 
させることができる。 

プログラム「テレノ くスセル」を所持する。 

芝时的演説 マップ内のNPCの士気を15上昇させる。 勲章rwcopiを獲得する。 

自把簡輻«ブ□ララ 
ウイルス_ブロタラ如 
亍レパスブロプラム 
ゲーム 
つコリ-計Eプ□ヴ 
表計Eゴコヴラム 

フークにアクせスするアイ ナショナルネフ 

プ□グラムは「情報」技能があれば作成 
可能。情報技能の習得とプ□グラム作成 

は、整備員詰め所にある端末を調べると 
行/つことができる。情報技能のレベルが 

高いほどプログラム作成の成功率がアツ 
プするので'「電子妖精」などの高度なプ 

□グラムを作りたいならレベル3まで上 
げてお <ょ〖っにしたぃ。 

岭なお、知力のレベルが高ければ高いほど、 
高度なプログラムを作®することができる。 



t特定のプログラムを持っていな 
いと使えない能力もある。 

「同調」技能は校舎はずれの木 
で習得することができる 〇 

『同調」技能を 
習得しよう！ 

同調技能を身につけると「超 
常能力」コマンドが追加され、 
気力と引き換えにさまざまな 
効果を弓Iき出すことかできる 
のだ。レベルを上げれば使え 
る能力が增えていくそ。 

I 

芝村I族のようになり 
たいかど〖つかはとちか 

くとして、超能力者に 
なつてみたいという人 

は「同調」技能を身につ 
けるか、プログラムを 

作成しよう。いろいろ 
な能力を使えるのだ。 



Mi 
「相手の愛情評価がなかなか下がらない、もうイヤだ！ Jという場合 
は最後の手段を決行。相手をスカウトにし、自分が司令となつて戦 
場で特攻させるのだ。好意を寄せてくれる相手を見殺しにしても良 
心が痛まなければ、だが。 

争奪騮に注意I 

二人以上の異性にイイ顔をしていると「争奪戦」イベントが発生して 
「気まずい雰囲気」になることがある。特に元彼\元彼女との仲は、 

愛情評価を下げて精算するようにした：S。 

峰相手の怒りを解きたい場合はひた 峰ドロ沼状態。「密会」技能があれば 
すら「あやまる」こと。 発生確率,(±下がるが：> 

- 

一 

_J. 



t提案時の態度や表情を間違えると、怒って別れてくれなくなる 
相手に合った態度を考えたうえで再チャレンジするように。 

〇 

卜 

一.*?」 

16 

9 

円 

恋や愛にも終わりはあるもの。他に好き 
な人ができた' プレイボ—イを気取つて 

みたい、などの理由で現在の恋人との関 
係を解消しrcいときは「別れて < れ」コマ 

ンドを使おう。相手が承諾して<れれば 

関係を解消することがでぎる。なお、う 
まく持ちかけないと仲がこじれて、ゲ— 

ム中とはいえイヤ〜な気分になつてしま 
うので注意しよう。 

◎別れて <れ 
◎あやまる © 



會長い冬が終わって春が来る。ドキドキワクワクの瞬間! 

■I 

會相手に合ったデートスポットに行こう。費用をケチらなしヽこと 

告白は二人きりのときに自分から 
する場合と'相手に呼びだされて告 

白される場合とがぁる。0<なら 
ば晴れて恋人関係成立。祭の人間 

関係グラフで確かめてみCI;5。 

r一緒に歩こう」で二人きりになつた 
ときがチャンス、思いきつて日曜日 

のデ—卜に誘つてみよう。〇Kをも 
らつたら、あとは当日戦闘が起こら 

ないよう祈るだけ。 



どんどん提案して 
仲良くなろ5! 

會一日に何度も同じ提案をするのもN 
Goしつこいのは嫌われるモトである。 

まずは会話したり提案したりして相手と 
仲良<なろぅ。ポイントは、仕事中など 

にはプライべ—卜な提案をしないこと。 
相手の心証を悪 < してしま/つからだ。 0 

ifSSI 
■冒冒 

幻獣に勝とうと負けようと知 
つたことか、とにかく恋愛が 

命、という人は恋人を作って学 
校生活をバラ色にしよう。た 

だし同性の2?0と「：1:な雰囲 
気」にならないよう注意!? 

◎一緒に歩i 
◎デ|卜に行こうよ 

◎プレゼント 



絢爛舞踏章 生徒会連合特別徽章 

+離0 

勲章の入手条件②_ 
1 

火の国の宝剣 WCOP 

入手効果 入手効果 

入手効果 入手効果 

仕事の性能でいずれか 
の項目が9DDを超え 

ると受与される。 

累積敵撃破数が300 

になると受与される。 

舞と恋人関係になる。 
超常能力r芝村的演説j 

使用可能。 

〇 
力〇 

■ 

y 

• ■'.-，^ 

10 

戦闘力が900を超え!!_50 

ると受与される。 if 

「i: 



入手効果 

+^lSo 

極楽トンポ章 

手作り勲章 

士魂徽章 

入手効果 

入手効果 

2回連続で遅刻する、 
または1日に|度も 

授業に参加しなかつた 
ときに受与される。 

② 

条 
手 

入 
の 

章 
33# 

初めて司令になつたと 
きに受与される。 

フ 
I 

力 
ス 

の 
紅 

深 

7人以上のNPCから 
の友情評価が50を超 

えると受与される。 

力〇 

8? 
戦車技能を習得する 

と受与される。 

力〇 

g? 



月從軍草 銀循従事章 

手効果 入手効果 

入手効果 入手効 

仕事の評価をすべてS 
ランクにし£|!|備5 ii 

受与される。 

熊本城攻防戦イベントiia力00 

をクリアすると受与さ_ >4C 

れる。 

章 
持 

維 
和 

平 
nHil 
罵 

-1- 

3 
国 

戦局が不利になつて熊 
本撤退が決定したあ 

と、最後の補給物資イ 
ベント後に委員長が受 

与される。 

■I 

M* 

① 

条 
手 

入 
の 

章 

降下作戦イベントをク 
リアすると受与される。 

章 
匿 

従 
星 



黄金剣翼突撃勲章 銀剣突撃勲章 

_ 

黄金剣突撃勲章 傷ついた獅子章 

手効果 入手効果 

1回の戦闘で20機以 

上の敵を撃破すると 
受与される。 

累積敵撃破数が一 
になると受与される。 

親友以上または恋人 
関係の20.〇が、1回 

の戦闘で敵を5機以上 
撃破して死亡すると受 

与される。 
発+ 

累積敵撃破数が 
なると受与される 〇 



岭备プログラム難易度が高いr電 
子妖精」のほうが、より多く発言力 
を稼ぐことができるのだ， 

.. 

階級一覧 pHi 
豢# •拳 

I 

階級 陳情に必要な発言力 週給額 ターン開始時にプラスされる発 

戦士 [S 2500円CP + 15 

十翼長 200 7500円卜 

百翼長 _ 600 15000円 + 90 

干翼長 1800 30000円 讎180 

万翼長 3600 75000円 | + 270 

上級万翼長 7200 200000円 + 360 

n-nt - 

謙■ブ备 
多ダ彩 

昇進するには陳情するために多くの発 
言力が必要となる。発言力を手つとり早 

<貯めるには「プ□グラム」が有効だ。 
「自動情報収集セル」「電子妖精」といつ 

たプ□グラムを使用すると発言力が大 
幅にアップする。なおプログラムについ 

てはP19を参照しよう。 



戦争だけがIgじゃない！ 
こだわりや目的をもつてプレイすることが「ガン 

ここではその例の数々を紹介。 
□V 

/ レjを楽しむnツなのだ 

どうせやるなら 
地位、金、名 

すべてを手に入れよ/I 

J 

権力ほど人間を酔わせる 
ちのはない。ならばゲーム 

の世界でち、出世' 出世' 
出世にこだわってプレイし 

てみては5かがだろ5か。 
nツnツとアルバイトをし 

て大金持ちになるもよし、 
司令になって派閥を作って 

みるのもよし、筆記テスト 
で好成績を出していい気 

になるのもよし、勲章を集 
めまくるのもよし。とにか 

<何らかのジャンルで一位 
になって、他人の上に立つ 

快感を味わってみよぅ 

世 
出 

大 
求 f— 

れ 
や 

ナ 

參上級万翼長まで昇〇つめる 

着すベての瀚竃奄ゲットする 

1000万mほど貯めてみる 

•發員長になる 

嫌lhストでI ®靈41る 

b 



「提案」や「陳情」など、なにかと必要になる発言 
力。戦闘訓練で敵を撃破したり、P + 9の方法を 
用いるなどしてたくさん貯めておこう。 

善行が来ると体力、気力、運動力をA以上にす 
るように求められる。先回りして訓練しておき、 
すべての能力を上げておこう。 

その その岡 
発雷力を貯める ii# 

さ紋ぷ 
提案の成功率を上げるために、早く身に 

つけておぎたいのが話術技能。土曜日の 
午後や日曜日などに小隊職員室で訓練 

しよう。レベル2は欲しいところだ。な 
おもうひとつ、魅力の数値も提案成功率 

に影響を及ぼす。トイレの鏡で訓練して、 
常に巳以上に保つようにしよう。 

■►魅力の数値は日毎に低下していく。こまめ 
に訓練して維持するようにしたい。 

■►放課後になつたら、体力/気 
力が続く限り訓練しておこう。 

岭発言力は小隊が発足すると 
「仕事」でも稼げるよぅになる。 



會特に「視線」や「提案」についての滝川の話は聞いておきたい。 

會パイロット試験に受からないと善行たちが赴任じrこないのだ 

9癯を乗りきるi 

いきなり何をやつたらいいのかわか5ない。そんなときは"ここで 
やるべきこと41チHック。スム—ズにゲームを進める秘訣を紹介！ 

心とにかく学校へ行く 

序盤ではNpcrrちがシステムやコマンド 
の説明をしてくれるので、必ず登校するこ 

と。サボつて街中をうろついていると有用な 
知識を聞き損ねてしまうのだ。 

戦闘訓練をこなさないといつまで経つても 
パイ□ットになれない。善行たちの到着が 

遅れてしま5ので、訓練だけは絶対受けて 
お <ようにすること。 



し，ル,，， .■wr^TM.Ti 
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T 

尚敬校玄闋 
4 



みんなの学舎、尚敬高校の構内図だ。矢印は建物間 

を行き来できる;：とを示している。迷って授業に遅 
刻しないよう、頭にたたきこんでおこう。 
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学校生活でできること 
のほとんどを、このゲ— 

ムでは行ぅことができま 
ro 

プレイ次第、あなたの 
知恵と努力次第で、なん 

でもできるのです。 
可能性rcけを追求して、 

可能性の先に、ただの人 
間がどれだけすごいこと 

ができるかを確かめるこ 
とができるゲ—ム、それ 

がrカンパレード•マIチ|_ 

なのです。 
ですから、可能性に気 

付かないプレイヤ—にと 
っては、このゲ—ムはつら 

sゲ—ムになるかちしn 

ません。皆さんが、言わ 
れたことを言われた通り 

にやる普通のプレイヤ— 
から"言われたことから 

なにかを導き出し、推測 
し、可能性といぅものを 

ただの可能性で終らせな 
い行動力を持っrc「カンパ 

レjなブレイヤ—になって 
ぐれれば、このゲ—ムは 

楽しいと保証できます。 
実際そ5いa人物なら、 

どんなゲ—ムだって楽し 
いと思います。本ゲ—ム 

■ 

の開発陣は、実にガンパ 
レ—ド•マーチではなぐ 

て、ガンパレ—ドなプレ 
イヤーを作りたかったの 

です。 
あなたがrガンパレ」な 

プレイヤ—になるのを、 
我々とNPCたちが手助 

けします。 
あなたがゲームに馴れ 

てキ」て色々なことがでぎ 
るよ5になつたら、NPC 

たちちそろそろゲームに 
馴れて5る頃です。誰か 

一人の動きを追って世界 
を歩いてみましょう。彼 

らにも主義主張があり、 
行動規範があり、好きな 

人がいて、嫌いな人がい 
て、それぞれが世界を生 

きていることが分かると 
思います。 

そしr、このゲ—ムが面 
白いなら、それはゲ—ム 

が面白いのではなく、あ 
なた自身が面白い人間で 

あるということなのです。 

ゲ—ムを終えたら、願 
わくばその力を天下万人 

のために使ってください。 
{開発者I同) 
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