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人間界と精霊界が共存する19世紀の倫敦。 

蒸铽機関によって変貌をとげつつある街の片隅に、ひとりの少年が暮らしていた。 

住む家もなぐ生きるために盗みもはたらく天涯孤独の少年 〇 

そんな彼を変えたのは、名探偵エヴァレットとの出会t、だった 0 

歎よんなことからエヴァレットに弟子入りすることになった少年は、 

オチヤメな相棒や美少女アリエスと共に、難事件解決を目指して奔走する Q 

倫敦の街を舞台に繰り広げられる冒険の数々 〇 

胸に迫るドキドキ&ワクワクの二重奏 0 

さあ、始めようf供の頃のあなたに辰って、笑I、あり涙ありの、夢の探検を 〇 

:ft? 終' 

鰭曝 

fあいさ 
このたgはノ 

_ 

ForJapanOnly 

sft 01787 

一じ 

i霊探偵団をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます3 

、た集き、1EU、使用法でお遊びください。 
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主なゲームのシステム-—--- 
_   __:_._,___,_,_■        _____-■.一..…- 」 

このゲームは、従来のRPGとは違い、シナリオが章構成になっています。一つひとつの章 
を順番に解いていくことによってストーリーは進んでいきます。分岐はありません。 
主人公の少年は、名探偵エヴァレットの弟子として探偵見習いとなり、仲間の相棒やアリ 
エスとともに、数々の事件を解決していきます。 

ゲームのすすめ方 

タイトル画面：初めてプレイする場合は 
ここで「はじめから」を選んでください。 

[[ゲームの中断と再開| 

セーブした続きをプレイする場合にはrつづきから」 
を選んで下さい。好きなセーブデータを選んで、 
〇ボタンを押してください。 

.'■-■ダ-： 
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Ki利 
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ゲームの中断：それまでの調査を中断する場合は、「メニュー」にあ 
る「データのセーブ」を選んで行ないます（詳しくは9ページを参照 
してください)。データを保存するには、メモリーカードが2ブロック必 

要です。データは3つまでセーブすることができます。なお、戦闘中 
はセーブできません。（メモリーカード差込口1にのみ対応） 
ゲームの再開：セーブデータがあれば、タイトル画面でrつづきから」 
を選ぶことで調査の続きをプレイできます。好きなセーブデータを選 
んで〇ボタンを選んでください。 

2 LONDON SEIREI TANTEI DAN 



Eコントロー■ラの使い方I 
コントローラ 

L2ボタン R2ボタン 

R1ボタン 

△ボタン 

SONY 

ぶ 
f^dy^Lcilkiia 

no 
SELECT STAFTT 

oホ’タン 

Xボタン 

方向キ_ 

□ボタン 

SELECTボタン STARTホタン 

方向キー キャラクターの移動、メニューカーソルの移動 

〇ボタン 話す、調べる、スイッチを押すなどのアクションボタン 

メニュー時の決定ボタン 

Xボタン メニュー時のキャンセルボタン。マップ移動時のダッシュボタン 

△ボタン メニューウインドウを開く 

□ボタン 使用しません 

L1ボタン メニュー表示時に収まりきらないぺージのべージ送り 

R1ホ’タン // 

L2ボタン 使用しません 

R2ボタン 使用しません 

STAR 丁ボタン 使用しません 

SELECTボタン 使用しません 

リセット：コントローラのSELECTボタン、L1、R1を同時に押したまま、STARTボタンを押すとリセットできます。 
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前の入力 
少年が探偵エヴァレットの弟子となる時、少年の名前を入力し 

ます。画面のカーソル（羽根）を動かして名前を入力し最後に 
「決定Iを選択して下さい。 

ゲームの流れ 

屋根裏部屋のベッドで起床! 探偵事務所へ降りていくと 

エヴァレットさんが… 

いろいろ話を聞いたところで、 

さあ、今日も調査に出発だ! 

各キャラクターにはHP (ヒットポイント）®とSP (スピリチュアルボイ 
ント）⑧が設定されており、バトル時とメニュー画面時に表示されま 
す。戦闘中にダメージを受けるとHPが減り、全キャラクターのHPが 
0 (セロ）になるとゲームオーバーとなります。 
SPはバトルコマンドの「必殺」を使う時に消費します。 
HPもSPもアイテムによって回復することができます。 
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バトルについ 

; 夜の倫敦やダンジョン内は何かと物騒なので、移動中に敵と遭遇することがあります。敵と遭遇すると、 
: バトル画面に切り替わります。 

! I政撃方法II • 

' 攻撃時には、 
① バトルコマンド選択（「攻撃」®、「必殺」⑧、「アイテム」© 

メニューから「攻撃アイテム」、「逃げる」◎のうちの1つ） 
② 武器選択 
③ 技選択 
④ カーソル（羽根）で攻撃する敵選択 
の順で行ない、〇ボタンで選択、xボタンでキャンセルします。 

•攻撃のポイント ミ識戀g濃'^^ 圈.ijMP 
各技の中には敵に「隣接」して攻撃するものや「少し離れて」攻撃するものがあります。「少し離れて」攻 
撃する場合、「隣接」するものよりも威力は弱くなりますが、自分に回ってくる攻撃の順番が早まる場合が 
あります。その他にも特定の敵のみ効くものなど色々な技があるので、うまく組み合わせて効果的に攻撃 
しましょう。 , 

バトルコマンドの説明 
■■：<■* 'V- •* ~ n 1へ _    一—、'、二一a一    .仝:：--.ス，. 

•攻撃 
装備した武器で通常の攻撃をします。選んだ技 
によって敵との距離が変わり、威力や攻撃の回 
ってくる順番が変わるので、良く考えて選択し 
ましょう。また、火、水などの属性のある攻撃も 
あるので、敵に合わせた攻撃が有効です。 
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•必殺 
SPを消費することで、通常よりも威力が大きかったり、広い範囲の敵に 
ダメージを与えたりする特殊な効果をもつ攻撃をする事が出来ます。レ 
ベルが上がることで、パワーアップしたり、新たな技を覚えることが出来 
ます。 

•ァィ紊ム 
回復、攻撃、補助アイテムを使うことができます。 

衿 一gr 

mm; 
スキが大きい 

•精霊否喚（精霊探偵ヴァージルのみ使用可能） 
「必殺」コマンドから「精霊召喚」を選択することにより精霊を召喚して相手を攻撃する必殺技です。ただし 
精霊探偵しか使用することは出来ません。必殺技と同じくSPを消費します。 

精霊には、敵を攻撃するものや、HPを回 
復するもの、その両方の効果を得られる 
ものなど、たくさんの種類があります。 
(詳しくは16ページ) 

•逃げる 

呑.い褚霊仓 

，夕胃亡7 7イT 
v i[アビジn :ノ 

移鈐せずに仲SBh A: 
本-中革系i G上昇させる 

バトルから逃げることができます。ただし、ボスなどの強い敵からは逃げられないこともあります。 

状態異常| 

アイテムや技の中には、敵の状態異常を引き起こす特殊攻撃（「毒」、「マヒ」、「魅了」他)があります。 
状態異常になると、特殊な効果を与えることができます(詳しくは19ページ）。状態異常は、戦闘が終 
了すると回復します。特殊攻撃は、敵も使ってくるのでその時にはアイテムを使って回復しましょう。 

レベルアップについて 

敵を倒す、依頼を達成することで、経験値を手に入れることが出来ます。 
経験値が一定量たまると、キャラクターはレベルアップU新しい技を覚えたりして強くなっていきます。 
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ステータスウインドウ 
…各キャラクターの状 
態がわかります。 

コマンド 
④…アイテムを使う 

⑧…装備の変更_ 
◎…ステ—タス表不 
⑬…ゲ_夕のセ— 

パン-タイ 
HP 3：：/ 33 E.ZP 
» tu n m 

相褥 
KP :0/ 20 l'/S> 
SP 3/ 3 m 

7イ子ム在使う 

所持金…現在持っている 
金額。単位はポンド。 

コマンドコメントウインドウ 
…現在カーソルで選択して 
いるコマンドの内容を表示 
します。 

ゲーム中、△ボタンで出す事ができます（バトル時を除く）。各キャラクターの現在の状態と経験値、所持金が 
わかります。 
各コマンドの使用方法—選択したいコマンドを方向キーで選び、〇ボタンで決定すると各コマンドのメニュー 

を表亲します。 Iゃャ畔虜窗酬通證1■邏l 

現在持ってL、るアイテムとその数暈がわかります。また、回復アイテムを使用することができます 

•回復アイテム……HPやSP、状態異常を回復します。 
フイールド時とバトル時で使用。 

♦攻撃アイテム……敵に対してダメージを与えます。バトル時のみ使用。 
補助アイテム……パラ弟-夕を変化させます。バトル時のみ使用。 

春装備品•…現在自分が装備してぃるアイテムを表示します。 
アイテムコマンドでは使用できません。 

_その他..イベント時にもらえるアイテムやパラメータをアップさせ 

る特殊アイテムがあります。フィールド時のみ使用。 

アイテムには、人に話しかけてもらえるもの、事件を解決する際にもらえるもの、道具屋で買えるものなどがあり、中には骨董 

屋に売れるものも&ります。いろいろ試してみましょう。 隱〇™腳柳プ 



II備の変更 

このコマンドによりキャラクターの武器や防具、小物を装備させることができます。 

装備には以下の7つがあります。装備品のうち、いくつかのアイテムは共通して装備することが出来ま 
す。しかし武器は基本的に各キャラ専用です。 ， 

武器! v 

武器2 

武器3 

頭…頭にかぶるもの 
体…身につけるもの 
足…足にはくもの 
小物…その他身につけるもの 

尸:〕 少年 
HP 54 EXP 
sp lb mi 89 

1 
武器2 
武器3 
m 

体 

ふ物 
^9- 

ふつうめバ车ンコ 
穴きなパキソ3 

竹編みのぼうむ 
おふるのコート 
おふ5のクシ 

のバゲジ 

tfいやすくも使U ぐくもない 

武器1〜3は、パラメータの素早さ、攻撃力、防御力、命中率、回避率に 
影響をあたえ、頭、体、足、小物は素早さ、防御力、回避率に影響します 

各キャラの装備の例です。 
少年探偵…パチンコ、大きなパチンコ、火薬、服やコート、帽子 

アリエス…傘、本、メガホン、ドレス、リボン 
相棒が•棒きれ、石、服やコーK帽子 
精霊探偵…精霊銃(固定)、精霊石、服やコート、帽子 

武器や防具、/]、物は、お店で買うことで手に入れることができます。 
たまに、道端に落ちていることもあります。 
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p\ 
ぃI 今，1 

/ 

タス表示|jj 

このコマンドを選択すると、各キャラクターごとの装備とステー 
タスを見ることができます。また、〇ボタンで詳しいステータスや 
現在使える技の一覧を見ることができます。（方向キーの左右 
で、キャラの切り替えができます。） 

•「ステータス表示」時のパラメータ 

力 攻撃力に影響 
体力 HPに影響 

素早さ 攻撃をかける順番に影響 

賢さ SPに影響 

運 攻撃の命中率に影響 

勇気 探偵に必要なもの 
HP ヒットポイント（生命力） 
SP スピリチュアルポイント（精神力） 

EXP 現在の総経験値 
NEXT レベルアップに必要な経験値 

しV 現在のレベル 

セーブができます。 
セーブデータは、力一K1枚につき3つまで作ることが出来ます。 

LONDON SE1REI TANTEt DAN 



I[探偵協会事務所]] 

探偵協会では、解決すべき事件の依頼を受けることができます。メインシナリオで起こる事件だ 
けでなくサブイベントの事件を受けることもできます。また、そのときまでに遭遇、もしくは名前を 
聞いている怪人の資料を見ることが出来ます。 

•依頼について 

倫敦の街で起きてt、る事件を協会を通して依頼を受け、 
解決することでそれぞれの事件に見合った報酬が銀行 
に振り込まれます。 

•怪人リスト 
倫敦の街に現れる怪人の情報を見ることができます。協 

会内の蒸気式自動検索機を使うことで、怪人の資料を 
閲覧できますD 

10 LONDQN SEIREI TANTEhDAN 
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[倫敦の街にあるお店オ 
倫敦のあちこちにある店で、買し、物をすることが出来ます。 

•骨董屋 
武器が買えます。 
唯一、アイテムを買ってもらえる場所でもあります。ただし、骨董屋 
で引き取れないようなもの（たとえば食べ物等）は売ることが出来 
ません。 

•仕立て屋 
防具が買えます。 
ここで物を売ることはできません。 

•道具屋 
アイテム（主に状態異常の回復アイテムや攻撃アイテムなど）が 
買えます。 
売ることはできません。 

•パブ 
食事をとって、HPとSPを回復することが出来ます。 
このゲームでは、いわゆる宿屋がありません。HPを回復するには、 
パブで食事をとるか、回復アイテムが必要です。また、章をクリア 
すると、自動的に回復します。 
回復アイテム（主に食べ物）も買うことができます。ここで物を売 
ることは出来ません。 

※このほかにも、中華街などに行くと、その場でしか買えない食べ 
物などを買うことができます。 
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⑩新聞屋 
主人公（プレイヤー）の活躍や倫敦で起きている出来事が 
新聞で読むことができます。 

⑩事件の成功報酬が振り込まれます。貯金はできません。銀行 

の探偵専用窓口に話しかけると、現在の振り込み状況を教えて 
くれて、お金を引き出すことが出来ます。 

市庁舎には、以下の二つの機能があります。 
•害獣駆除賞金制度 
害獣を倒すことによって、その数に応じて賞金がもらえます。 
•害獣駆除ポイントシステム 
害獣を倒すとポイントがたまり、ポイントに応じた賞品をもらうこ 
とができます。店では売っていない貴重な物などもあります。 

倫敦には蒸気機関による地下鉄が走っており、主要な場所の 
間を簡単に行き来することが出来ます。地下鉄は無料で、誰で 

も自由に利用することが出来ます。ただし、夜は利用できません。 
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[その他の街並] 

「倫敦」の街の中を歩いてみよう！ 
思わぬところに路地を発見したり、何か事件が起こったりするかも… 

ほか.a探ばめおハナシ 
き会11去亡よ 

探偵事務所では 
とにかく話しかけよう 

こんなとこも入っていけちやう 降りて行くのも一苦労! 

屋根の上には 
むやみに行かないこと! 

通風口に入れるか? 

ダンジョンには 
入口を開けるスイッチも 

hI D 

二 
r • 

万博にまつわる数々の事件… 
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ヒロインのアリエス 
■イギリス人。12歲。 
•本名アリエス•アイヴォリー " 
參勝ち気で陽気で負けず嫌い。 
籲かわいいけれど自分のミスを認めない。 
■何でも主人公のせいにしちゃう、ちょつと 
にくい女の子。 二 

少年探偵（プレイヤー） 
_イギリス人。10歲。 
鲁孤児であったが、探偵先生に見出 
されて少年探偵（見習い）となる。 

籲元軍いっぱいの少年だが、子供な 
ので手加減をすることを知らない。 

♦/Vチレコと花火を手放さない。 

ブ r / r 

y 

キャラクター紹介 
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怪人スベクター ^ 
響イギリス人。50代半ば& 
參本名ウイリアム。ブレイク 
_古風な価値観に生きる怪人。 
•失われつつある古い時代の美学に身を捧げている 
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ヴァージルは戰闘時に「精霊召喚」を使 

うことで「精霊」を召喚できます。 

召喚された「精霊」はそれぞれの属性を 

持っており、攻撃系、防御系などの異な 

つた効果を得ることができます。属性に 

は、地、水、火、風、聖、邪がありヴァージ 

ルのレベルが上がると召喚できる精霊の 

数も増えていきます。 

精霊召喚の効果 
トネリこ…地の属性を持った精靈。 
癒しの力で仲間全体を回復してくれます。 
ウィツロホチトリ…風の属性を持った精霊， 
大気を自在に操って敵1体を攻撃します 
ボイホスTホローン…火の属性を持った精憩 
炎の力で敵全体を攻撃します。 I 
メルシーヌ…水の属性を持った精霊.• I 
水流で一定範囲内の敵を攻撃します， I 
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捜査に行き詰まったら 
■困ったときはエヴァレット 
事件が難航しているとき、新たな手がかりが見つ 
かったときなどは、エヴァレットを訪ねましょう。彼 
はたいてい自分の事務所か1Fの居間にいます。 

■暇なときには探偵協会 
何もすることがないときは探偵協会に行ってみ 
ましょう。新たな事件が発生するかもしれません。 
また、メインシナリオ以外の依頼を受けることも 
できます。 

■不思議な事件は精霊探偵 
幽霊騒ぎなどの警察が相手にしないような事件 
が起こったとき、精霊探偵を訪ねてみましょう。彼 
ならば、そう言った不思議な事件について耳を 
傾けてくれることでしよう。 

状態異常について 
状態異常には6種類あります。状態異常になったキャラクターにはその状態を表すマークが出てきます 
状態異常になったキャラクターは順番が回ってきた時に以下の効果が起こります。 

毒 現在のHPの10%が減少していく 
I ■ J 

味方を攻撃する 

行動できないことがある。攻撃力30%低下* 
防御力30%低下•回避率30%低下 

■あばれる敵•味方を問わずに勝手に攻擊する 
攻撃力20%上昇，防御力20%低下 ■ねむりしばらくの間順番が回つてきても行動で 

きない。防御力10%低下_回避率10%低下 
なみだ 命中率が50%低下する 
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このソフトの内春:に 

ついてのご質問は、 03-3847-5090 受付時間/月〜金曜日（祝日を除く) 

10時〜16時にお問い合わせ下さい 

•電話番号はよく確かめて、お間違えのないようにしてください( 

_受付時間外の電言舌は、おさけください。 
■東京23区以外の方は、市外局番(03)をお忘れのないようにしてください, 

《お買い上げのお客様へ》商品についてお気づきの点がございましたら、お客様相談センターま 
でお問い合わせください。住所、電話番号、保護者の方とお子様のお名前、お年も必ずお知ら 
せください。 

バンダイお客様相談センター 

I (関東}台東区駒形2 5-5 〒111-8〇81 ^03-3847-6666 

:-(関西）大阪市北区費崎4-12-3 亍531-0072 ® 06-6375-5050 

(中部）名古屋市昭和区御器所3-2-5亍466-0051 ^052-872-0371 

馨電話受付時間月〜金曜日(祝日を除く）10時〜16時 
•電話番号はよく確かめて、お間違えのないようにご注意ください。 

おことわり 
しょうひん きか < 代い？ん siんゼん ち®ラい It:いよ > ひじょう ふくざつ 

商品の企画、生産には万全の注意をはらっておりますが、ソフト内容が非常に複雑なために、プ 
しよう よき ふつこう y ：■けん はあい まんいち ごどうさとう お 

ログラム上、予期できない不都合が発見される場合が考えられます。万一、誤動作IIを起こす 
は#い そうたん いっぽう 

ような場合がございましたら、相談センターまでご一報ください。 
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しよラUよラ ちゆラい 

使用上のご注意 
かていよう せんよラ きし！¢5 

籲このディスクは家庭用ビデオゲーム*コンピュータ“PlayStation”専用のソフトです。他の機種でお使いに 
き#など こしよう げんいんみみなど しんたいわるえいきよう%た ばあい ぜったい 

なると、機器篕の故障の原因や耳等の身体に悪い影響を与える場合がありますので絶対におやめください。 
_このディスクは! NTSC マークあるいは FOR SALE AND USE IN JAPAN ONLY 

ひょうき にほんこくないしよラ 

， _____ ....jの表記のある|日本国内仕様の 
たいおラ かいがいしよラ しよう かいせつしょ 

“PlayStation”にのみ対応しています。海外仕様の“PlayStation”では使用できません。籲「解説書」および 
かいがいしよラ 

ほんたい とりあつかいせつめいしょあんぜん ラえただ しよラほラほラ あいよラ 

“PlayStation”本体の「取扱説明書」「安全のために」をよくお読みの上、正しい使用方法でご愛用ください。 
ほんたい ばあい かなら などいんさつ 

籲このディスクを“ PlayStation”本体にセットする場合は、必ずレーベル面（タイトル等が印刷されている面）を 
〇 A ちゅ？ tiラぶぶん かる お こ あんてい しゅラり，tラご 

上にしてください。また、中央部分を軽く押し込み、ディスクを安定させてください。•プレイ終了後 
ほんたい と だばあい ほんたい お かいてんかんぜん 

“PlayStation”本体からディスクを取り出す場合は、本体のオープンボタンを押し、ディスクの回転が完全に 
と かくにん おこな かいてんち仲う ふ きす 

止まったのを確認してから行ってください。回転中のディスクに触れると、けがをしたりディスクを傷つけたり 
ほんたい こしょう げんいん ぜったい りょラめん しもんよご きずなど 

本体の故障の原因になりますので、絶対におやめください。_ディスクは両面とも、指紋、汚れ、傷等をっけないよ 
. と あっか などちょうふ えんひつ など もじ え か 

うに取り扱ってください。またシール等を貼付したり、鉛筆、ペン等で文字や絵を書かないでください。籲ディス 
よご .とき やわ ぬの ないし■ゅラ がいしゅう む ほうしpじょラ かる ふ t 

クが汚れた時はメガネふきのような柔らかい布で、内周から外周に向かって放射状に軽く拭き取ってください。 
とき よう ようざいなどしよラ わ へんけい 

その時、レコード用クリーナーや溶剤等は使用しないでください。•ひび割れや変形したディスク、あるいは 
せっちゃくざいなど ほし*う ごさどう げんいん ぜったい しよう ちょくしゃにっこう 

接着剤等で補修されたディスクは誤作動の原因になりますので絶対に使用しないでください。■直射日光のあ 
ばしょ だんぼうき# ちか などこラおんところ ほかん しっけ おおところ さ 

たる場所、暖房機器の近く等高温の所には保管しないでください。また、湿気の多い所も避けてください。•ケ 
—スやディスクの上に、重いものを置いたり落としたりすると、破損しけがをすることがありますので絶対におやめ 

しゅうりょうご もど よラじ r とど ばしょ ほかん きvCさま 

ください。•プレイ終了後はディスクをケースに戻し、幼児の手の届かない場所に保管してください。•お客様 
あやま と あつか し丨ラ yそんなどかん ぼしjtう りょうしょう 

の誤ったお取り扱いにより生じたキズ、破損等に関しては補償いたしかねますので、あらかじめご了承ください。 
ほんたい とラえいほうしき ぜったいせつそく 

⑩“PlayStation”本体をスクリーン投影方式のテレビ（プロジェクシヨン•テレビ）には絶対接続しないでくだ 
さい。残像光量による画面焼けが生じることがあります。_ソフトによってはメモリーカードが必要な場合が 

かいせつしよ かくにん 

あります。「解説書」で確認してください。 

とラえいほラしき 

けんこラじよう ちゆうい 

健康上のご注意 
ヒき けんこラ じかん ふんき*うけい t t # すいみんぶそく t $ 

_プレイする時は健康のため、1時間ごとに約15分の休憩を取ってください。⑩疲れている時や睡眠不足の時は 
プレイを避けてください。_プレイする時は部屋を明るくし、なるべくテレビ画面から離れてください。•ごく 

つよひかりしげき う てんめつ < か式 がめん * いちじてき きんにく いしき 

まれに、強い光の刺激を受けたり、点滅を繰り返すテレビ画面を見ていると、一B寺的に筋肉のけいれんや意識 
そうしつなどしiうUょう お ひt けいけん かた じぜんかなら いし そうだん 

の喪失等の症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、事前に必ず医師と相談してください。また、 
ちゅう がめん み しょ7じ■£う ばあい ちゅうし い レ しんさつ 7 

プレイ中の画面を見ていてこのような症状が起きた場合は、すぐに中止し医師の診察を受けてください。 
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