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はじめに 
くろ けん か あ まこと 

このたびは、シーディーブロスの「黒の剣jをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 
けいしき 

このゲームは2 Dフィールドマップ形式のファンタジー•ロール•プレイング，ゲームです。プ 

レイヤーの目的は主人公であるカイエスあるいはシノブとなって、物語の世界“クライツエン” 

を旅し、r黒の剣」の謎を解明することです。 

その旅の途中では、様々な困難があなたを待ち受けています。あなたは多くの人々とふれあい、 

協力してもらいながらその困難を乗り越え、成長していくことでしよう。 

はじ ま天 かいせつしょ よ と あつかかた しようじよう ちゅういなど 

ゲームを始める前には、まずこの「解説書Jをよくお読みになり、取り扱い方、使用上のご注意等 
りかい うえ ただ しようほ5ほう あいよう 

ご理解の上で、正しい使用方法でご愛用ください。 
かいせつしょ たいせつ ほかん 

なお、この「解説書Jは大切に保管してください。 

For Jaoan Only 1 プレイヤ■ 
1人 

メモリ_カー 
1ブロック 
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綱 
:灑_ 
;#ぎ:. 

その 
しづ.こく 

m、じ 

はるか昔 
W' . 〇沙う，:mお く:に 轸:'+ 

の霉は多くの国を焼きつぐし 
いくゼん .ひと .に< < 

幾千もの人の肉を喰らった 

.V V 

,、游‘ 
-•て:.-.:.:::-.:.! 

/ 
愈:恭_:!- 

•:獅孩 

ひるし) 5で ほこ ゆ3し椒 けん:: 

比類なき腕を謗つた勇者の剣も 
Dだい まどうし rんJr まぼ3 

偉大なる魔導師の天地を揺るがす寵法も 
せい.;. かみ ^3 ぐげん こうそう ikD 

聖なる神の力奄具現する高僧の祈りも 
か もの ，勺3よう 

彼の者には通用せず 
お ■，:ひ.とび4； 

追い§吉められた人々は 
....家.:'. .も.:? ：3 ./_+‘、ぢ 

ついに魔を以て、これを打ち儀さんとした 
雖::〆徽•• 

フ调纖鑣獅 
ほろ .な ぶ.ぎ 

滅ぼせぬもの無き武器を 
ぶft 

この世のもmzあらざる武器を 
• • ■ •••そして 

ひ.とふり l:fAj つく 

振の剣が造られたのである 



Sも ぎほんそうさ 

为く 3.基本操作 
，人^ 4 • • • • • y' 飞々一"卜 

がめん がめん 

5 .画面について/フイールド画面 
がめん 

6 •••••メニュー画面 
がめん 

10 .ビジュアル画面 
せんとうがめん 

11 .戦闘画面 
14…• •顯 
16.魔法 

そうびひん 

19.華備品 
21 .mm 

しょ5かい 

22 .キヤフクター紹介 
24.ちょっぴりアドバイス 
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ほラこ5 
このゲームでは、「方向キーJ「〇ポタン」「Xポタン」 

しよう のこ しよう 

ン」を使用します。残りのポタンは使用しません 

スタートボタン 

L1朮タン、L2ボタン 
R1ボタン、R2ポタン 
イ吏用しません。 

方尚キー 

_セレクトボタン 

SONY 

PlayStation 

'' がめんまち たてもの など 

參方向キー フィールド画面（町、建物、ダンジヨン等を ❿ボタン 
ふく し•どう 

含む）でのキャラクターの移動、コマンドや 
せんたく と芒 しよぅ> 

アイテムを選択する時に使用します。 

_セレクトボタンフィー)_しド画面上に表示しているキャラク 

夕一を切り替えます。 

カイエスとシノブが一緒に行動している時 

に、キャラクターがカイエスからシノブへ、 

シノブからカイエスへと切り替わります。 
tTんとづ’:ゆう^ ^ ひ本う^iゆうなど _ 

クターを自由に動かすことができない状態1 

では効果がありませんD 

•スタートボタンオーブニン_グデモをスキップし、タイトルメ 

ニューを表示$せる時に使用します。 

ゲーム中は使用しません。 

_\ボタン 

3 

「セレクトボタン」「スタートボタ 

(△ボタン 
よう 

使用しません 〇 

•□ボタン 
よ3 

〇 使用しません 

春〇ポタン 

_ Xポタン 

けっていかいわT -,v fビーTムビー 

コマンドやアイテムの決定、会話、H P-MP 
かしなど しよ3 

の回復等に使用します。 
けってし、.じ_：rう 

選択したコマンドやアイテムを決定、実行し 

Q 

ます。 
がめん ほか しんぶつ aな sや 

フィールド画面では他の人物と話す、1呈しい 
ぱしょしろ m つき 

場所を調べる、とび6を開ける、次のメッセ 
L > ^ ^ J な，も..if おお つか 

ージを表示する等、最も多く使うボタンで芍 
が*/'Jじょう かいわ' 

また、フィールド画面上では、1回押すごと 
^dF：-.l,.l,f：-j かし1 

(こキャラクターのHP _ MPを少量ずp:司 

復させることができます。ただし、敵の奇襲 

を受ける場合もあります。 

がめん.ひょうじ 

メニュー画面の表示とコマンドのキャンセ 

ルに使用しますa 
がめんUょラ お 

フィールド画面上でXボタンを押すと、メニ 
がめん 丄だ 

ュー画面〔フィールドメニュー）を呼び出す 

ことができます。 
マ-_:.ていまえ 

メニュー、コマンドを決定前にキャンセルす 

ることができます 〇 

きほんそうさ 

基本操作 



ぼんたし) めん なと いんさ めん み 

PlayStation本体にレーベル面（タイトル等が印刷されている面）が見えるようにして 
でんげん 

ディスクをセツトし、電源を入れてください。PlayStationとCD BROS.のブランド 
Q よ f) I. あと はじ と13ゆう 

ロゴを表示した後、オープニングデモが始まります。デモの途中でスタートボタンか〇 

ボタンを押すと、「黒の^Uのタイトル画面が表示されます。 
と だ とき Iまんfeい お 

なお、ディスクを取り出す時はPlayStation本体のオープンポタンを押し、ディスクの 
かい.てんかんぜんていし かく：こん おrな 

回転が完全に停止しているのを確認してから行ってくださし' 〇 

‘綱™ 
偉大なる麿導躲の天地を揺るがす魔法も 
莹なる押の力を具現する高憎の祈りも 

彼の者には適用せず 
追い詰められた人々は、ついに魔を以て、 

これを打ち倒さんとした 

こちゆつ 

オープニングデモの途中でスタート朮タンか〇 
お かめん じよ5じ 

ポタンを押すと、タイトル画面が表示されます 0 

NEWGAME 
□ - F ゲーム 

LOADGAME 

オプション 

OPTION 

さいしょ はじ ばあい t+/uた-く 

ゲームを最初から始める場合に選択します。 
いぜん ばしょ さいかい ばあいせんたく 

以前にセーブした場所から再開する場合に選択 

します。 
ちなどw_u 

メッセージスピードやサウンドの調整等を行い 
サコてい 

ます。フイールドメニューの「設定」（8ぺージ) 

を参照してぐださい。 

がめん ひょう匕 

タイトル画面が表示されてから、しばらくする 

と再びオープニングデモが始まります。タイト 
がめん Bど はあい 

ル画面に戻りたい場合は、スタートポタンか 
お 

ボタンを押してぐださい 〇 

ゲIムスタ—卜 SLPS 01030 
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ちゅ5 がめん がめん _ かめん かめん せんと:3かめん 

ゲーム中の画面は「フィールド画面」「メニュー画面」「ビジュアル画面」「戦闘画面」の 
おお わ がめん お がめん 

4つに大きく分かれます。フィールド画面からXポタンを押すことでメニュー画面へ、 

モンスターと遭遇すると戦闘画面へ、特定イベントが発生するとビジュアル画面へと移 

ります。 

きほん がめん がめん 

ゲームの基本となる画面です。フィールド画面 
ほうこう つか うご 

では、キャラクターを方向キーを使って動かす 
いろいろばしょ い ひとびと 

ことができます。色々な場所に行って、人々と 

会話し、それをヒントにしながら行動するとよ 

いでしよう。 
こうどラ 

カイエス、シノブの2人で行動しているときは、 
お j_う” 

セレクトポタンを押すことで表示キャラクター 

をどちらかに切り替えることができます。 

街や建物の中、ダンジョンの中等では、他の 

人々に話しかけたり、宝箱の中を調べたりする 

ことができます。話しかける対象、調べる対象 

にキャラクターを向けて〇ポタンを押してくだ 

さい。同様に、建物のとびら等も〇ボタンで開 

けることができます 〇 

が扔ん m ■うご エイチ匕 tムピー かい.ふく しゅつけん 

フィールド画面では〇ボタンを押すごとに少しずつHPとMPを回復することができます。ただし、モンスターが出31する 
|ぶしJ きしゅう 1 ばあい ちゅ_:》い 

場所では奇襲を受ける場合がありますので、注意してください。 

がめん 

画面について 

5 



廳 

がめん お 

フィーJレド画面からXボタンを押すことで、キャラクターのステータスとフィールドメ 
ひょうじ がめん そ5び' か<にん 

ニューを表示します。メニュー画面からは、キャラクターのステータスや装備を確認し 
などおこな 

たり、データのセーブ等を行うことができます。 
ぼうこう じょう き か ひょうじ 

方向キーでフィールドメニュー上のメニューコマンドを切り替え、表示したいメニュー 
せんた< 

を選択してください。 
K だんかいまえもど 

それぞれのメニューは、Xボタンを押すごとに1段階前のメニューに戻ります。 

つよ ひよラじ 

キャラクターの強さ（ステータス）を表示します。 
いつしよ こうど5 ぱあい 

カイエスとシノブが一緒に行動している場合は、 
つよ ひよ3じ せんたぐ 

強さを表示したいキャラクターを選択してぐださ 
a い 

こうげきりょくぼうぎょりょくまほうこうげきりょく まほうぼうぎょりょく ちゅうりょく 

攻撃力、防御力、魔法攻撃力、魔法防御力、命中力、 

回避力、素早さの各パラメータは、「キャラクター 

の基本パラメータ+武器、防具、アイテムによる 

修正値」で表示されています。 

しよゆう どラぐ しよう しよう 

所有しているアイテム(道具）を使用します。使用 
せんたぐ つか 

するアイテムを選択してください。ここで使うこ 
あか じ ひよろじ 

とのできないアイテムは赤い字で表示されます。 

■.也^^ 
，•:j; tfl 

■' r；- 
卿^1叫. 

_，『的!1::V ‘ 

1卸叫•:uTみ.•桃.: 
.,- !v=r Hr •和*T 

1 

•'物袖.1她 

P回IT. 

3ン 

PAGE 

ベ.'，....'' 
ST .テ.w. 

■ > •-•U *>' " ^ - 
.• •■ I • 1 

........ - 
〆’}*"ご.I* n■ . •で.r^-1 

[ 
i 

：i. 

'...へ:u 

:..へ::-..’皆. 

ールドメニュー 

’m 

メニユ—画面 
SLPS 01030 
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そうび ぶきぼうぐ どうぐ そうび 

装備している武器、防具、アイテム(道具）の装備の 
こうかん そうび こうかん 

交換ができます。装備の交換を行うキャラクター 
せんたく そうびひん こうかんかぐにん 

を選択し、装備品の交換、確認をしてください。 
そラび こラかん ぱあいこラかん ばあい 

装備を交換する場合、交換した場合のステ_タス 
ひようじ かくにん こ3かん 

を表示しますので、確認しながら交換してくださ 
い 〇 

NAME 
ぶI 
武器 
^ < 
防具 

アイテム1 

アイテム2 
し■ペル 

L v 
イーエ>?^- 
EXP 
ネクスト 

デビー 

HP 

ェムビー 

MP 

ス7—タス 

ST 
こラげffDj： く 

攻撃力 
はうぎ；1:7 く 

防御力 
:Piうこftりよく 

魔法攻撃力 
まほ5ぼ5芒よりよく 

魔法防御力 
Cしろゆろ0.4■.< 

かいひ0よ< 

回避力 

勝さ 

キャラクターの名前。 
げん.ごUそ：ふ3 

現在装備している武器。 
けんざい+ラび i T <- 

現在装備している防具。 
けんざUそうU そうしょくひん fう芒ょけい 

現在装備している装飾品や防御系のアイテム。 
けんプい十ラ0 そうしよくじんぼうぎょりし） 

現在装備している装飾品や防御系のアイテム。 

. 

A V — ’:7 A 
鮮プ謂暴 

武器 
TifLl 

am 

_議 
1レ.':.:r-.1,::t 

_◎羽衣 
.総m- つ 

プDラ5トリjヴ. 

Lv 24 
SP 87300 
r.CXT 96830 
HP 74-1 / 741 
HP 9i6 / 916 
st 

pMn 

-mm 

黡违搜孿力 
mmmn 

命中力 
■避?] 

!gm 
gh 
9?t 
31十 
8lt 

U6i 
9 

ISO 
110 
90 
26 

キャラクターのレベル。 
17いけんち 

j癌翻瞳。 
つき ひつよラ けいけん芍 

次のレベルまでに必要な経験値。 

体力の現在値/最大値を示します。戦闘中に現在値が0になるとそのキャラクターは闘えない状態 
きぜつ 沬ほう なと' さいだい5 打いふ< 

(気絶）になります。魔法、アイテム等で最大値まで回復させることができます。 

精神力の現在値/最大値を示します。k技や魔法を使用するための値で、必要な値が残っていなければ、 

剣技や魔法を使用することができません。アイテム等で最大値まで回復させることができます。 

キャラクターの身体の状態を示します。毒等による異常が無ければ「通常」と表示されます。 

直接攻撃力です。戦闘時に「攻撃」「剣技」を選択して攻撃する場合の攻撃力を示します。 
rfr ちよくけつこかブ亏たい 、此 

敵の直接攻撃に対する防御力を示します。 

魔法による攻撃力です。戦闘時に魔法による攻撃を行う時の攻撃力です。 

敵の魔法による玫撃に対する防御力です^ 

攻撃の当てやすさです。数値が高ければ高いほど攻撃が敵に当たりやすくなります。 
てき こうげ6: すうち tこか たか T? こうげ？ 

敵の攻撃に対するかわしやすさです。数値が高けれぱ高いほど、敵の攻撃をかわしやすくなります。 

キャラクターの行動に対する早さです。数値が高ければ高いほど戦闘時により多くコマンド選択の順番 
求わ 

が回って<るよラになります。 



かいふくけい まほう しよう 

シノブが回復系の魔法を使用します。シノブが 
じょうたい しよう まほう おぼ 

いない状態、または使用できる魔法を覚えてい 

ない状態では効果がありません。 

(魔法の効果については、16ベージを参照してください） 

おんせい せってい へんこラ 

メッセージ、音声、サウンドの設定を変更する 

ことができます。 
へんこうないよう 泽ぞん 

Xボタンで変更内容を保存してフ ルドメニ 
もど 

ュ_まで戻ります。 

メッセージ速度 

「.りパし 

メッセージ表示 

れリ寸'.. 
ijj す 
F3 

サウンド 

ひよ：）し へんこう ふつう つうじよう Dよっじ 

表示されるメッセージのスピードを変更できます。“普通”では通常のスピードでメッセージが表示され、 

“遅い”を選択すると非常にゆっくり表示し、‘'速い"を選択すると表示されるメッセージを1度に表示します 

言声でセLJフを再生している時にメッセージを表示するかどうかの選択ができます。オンを選択すると、 
3Sんせいじ， ：フよith.n.< rnA^l- 疒い¢1い 

音声再生時にメッセージも表示されるようになりますDオフを選択すると、苜声を再生するときにはメッ 

セージが表示されなくなります。 
めん と < こいかいわ ：Bんせいさいけい けんにく Uんた< 

ビジ1アル画面や特定会話シーンでの音声再生のオン/オフを選択することができます。オンを選択して 

いると音声を再生し、オフを選択していると、音声が再生されません。 
n/-^L-, じ，ラてき ヒ■[.)てし1 ¢.1し 

なお、苜声をオフにしていると、メッセージは闫動旳にオンになり、オフの設定は無視されます。 

日GMの演奏をステレオとモノラルから選択することができます。ステレオ再生できないテレビ等に 
■ t?つぞく ばあぃ え巳 

PlayStationを接続している場合、"モノラル”を選んでください， しこ 1 

SLPS 01030 
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むんせ 

※メッセージと音声のスキップについて 

メッセージは、0ボタンを押すごとに1 
だんかいzr产おく 

お ifん 0■よ0じ ま D'1し，J■よ 

〇ボタンを押すごとIこ①rt■メッセージ表示」②「ボタン’待ち解除3 
せつこい じょうたい.弍じ 

設定していると、⑴の状態から始まります。 
おん:し1. ru，1レ:.さ，ifi く 

_声は、xポタンで]段階先送りすることができます 

べつ3 ほんたい 

別売りのメモリーカードをPlayStation本体の 

メモリーカード差込口のいずれかに装着してい 

ると、ゲームの状態をセーブ（保存）したり、 

セ_ブしておいた状態からゲームを口ー ド 

(再開）することができます。セーブデータ1つ 

につき、メモリーカードの記録用ブロックを1 

つ使用しV メモリーカード1枚につき、最大8 

つのデータをセーブすることができます。ただ 

し、メモリーカードの残りブロックが少ない 

場合、残せるデータ数も少なくなります。 

；□ 

その時の状態を保存します。 

以前セーブした賴か5ゲームを 

再開します。 

セーブ、口ードのいずれかを選択したら、メモ 

リーカードを差しているス□ットを選び、セー 

ブする^所、口ードするデータを選択します。 

9 

f： < f- ふつう し〗び せってし"！ と泛 

。メッセージ速度をU普通"以下に設定している時は、 
しゅん さ:5おく そぐ尸 ^ 

の順で先送Dをします。メッセージ速度を1い"に 

ちゅうし' 

注意！ 
じつこラu 

セーブ、□—ドの実彳"7時Iこはメモリ■力ード 
ぬ さ おこ 

の抜き差しを行わないでくださいc: 



とくてし） がめん 

特定のイベントでは、フィールド画面からビジ 
がめん がめん き か 

ュアル画面へと画面が切り替わります。ビジュ 
がめん おんせい 

アル画面ではグラフィックと音声により、 
りんじよラかん さいげん 

臨場感のあるシーンが再現されます。ビジユア 

ル画面からそのまま戦闘画面に移る場合もあり 

ます 〇 
せつてい 

また、フィールドメニューの“設定11(8ページ) 
へんこう おんせいさいせい 

を変更することで、音声再生をしないようにす 
ひよラじ 

ることも、メッセージを表示しないようにする 

こともできます。 

ビジュアル画面 SIRS 01030 
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フィールドマップ1！t:3で®と遭遇したり、特定のイベントが発生すると、戦闘画面に||り 

替わります。敵を倒すことで経験値とお金がもらえます。経験値が溜まるとキャラクタ 

一のレベルが上がります。レベルが上がると新しい剣技や魔法を覚えていきます。また、 

お金は新しい装備やアイテムを買うのに使うと梟いでしょう 〇 

W 5 

名前 
0んt 3 しつこ5 なまえ 

戦闘コマンドを実行するキャラクターの名前 

ステータス 
かんい 

キャラクターの簡易ステータス 
せんとう 

戦闘コマンド 
Cんとラじ せんたく 

戦闘時に選択できるコマンド 

プレイヤーキヤラ 
そ5さ 

プレイヤーが操作できるキャラクター。 
さいだし' 

最大でカイエスとシノブの2人 〇 

せんと3 ®いて 

鼷ぅ指幸。iは■[本の傷含も、複数の場合もあ 
ふ < すラ ばあい 

ります 〇 
せんとう m ぜんめつ 
※戦闘に負ける（全滅する）とゲームオーバーとなります。ゲーム 

がめん も]ど さいど はじ 
オーバーになるとタイトル画固まで戻りますので、再度ゲームを始 

ばあい □ー ドゲーム せんた< 

める場合、“LOAD GAME"を選択してください。 

せんとう 

戦闢コマンド 

ステータス 

^まえ 
交命 

せんとうあ•いて 

戦闢相手1プレイヤーキャラ 

せんとうがめん 

戦闘画面 

11 



せんと5じ し〗か ひょラじ また じゅんばん 

戦闘時には以下のコマンドが表示されます。カイエス、又はシノブに順番がまわってき 
せんたぐ せんfcC ばあい 

たら、これらのいずれかを選択してください。なお、どのコマンドを選択した場合でも 
かい せんたC しゅうりょう 

その回のコマンド選択は終了します。 

こうげき 

攻擊 
けんぎ 

剣技 

まほラ 

廣法 

ぼうぎょ 

防御 

持っている武器で直接攻撃を仕掛けます。 

カイエスのみ選択することができます。mpを消費して特夕iな剣の奥義を繰 

り出し、敵を攻撃します。 

シノブのみ選択することができます。MPを消費して、攻撃、攻撃補助、 

回復の効果がある魔法を使用することができます。 

防御態勢を取ります。攻撃をする場合より多くのHPとMPを回復させるこ 

どろぐ 

道具 

てつたい 

撤退 

とができます 〇 

アイテムを使用します。 

装備している武器を他の武器に持ち替えます。 

戦闘を放棄し、撤退を試みます。必ずしも撤退できるとは限らず、またv 

絶対に撤退できない場合もあります。 

けんとう 

戦闘の手順 

① カイエス、又はシノブが戦闘コマンドを選択することができるようになると、キャラクターに対応した戦闘コマンドメ 
じよ5じ 

ユーが表示されます。 

② 戦闘コマンドの中からいずれかを選択します。 

③ 玫撃、魔法、アイテムの使用対象が点減表示されますので、選択して決定します。 
ゴんと—] こうひ 筘bわ 

④ 戦闘コマンドの効果が現れます。 

⑤ 戦闘コマンドを選択する]賴甭が敵、味方のいずれかに移ります。 
て亡 みかた ゴんのつ エイチビー こったい < かえ 

敵か味方のいずれかが全滅する（HPを0にする）か、または撒退するまで(:1)〜⑤を繰り返します。 せんとう 

戦闘コマンド SLPS 01030 
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♦回復と防御 
戦鬪中でもキャラクターのHPとはわずかずつ 

■: •すが冏復しています0回復率は攻撃した場合より 

防御した場合の方が大きく、使いたい剣技や魔法に 

MPがわずかに足りない場合、アイテムを使用して 

Smるよ〇气1度防御を選択した方が良い場合も 

あります。また御を選択していると、敵の攻撃を 

网避しや行<なります 〇 

こうヴ亏 

♦カウンタ_攻撃 
1.1 

wmmi対しては「敵の攻撃をかわしr反擊する」 
■ y '■ 1.? ：<ui\ 3¢い 

カウ:ノタ坆1#が発生する場合があります。カウン 
.11、 .'ぐづづVいこう1:15 C3- 「うか 

ヮ• A_UI複数回攻撃を止める効果もあります。 
乃よ<i-iつこラ;.1イ_: im 

/■だし、こちらの直接攻撃、剣技にもカウンターを 

取られることがあります& ♦ステータスとの関係 
せんと0 J こ-jげ5 srj^ty. つ,f 
戦闘時の攻撃や防御には、キャラクターの強さ 

KTi かんけい 

ページ）が大きく関係してきます。 
こうげきりょく ぼうきょc■ょく ほ汀 こラ(プt souちゅうりょく 

攻撃力と防御力の他、攻撃を当てるには「命中力..| 

t)\相手の攻撃を回避するには「回避力」が、そし 
•/■•:ていしかんない らんか’.，■.しゅんばん ま*:- .つ-.:f _,， 

て一定時間内に何回順番が回ってくるかは「素早さ」 
かんけい. 

が関係します。 

♦クりティカル 
戦闘中、通常時よりも攻撃力のある「クリティカル 

ヒット」が発生することがあります。クリティカル 

効果は攻撃回数や攻撃力が増える等で、剣技や魔法 
Kか l> L5ら とくしKli T T .り- 

の中には、 クリ ティ カル時には更に特殊な効果が 
A 'な わの 

付加される物もあります。 

13 



つか けんぎ いちげきひっさつ けん わざ かこく しゆぎょう けっか 

カイエスのみが使うことのできる剣技はv—撃必殺の剣の技。過酷な修行の結果カイエ 
まIIう つか けん たさい あやつ せいしん しゆうちゆう ひつよラ 

スは、魔法は使えないものの、剣を多彩に操ることができます。精神を集中する必要が 

あるのでdpをしますが、通常攻撃では不可能な、様々な効果や高い攻撃力で敵を 

することができます。クリティカルすると攻撃回数が増える等の効果が表れ、より 

高いダメージを与えることができます。 

※技によっては、敵のカウンター攻撃を受ける場合もあります。 
てぎたんたい 

M象: 
みかづき 

n ^9 しょ，ひ丄ムド « 

二月p： 
しんく 3 や■.パば CL て， と さ 

真空の刃を飛ばし、敵を切り裂く■: 
しんくうは C.Tfl-：' 

クリティカルすると真空刃が後列の敵にもダメージを与える 
あた 

つ5はい 

ii M 
しょうひTムビーJ% 

消費mp:48 

てきたんたい 
厂こい..j〕A|rM4 対象覼里体 

さかぃ y i作へぃぶ：:； かん'—:つ こ：?けさ 

刃から気塊を飛ばし、遮蔽物を貫通して攻撃する。 
麫いr かンノ>「うとう むこうか せ人.わご ぐで こラrつ 

相手の回避行動を無効化することができる。前列の敵をはさんで、後列 
て3 こうげき 

の敵を攻擊することができる。 

じずり 

地摺 しェムビー 48 
てきたすう 

.「い…I.う A|r«0 M/3m 

対象覼多致 _ 消費MP: 

地を這う彳禮撃刃を敵に走らせる。 _ _ 

前列の敵全てが攻撃対象となる。射程に制限があり，後列には届かない, 

はちん 

刃紋 60 
て芒たんたし、 

対象覼里体 し■<： 3ひエムビー 

消費MP: 
よこなび 】 や.,■■ばてきはな 

横長の気の刃を敵に放つ 
て芒せんたいこうげき 

クリティカルすると敵全体を攻撃できる大きな気の刃を敵に放つ, 
おお き やいば cき はな 

SLPS 01030 
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れんげ てぎたんたい 

蓮華 謹ぼP100 対象敵单体 
目標の前に移動して小刻みに何度も斬りつける。 _ 

前列に敵がいる場合、後列を目標にすることができない。目標の敵を倒 

すとそのまま後列の敵を攻撃しに行 

てきぜんたい 

■敵全体 
ささぶね 

S 船 P：100 
—度刀を納めてからの、連続居合い斬り。_ _ _ 

敵の数が多いと攻撃が分散され、1体を目標にした場合より効果が薄く 

なる。 

とお 

徹 120 
てきたんたい 

たい1 

対象覼里W しよjひエムビー 

消費MP: 
やいざ きかし1 と てき 丁よいぶ 法かい 

刃から気塊を飛ばし、敵を内部から破壊する。 
あいて 王3きょ むこ5か ぜんれつ てき あいだ こ5れつ てき 

相手の防御を無効化することができる。前列の敵がいる間は後列の敵を 

攻撃することができない， 1 〇 

せんぼ 

閃歩 160 
てきぜんたい 

妨4:敵生体 
〇 

し^:うひ3■•ムビー 

消費MP: _ 

瞬間移動で敵の前に現れて何度も攻撃する _ 

相手の目の如まで移動して直接攻擊をするため、カウンター攻撃を受け 
ばあし1 

る場合がある。 

たぎおとし 

滝降 320 Iハ:t T D3：ムビ「 

消費MP: 
けん ふ お どら|__ とかい はな 

剣を振り下ろすと同時に気塊を放つ。 

全ての敵に比較的高いダメージを与えることができる 

てきぜんたい 

対象覼至体 

〇 

ふくすラ てき こラげ芒 :ブん：上 てき かす すく て， Icf ■二 mt く ? 

※複数の敵に攻撃ができる剣技は、敵の数が少ないほど、敵1E当たりに対する攻撃力が増します。 
35 しよラかい. いびし1 けんぎ つか 

※カイエスのレベルが上がるにつれ、ここで紹介している以外の剣技も使えるようになります。 
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t 

シノブは、mpを消費して様々な効果のあるliiを-りiliすことができます。 

彼女は故郷の技である呪符魔術を得意とし、魔力を在めた符を式神等にiえて攻撃した 
おく まほラ つか 

り、メッセージを送ったりすることができます。クライツエンでは、この魔法を使える ， 
にんげん ほか 

人間は他にいません。 

魔法は「攻撃系」「(戦闘）補助系」「回復系」の3つに大きく分かれ、攻撃/補助系魔法 

は戦闘時に、回復系魔法は戦闘時とフィールド上で使用することができます。物理攻撃 

が効かない敵は魔法か、魔力を込めた武器でしかダメージを与えることができません。 

iS\ 5よつじん 
持鳥穷 消BMP: CU 

てぎたんたい 
たいし：.ttiv ^4 JMpi 
対象覼単体 

し■ゆ iv, C*■り 1 . 川 L ^ 
呪符を鳥の式神に変えて敵に放つ。 

バーニングスフイア 消費MP: 50 

てきぜんたい 
たいしょ。 
対象敵主体 

火球を複数の敵に®つ。 

ターニングプラズマ しよ30ユた:，一 

消費MP: /□ 
てぎたんたい 

丄ぅ AU 
対象覼里体 

ヒんaゆj し1 め 

雷球を敵にぶつけてダメージを与える。 

シルバーソーン 
しよラひエムビ， 
消費MP: /U 

てきぜんたい 

M敵全体 
CifT)け；■しょう て芒 ふ あた 

氷の結晶を敵に降らせてダメー ジを与える 

SLPS 01030 
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ふ.っじんしよラ 

風_召 
てきぜんたい 

.よウ〇丄ムK 1 ^ ^ : ttlSF iW^ 

消费mp1HU対象敵主体 
^'■1 かみしょうかん Lbおかぜ ま 拧 て寺 こうげき 

風の神をf彳喚し、大風を巻き起こしこ敵を攻撃する。 

bL U:;んしよう 

雷神召 
Itmかみ しようかん 舌よ3Dよく 7んしゾ ':げ芒 

萬の神を召喚し、強力な■撃で攻撃する 

てきたんたい 
I-J パ)二/.:. 1 /I « i 

消費m p140対象眼里!^ 

しえいふ 

止詠符 
C， I ruv .-.So こ 

敵の呪文や技を封じ込める 

ス 
てき れJや t 

敵の素珥さを下げる 

し..I Wムト #*1 

消&MP: £3U 
てぎたんたい 

顯敵単体 

て芒たんたい 
しぷうひエムピ t % Tlh m i-^ 

消費MP:15 対象:覼里W 

ド■」_ムSスト WH 10 
■>,M ； ft' チり はっせい fcCひょ5 つつ こ 

0Kりに落とす福を発生させ、目標を包み込む 〇 

て？:たんたし'| 
A|f AU 

対象敵里係 

シヤイニングウオ■ル しよ；！■ひニムビ-« 

消費MP: OU 
ぶ。〇こうげ.2 まも ふかし むべ コく 

物理攻撃から守る不可視の壁を作る。 

みかたひとり 

趙氱味方!人 

クイック 
味方の素早さを上げる 

みかたひとり 
V,,k ；'>TZ,L I™ n| 森 1 
消費m p: 35 対象:味万1人 

エンチヤント こrT:.丨 

消費MP: 00 

みかたひとり 

麻味方认 
ふ.き ,1.n A. < •こ. じゆfaん ふ•： ◦こ3‘!ブき き :き I： 3175 

武器に魔力を込める呪文。物理攻撃が効かない敵を攻撃することができる 
■■:う:ブ芒:〕よ< b 

ようになり、攻響力を上げることもできる。 

17 
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ルーンシェル 
まほうこうげき まも けつかい は 

魔法攻擊から守る結界を張る 

しnT 5ひェムビー 

消費MP: 60 
みかたひとり 

m味方认 

m 

■ ^ || しよラy.Tムピー«« 匕—ル 消費mp: 30 
たいしよ气し卢エィ子ビー かいふく 

対象者のHPを2 2 0ポイント回復する。 

みかたひとD 

靈味方1人 

ぶ 

Uフレッシュ しょ5ひエムビー 

消費MP: 
ど< ま 〇 'い[ン孓う -かいじよ 

毒，麻痺などのステータス異常を解除する。 

50 
みかたひとD 

鐮味方!人 

みかrこぜんし 

ヒールオール ；IImp： 
せんいんエイチピー かいぶ< 

全員のH Pを3 4 0ポイント冋復する。 

100雛味方全員 

知ひたひとり WTl tいし..i. -J 

嶔「味方1人」はカイエス又はシノブのどちらかが対象になります。 
ふくすう てき こ气げき .1.はう ze かず すく てきいつびき® たい こうびきりょく m 

※複数の敵に攻撃ができる魔法は、敵の数が少ないほど、敵1匹当たりに対する攻撃力が増します 
丰はう わんりょく せいしんりょく 

※魔法は腕力ではなく、精神力（キャラクターステータスの 
まほうこうげきりよく まほうぼうぎよ〇よ< すラち 

「魔法攻撃力」「魔法防御力」の数値: 
3か ゆj 

[こよってその効果が左右さ 

れます。 
こうげさま:まう こうか いってい w. ii -j つよ.:こど よわ こき a ベわ てきしかjb でんげ亡 よわ てど こ^ しゅるい 

※攻撃魔法の効果は一定ではありません。魔法に強い敵、弱い敵、まrこ火に弱い敵、雷（電撃）に弱い敵等、敵の種類によっ 
こうかてき 承ほラ S 13：：； 

て効果的な魔法とそうでない魔法があります。 
m しょろかし'I いが.い m is 5 つか 

※シノブのレベルが卜がるにつれ、ここで紹介している以外の魔法も使えるようになります。 

SLPS 01030 
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装備品の交換はフィールドメニュー5「装備」（7ページ）で 1¥います。1人につき 

「武器』「防具』「アイテム〗」「アイテム2」各1つずつの、合計4つまで装備すること 

ができます（アイテム装備欄には、装飾系やb御系のアイテムを装備することができま 

す）。 

ぐろ けん 

黒の剣 

ロングソード 

ブロ_ドソード 

シルバーブレード 

2 y K くろ Iづん じeあぐ 01ふTいん つた 

シノブが背に背負っている黒い剣。かつて、邪悪な竜を封印したと伝えられている。 
ひろ ふとCう いつばんこき モ： 5■は 3J- Dけん 

広く普及している、一般的な諸刃の長剣( 
■,T J li ^ PUtf rj ■'.し'I) K こうぱきf]よく Jさ めいちゅうりつ ていか 

幅広の刃を持つ大剣。攻撃力はロングソードに勝るが、命中率が低下する。 
まりょく ぎん つく 芍ょ5けん かる こうげきりょく たか 

魔力を秘めた銀で作られた長剣。軽くて攻撃力も高い。 
しちせいとう とうしん ほし 迕てん も S よ こが 

七星刀 刀身に星のような輝点を持つ、魔除けの小刀。 
S百0つP じんよう tんu :f. 3 こ-」し『？•り:f く は :it： Id 3こ0_:/さり/く 

マジシャンズワンド魔法使い専用の短杖。攻撃力はあまり無いが、魔法攻撃力をアップさせる。 

シルパーダガー 魔力を秘めたMで作られた短剣。.攻撃力もそこそこあり、魔法攻撃力もアップしてく 

れる。 

八ーフプレイト 軽装の金属鎧。防御力はそこそこで、広く一般に普及している。 
か‘い0 4つ ぱうざよr_U く J- きんぞcよろし、. 

ブレストプレイト八ーフプレイトを改良し、防御力を増した金属鎧。 
5 し ろし1 

騎士の鎗 
1^ん むねあ 

銀の胸当て 

きしたち そうび rf-ろい おも すうきよりよく 

クライツエンの騎士達の装備している鎧。重いが防御力はなかなかのもの 
J: 0よ < ひ ざん 卜.. 心 U あ 3：l^0!rf. "j) f rl. t' J： < ® 

魔力を秘めた銀で作られた胸当て。魔法防御力も上がる。 
すいりゅう 扔お うろこ D< よ■ろい みず こおり ブい じゅつ4 たいけい ち 

ブルースケイル 水竜の青い鱗で作られた鎧で、水（氷）系の呪力に強い耐性を持つ。 
I1，に 

導師のベスト 

すいしょ5 むね® 

水晶の胸当て 
じよてい むね® 

女帝の胸当て 

豕どうし Bf ひろ いっぱん ふ-？:ゅう 豕ほうし、 うご いちばん かんが 

魔導師がよく身にまとう，広く一般に普及している魔法衣。動きやすさを一番に考 
:JWu く 

えられているため、防御力はあまりない。 
すいしよ.う つぐ む0あ 

水晶をちりばめて作られた胸当て 
し1つばん ふきゆう まほ-3し） なか ，上い•二5 しな 

一般に普及している魔法衣の中では最高の品 
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し®わ きぶん 里fe 

アミュレット 幸せな気分になれるお守り。 
すいしょう tiいじ*うすいしょう いコこ 要ほうぼ5 ffょこ 

水晶のネックレス清浄な水晶が一個だけついているネックレス。魔法防御効果かある。 

その他の防具 

絹のスカーフ 
かわてふくろ 

革手袋 

ガントレツト 

iのこて 
プ□テクトリング 

IIの麵 

エメラルドリング 

Ifこく ラ と<Cし〇 そごい 

シノブの母国でしか売られていない、特殊な素材のスカーフ。 

手のひらを#護する。革製なので防御力は僅か。 

整fc製のこて。手元を保護し、攻撃力もわずかながらアップさせる。 
まりょく iy 氐ん つ < ぼう¢±0ょく ほか まほラほラ茳ょりa く 

魔力を秘めた銀で作られたこて。防御力の他、魔法防御力もアップする 

K編集の臟の労を}Iっ繼の¥iLIfの齒1みの1W夫を為っ。 
5:りよく ひ ぎん D< う—C D 

魔力を秘めた銀で作られた腕輪。 

PMに高値で取引きされてる希少な指輪。装備効果はあまり無い。 

SLPS 01030 
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つうこうしょう 

通行証 

っき帽子 

ポーシヨン 

エリクサー 
ふ5せんそ5 

風船草 

編し 

テンダーオイル 

ムーンバーブ 

金符け靈 
13ラじwこミ 

崩呪香 

エーテル 
ちんも< まきちの 

沈黙の巻物 

守護の巻物 

M晃の秘 
あか じa U芑 

赤の呪石 

« 3i し过5_ 

青の呪石 

e L # せ e 

黄の呪石 

せきしょ つ5か ひつよ3 03こ3しよう 

〇 

Sほう えいをよう Tベ う け せいじ丨う じよラにい tど 

J (ルクルーサの関所を通過するのに必要な通行証。 

羽根飾りがあしらわれた帽子。シノブは装備することもできる。 
エイチビー すこ か^ふく 

HPを少し回復する。 
エイチピーエムビーかんぜん かいふぐ 

HP . MPを完全に回復する。 

眠りから覚ます。 

体内の毒を消す解毒薬。 

麻痺を治療して動けるようにする 

眠り_毒•麻痺および、魔法の影響を全て打ち消し、正常な状態に戻す 

気絶を治療し、HPもある程度回復する。 

禁止状態の解除をする香木。 

MPを少し回復する。 

敵の魔法•技を封じ込める力を秘める巻物。 

敵の物理攻撃を防ぐ力を秘める巻物。 

魔力付与の力を秘める粉。 

火の魔力が封じられた石。戦闘時に使うと「パーニングスフイア」と 

同様の効果がある。 

のfc力が封じられた石。戦闘時に使うと「シルバーソーン」と同様の 

効果がある。 

雷の魔力が封じられた石。戦闘時に使うと「ターニングプラズマ」と 

同様の効果がある。 

0 

^mis.防7具、アイテムは紹介した以外にもまだまだ沢山の種類があります。色々な 

場所を探したり、色々な店を覗いてみましよう。アイテムはショップで購入するか、 

宝箱等の中を調べるかすると手に入れることができますが、中にはモンスターを倒し 
て はい きちよラ しな 

たときにしか手に入らない貴重な品もあります。 



■カイエス•ナインターク 
iの！！注。身だが、Miをも切り裂く r剣技」を使 

きず からだまじな し もと Dよ5よ5ちゅ3 

うことができる。傷ついた体を呪い師の元で療養中だった。 

魔鏡にシノブの姿を認め、衝動に駆られてその足跡を追うこと 

にするのだが 〇 

馨シノブ•リュード 
<ろ かみ いちそく しよラじよ せなか せお くろ けん けいしよつしゃfc 
黒い髪の一族の少女。背中に背負った「黒の剣Jの継承者足 

けんし さが でんせつ くろり!*ラ ひみつ なに 

りうる剣士を捜している。伝説の黒い竜の秘密について、何か 

を知っている様子……。呪符魔術を使うことができる。 

⑩ゼフュードル 
ようじんぼラ けんし いつけんけいはく こラしよくかん み 

用心棒をなりわいとする剣士。一見軽薄な好色漢に見えるが、 

剣の腕は一級。カイエスと同様の剣技を使うことができる 〇 

⑩U—ル•レツドエUン 
いせきはっくつ てんさいしようじよ 

遺跡発掘チームのリーダーをつとめる天才少女。クライツエ 
かくしよ のこ いせき けんきゅ亏 

ンの各所に残る遺跡の研究をしている。 

しよ一つかい 

キヤラクタ—紹介 SしPS 01030 
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•ェ•ニス 
凄腕の女盗賊。髪の毛のiから「1いエニス」と#ばれ、i 

れられている。船が難破し、クライツエンに流れついたシノブ 

を介抱する。どうやら何か裏があるようだ。 

なぞ しょ3じよ 

籲謎の少女_ 
いせきはっくつ いせき なか はつけん しよ5じょ 

遺跡発掘チームがクライツエンの遺跡の中から発見した少女。 
み おな くろ かみ 

クライツエンでは見られない、シノブと同じ黒い髪をしている 

が、全てが謎に包まれている。 

こ<0ゆう さんしと 

…ヴイイ、ルルス、ガルサ 
くろ み さんにん まどうし せんいん 

黒い□—ブを身にまとった三人の魔導師。どうやら全員が 
じよせい でんせつ 0ゆ5 くろ けん ひみつ かんけい 

女性で、伝説の竜や「黒の剣」の秘密に関係あるらしいのだが… 

23 



「戦闘がキツイ」「すぐ全滅して中々先にiめない」「_をすればいいかわからない」とい 
ひとたちため すこ おし 

う人達の為にほんの少しだけ、コツをお教えします。 

かいわ 

まち しろなど ひとびと はなし し 

街や城等では、人々と話をすることができます。話 
なか じぶん rうどう さが 

の中から、自分の行動へのヒントを探しましょう。 
灯し1,わ なか じゅうようじよ0u ふく 

また会話の中には^童要な情報が含まれていること 
があります。「伺処へ行けばいいかわからない」と 

ため よ5い じゅうよう 

いうことにならない為にも、メモを用意して、重要 
かいわ ないよう 打1 とく- 

な会話Cp内弯を書きとめておくとよいでしょう。特 
に、土地や街の名前などは、メモしておくと忘れず 
にすむでしよ3。 

*剣技、魔法（〗4〜18ベージ） 
けんき まほう てき ただい あた 

剣技と魔法は敵に多大なダメージを与えることがで 
こうかてきつび 奶いてじやくてん 

きますが、効果的に使うためには、相手の弱点をう 
つ ひつよう じゃくてん■こき .さまざま 

まく突く必要があります。弱点は敵によって様々で 
てき 0，くてん はや み疔 L.少5よ5 

すので、敵の弱点を早めに見切ることが重要です。 
b,ぃC1J-Jこうげき き てき IJんぎ 

また、直接攻撃が効かない敵には、カイエスの剣技 
こ：jか こぎ まほラ 

は効果がありません。そういった敵には魔法か、ま 
来りょく ふか ぶき こラげき 

たは「魔力を付加された武器」で攻撃しなければ、 あH 
ダメージを与えることができません。 

ら 

*調べる 
じよづ 

フイールド上では、〇ボタンを押すことでキヤラク 
め ま戈 し3 たからばこ なかみ 

ターの目の前を調べることができます。宝箱の中身 
や：^;棚の本奪、_ベられる場所はくまなく調べてみ 

ましよつ。 

せんとう 

*戦闘（〗1ページ） 
未ち 子と ないなど いご5 てき そ5■ぐ-；:) 

街の外やダンジョン内等を移動して敵と遭遇する 
びめん き か サんとう はい せんと5 

と、画面が切り替わり、戦闘に入pます。戦闘はキ 

ャラクターのレベルアップに不可欠ですが、かなわ 
てき C ぜんめVJ K子 

ない敵に向かっていくと全減の恐れがあります。 
げんざい じよラたいたたか はんだん 

「現在の状態で闘ってもかなわない」と判断したら、 
T-jたい けと て じよラたいかUふく 忒んぜん 

撤退するのも一つの手です。状態を回復し、万全の 
?：-い,仁い しようぶ ばんかいか てき tr 

体制で勝負にいどめば、前回勝てなかった敵にも 

〇 てるかちしれません 
てったい つね サいこう かぎ 

ただし、撤退は常に成功するとは限りません。また、 
てき ぜったい に ばあい 

敵によっては、絶対に逃げられない場合もあります 〇 

かいふく 
*固復（5ン〗3ページ） 

がめんしょ.） お ：イチビー 

フィールド画面上では0ボタンを押すたびにH Pと 
7ムご かいふく てき きしゅうj 

MPを回復させることができます（敵の奇襲を受け 
ばあい ちゅ5い 

る場合がありますので注意してください）。また、 
。どうちゆ.う ニイチドー丄ムビー 〇 t.ri' かいふく 

移動中にもHP，MPは僅かながら回復します。 
队とうちゅうじふ.ん エイチビーエムビー すこ 

戦闘中は自分のターンになるとHP■MPは少しず 
かいふく まうぎょじょうでいfe^b おお かいふく エイチビー 

つ回復し、防御状態で最も多く回復します。HP _ 
エムトr< ぼうぎょ. てっ かいふく ま 

M Pが少なくなったら、防御に徹して回復を待つの 
も艮いでしょう。 

かつよラ かいふくしゆだん は% < こづかてき 

アイテムも活用し、回復手段を把握すると効果的に 
プレイすることができます。 

*セーブ（ 9ぺ‘ 
フイー)レドメニ 

づ） 
0 ：i. 31 L：' ..，ようたい 

ューが表示できる状態であれば、い 
{ j -j r. ~n しん■し-3 

つでもセーブ' □—ドの実行ができます。進行に合 
^< f亏かし^ 

わせて、なるべくこまめに、複数箇所にセーブして 
tr まえ なお ときべんり 

おけば、「少し前か5やり直したい」という時便利 

です 〇 

麵 i 

■- 
:v 

獲 為:::.. 

二''.:':.': 

ちよつびりアドバイス SLPS 01030 
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ないよう 

• ゲ1—ムについて 
「黒の剣」は、時間をかけてじっくりとプレイすれば、誰もがエンデイングを見ることができるよ 

つく さを すす ばあい ゆろびん しつもん a 
う作られていますが、どうしても先に進めなくなった場合、郵便にてご質問をお受けいたします。 

し ばあい お5ふぐ ©うしんらん しつもん か へいしや おく 

ヒントをお知りになりたい場合、往復はがきの往信欄に質問を書いて弊社までお送りください。 

その際、カイエスとシノブのレベル、現在行き詰まっている場所等の状況を詳しくお書きくださ 

し、。返彳言欄にはお客様の住所とお名前をしっかりとお書きください。 

なお、電話による質問には答えられませんので、ご注意ください。 

せいひん ふりよラ 

製品の不良について 
しょうひんせいさく ばんぜん ちゆうい よき ふつごう はつけん ばあい かんが 

商品の製作には万全の注意をはらっておりますが、予期できない不都合が発見される場合も考え 

られます。 
か あ ちよぐご せいじよう どラさ ぱあい ふつラ あそ 

このソフトのお買い上げ直後に正常に動作しない場合や、普通に遊んでいてゲームができなくな 

つてしまった場合等、万一、誤動作が発見された場合には、弊社窓口までお知らせください。 

味3そ3さき 

郵送先 
とうきょうとちゅうおうくきようばしゆうびんきよくないししょばこ ごう 

〒104-00東京都中央区京橋郵便局内私書箱103号 

シーディーブ〇ス黒の剣ユーザーサポート係 

不良のおftい合わせに限り、電話でもお受けいたします。 

TEL03*5445-2660 „ 
電話受付時間/10 : 00〜12 : 00、13 : 00〜1フ： 00 (土曜、日曜、休日は除きます) 

お間違い電話のないよう、よぐ番号をお確かめになっておかけください。 

ほんせいひん ふくせい ちんたい ちゆうこはんばい ゆしゆつ きんし 

※本製品の複製、賃貸、中古販売、輸出を禁止します。 
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