




















●ENC口URAGEMENT口F CADUCEUS  

『超執刀カドゥケウス』のす>め
ここでは 「超執刀カドゥケウス」をプレイするに当たり、 手術のまえに知ってお

きたい大前提、甚本的な採作方法やゲームのモードについて、さらに移動や手

術時の画面の見方を紹介している。切るまえに読むべし。

せ 操作方法
まずは操作方法を立えよう。「超執刀カドゥケウス」

では、ボーズや会話のスキップ以外の操作はタッチ

ペンで行なえるが、任意の移動や会話を進める際

は、ポタンで採作することも可能だ。また手術中は、

会話を進めるときにタッチのかわりにAボタンを使

用する程度で、処骰自体はタッチペンを使って行

なうことになる。どのポタンで何ができるかは以下

を参照のこと。

■ポタン説明 0十字ボタン
ゲームモードの選択や、オペレーションモード選択

時のカーソルの移動に使用。

O Aポタン
タッチペンのタッチと同じ役割をする。項目の決

定や会話を進める際に使用。

OBボタン
LOAD GAMEでの「戻る」や、OPERATIONでの

「EXIT」の選択に使う。カーソルが「戻る」や

「EXIT」に移動したらAポタンを押すことで、 その画

面から抜けられる。タッチペンの場合は、「戻る」や

「EXIT」をタッチするだけでいい。

O SELECT 
会話のスキップに使用。これはボタン操作でしか

できない。スキップ中にもう一度SELECTを押す

と、通常の会話スピードに戻せる。

0START 
ポーズに使用。ポタンでしか操作できず、また手術

中にしか使えない。

データの初期化

ソフトのデータ初期化方法を説明しておこう。

「超執刀カドゥケウス」をセットしてDSの霜源を入

れると、プレイソフト選択画面に 「ちょうしっとう力 ( 

ドゥケウスJと表示される。これにカーソルをあわ

せた状態で、 Lボタン、 Rポタン、十字ポタンの上、

スタートポタンを同時に押しながらAポタンを押す

と、初期化メニューに移行する。ここでカーソルを

「はい」にあわせてAポタンを押すと、データの初

期化を行なえる。当然、初期化を行なうとセープ

データはすべて消えてしまうので注意。

L ~ 

初期化をする場合は｀
十字ボタンの左右で
「はい」か「いいえ」を
選択し、決定しよう。
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も モードメニューについて
「超執JJカドゥケウス」では物語を楽しむストー 示されるNEW GAME、LOADGAMEはストーリ

リーモードと、ストーリーモードでクリアした手術を 一、OPERATIONはオペ レー ションモードを遊ぶ

何度でもプレイできるオペレーションモードのふた 際に選択する。それぞれのモードメニューについ

つを楽しむことができる。モードメニュー両面に表 ては以 Fを参照。

■モード説明 I 0NEWGAME 
ストーリーモードを新規ではじめる際に選択。

f)LOADGAME 
ストーリーモードでセーブしたデータをロードする

際に選択。

E)OPERATION 
ストーリーモードでクリアした手術を再度プレイす

る際に選択。データを初期化しない限り、一度登

録された手術は選択することが可能だ。

と 画面の種類
ゲーム中は、おもにイベント JllijJ面と手術JllijJ/ij、手 l ■手術画面

術終 f後に得，9.’.りが表示されるランク両面の3つで

構成されている。イベント画面では、上画面でスト

ーリーが進行し、下両面には現在地が表示される

が、このIlllil川では下両面をタッチするかAポタンを

押 して会話を進める以外、とくに何かをする必要

はない。3つの両面の中で見方をし っかり北えて

おかなければならないのは、手術IIhilfi。詳しい見

)iは次ページを参照。

■イベント画面

-年t-

一ヰド・

一牛t一

呵・ 一出•-

一土ト••

8
 



て 手術画面の見方
本作のメインは、なんといっても手術。全37の手

術をひとつひとつ成功させなければ、物語のラス

トを知ることはできない。そのためには、プレイヤ

ーの戦楊となる手術jilij面の見方をしっかりと北えて

■手術画面の説明

-年t-

OOPERATION SCORE 

おくことが重要だ。手術画而には、，患者を生かす

ための伐重な情報が至るところに表示されている。

どこになんの情報が表示されているのかを詑え、

COOLな執刀を行なおう。

0手術助手
その手術の助手を務める人間。

0情報
手術助手から発せられる情報。執刀に関する注意

点や患者の状態、つぎに何をすべきかの情報が表

示される。

0バイタル
患者のパイタル（生命値）、 いわゆるヒットポイントの

ようなもの。患者の状態にもよるが、基本的に最

大値は99。この数値が0になるとゲームオーパー。

0心電図
パイタルを図化したもの。パイタルが21以上あれ

ば緑色で、20以下になると黄色で表示される。

0コールサイン

助手からアドパイスや新しい情報があると、画面の

場所に出現。コールサインがでたらCALLマークの

でた部分をタッチするか、Aボタンを押して話を聞き

終えないと、処置を続けることができない。会話を

進めている際は基本的に時間が止まるが、希にタ

ッチしなくても自動的に話が進むことがある。その

場合は時間も進んでいることを覚えておこう。

0術野
手術を施す人体。オペレーションフィールドともいう。

執刀中の手術の得点。手術の進行状況に準じて C) 手•得jJ ゞ レ ッ ト

加算されていく。MISSしても浅算はされない。 各手術器具のアイコン。アイコンをタッチすること

でその器具を手に持つことができる。各器具の詳

f)MISS LIMIT 細は10ページ以降を参照。

各手術でミスを許される回数。ミスを1回するたび

にカードが1枚波り、20枚のカードがすべてがなく

なるとゲームオーパーとなってしまう。どの手術に （ 

おいても一律20枚。

E)TIME LIMIT 
各手術に設定された制限時間。タイムが00:00: 

00になるまでに手術が終了しなければゲームオー

パー。手術中に制眼時間がかわることもあるので、

つねに気を配っておくこと。



●H 口WT口 USE 口 F THE  T口口 L

手術器具の使い方
外科医の命、手術器具。ここでは 「超執刀カドゥケウス」で執刀の際に使用する

l0個の手術器具と、重要な情報をもたら してくれるコ ールサインについて紹介

する。どの器具が何の処骰に使えるのかをしっかりと北えておこう。

も 器具の並びを覚えよう
まずは10個の器具がどこに骰かれているかを伐

えよう。手術器具は下画面の左右に5個ずつ、計

JO個が配附されている。左側には上からレーザー、

ヒールゼリー、ドレーン、ピンセット、手 （超執刀）。

右側には上からスキャナ、メス、縫合キット、注射

器、保護テープが並べられている。

医師であるプレイヤーは、息者の状態や処骰方

法に応じて、これらの器具を選択し使用していかな

ければならない。手術中は1分1秒を争うため、 「メ

スはどこかな ？」 などと悩んでいるヒマはない。必

要な器具をすぐに選択できるようにしておこう。な

お、器具はふたついっぺんに使うことはできない。

＠ 器具は消耗品です
手術器具は使えばなくなる消耗品。使い切って

しまったら、補充されるまではその器具を使えない

状態で手術を進めていくことになってしまう。器具

の消耗度合は、各器具の横に表示されているゲー

ジを見ることで確認できる。

たとえばレーザーを使用し萩けると、レーザーア

イコンの横に描かれているゲージが減り、アイコンが

赤になると残祉はわずか、グレーになると使用不可

となってしまう。大事な局面でその器具を使えない

などという状態にならないよう、器具の消耗度合を

確認しながら手術を進めることも、医師の重要な

務めとなる。

■器具のおかれている場所と名前

0レーザー
0ヒールゼリー
0ドレーン
0ピンセット
〇手（超執刀）

0スキャナ

0メス
〇縫合キット

◎注射器

傷保護テープ

■消耗度合の見方, 
…使いはじめの状態

…半分くらい使っている状態

態

態

状

状
い

た

な

っ

少

切

，
 

り

し

使

残

▼

■
 も 右は右、左は左のクセをつけよう

右利きのプレイヤーは右手に、左利きのプレイヤ

ーは左手にタッチペンを持って手術を進めている

ことだろう。基本的には片手持ちで手術を進めて

もいい。しかし、手術が進むにつれ、 1秒の回復剤

投与の遅れや、 1秒の器具の持ち替えの遅れが許

されなくなり、手術を成功させることが難しくなっ

てしまう。左に並ぶ器具は左手のタッチペンで、右

に並ぷ器具は右手のタッチペンで選択できるよう

にしておけば、器具を持ち替えてから使用するま

での時間を短縮でき、手術をスムーズに進められ

るようになる。

※上記の説明は右利きの場合の説明です。
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]̀…レーザー
レーザーはおもに、腫瘍、ポリープの焼却や、寄

生体を焼き殺す際に使用する器具だ。レーザーを

持った状態で下画面をタッチすると、タッチした部

分にレーザーが照射される。タッチし統けることで

レーザーを継続して当て続けられるが、健康な臓

器に照射し統けると街をつけてしまうので注慈。

傷をつけてしまった場合、ヒールゼリーでレーザー

痕を治朕しよう。レーザー痕から血が咬出して血

だまりができてしまったら、ドレーンで血液を吸引

してからゼリーを塗ること。

■対処例

ポリープ Ill瘍 寄生体1

寄生体2 チップ

｀…ヒールゼリー
メスを入れるまえや、縫合が終わったあとの消詣

だけでなく、縫合の必要のない傷口をひと途りで

完治させられる魔法の薬ヒールゼリー。ほかにも、

裂傷に塗ることで出血祉を減らしてバイタルの低

下を抑えたり、腹膜上を動き回る寄生体の動きを

遅くさせるときなどにも使用していく。使い方は、

塗りたい場所にタッチしてペンをスライドさせるの

だが、上下にスライドさせるのではなく、上から下、

上から下と1回スライドさせたら、またもとの地点に

タッチし直して塗るといい。

●対処例

開創時 閉創時 小さな裂傷

レーザー痕 寄生体

• ~ ~ --l ~ ~ ~ ~ I ・ ・ • 

三 小さな腫瘍や寄生体の焼却

レーザーを当てたい部
分にタッチし続けるこ

とで、患部や寄生体を

焼き殺すことができる。

照射をし続けると内蔵

に穴がっ！血が噴きだ

すまえにヒールゼリー
で治療すること。

三 消毒や小さな裂傷、レーザー痕の治療。

寄生体の進行妨害

^L  L r EU  

縫合終了後の血のにじ

んでいる爛口にはOK!
がでるまでヒールゼリ

ーを塗りつける。

寄生体に塗ると、動き

を遅くさせられる。こ

のスキにほかの処●が

できるぞ。

, 1, 9 9 
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亙 …卜‘‘ レーン
長いfiを使ってJUlや水などの液体や気体を吸引

する器具。ドレーンを手にして吸引したい部分をタ

ッチすると、長い笠が出現。その状態で符をなぞ

るようにタッチペンを下から上にスライドさせると、

液体や気体を吸引できるが、スライドの距離が長

いと吸，；1址は妍え、短いと減ってしまう。1回で吸

引しきれなかった場合は、再度吸引口にタッチし

てスライドさせよう。なお、息部にタッチしたあと、

上から下ヘスライドさせると、吸い上げたものを戻

すことができる。

■対処例

血液 組織液 腹水

気体 水

］`…ピンセット
楳物の摘出や人t膜の移植、 血行や伐nのクリ

ッピングや吻合などに使）0。汎物摘l.liでは、取り

除きたい巽物をタッチし、そのまま左下にでる トレ

イヘと移動させてからペンを離せば終了。ただし、

ガラス片や楔など、人体に刺さったものを摘出す

る場合は、傷口から垂直にペンを動かし、完全に

抜き取ってから トレイヘと移動させよう。なお、摘

II.1の際、トレイヘ移すまえにペンを画而から離すと

MISSになるので注意。

また、 血管の吻合や広がった街口を塞ぐ際にも

ピンセッ トを使う。吻合では離れた血管の片側を

タッチし、もう片方の血行の上までスライドさせよう。

傷I―Iを閉じる場合は、傷口をまたぐようにベンをス

ライドさせて開いた似口を 閉じ、縫合可能な状態

を作っていく。

, r 
， 

p 

--巽物摘出 人工膜移樋 血管吻合 クリッピング

圧 血液や腫瘍の組織液、気体の吸引

吸いたい部分にタッチ
してベンを上にスライ
ドさせよう。OK!と
でれば暖い上げ完了II

戻すときは戻したい部
分をタッチし、いったん
ベンを離してから、上
から下ヘスライド。

異物の摘出や傷口のクリッピング、

人工膜の移樋が必要な
際は、ピンセット選択
時に．左下に人工111を
のせたトレイが出現。

傷口をまたぐようにベ
ンをスライド。時間が
たつと開くので．その
後の処置はお早めに。



互 …手（超執刀）
手は人工朕の定A咋や心停止の時の心臓マッサ

ージに使う。人工朕はヒールゼリーを泡ったあと、

貼りつけた股の上をさするようにスライドさせるこ

とで定苅させられる。

心臓マッサージは心停止が起こったあと、画面

中央にでるガイドにヒールゼリーを塗り、煤い心拍

（プルス）パーにあわせてペンを上下にスライドさせ

るのが一般的な処骰方法だ。成功すると「ピロロ」

という音がするので、それをH安に往復させれば

心拍を戻すことができる。

また、ス トーリーが4-2まで進むと使えるように

なる超執］Jを発動させるときにも、手のアイコンを

使う。手のアイコンを21"1タッチすると、女のアイコ

ンにかわるので、アイコンがかわったら下lllij面に超

執刀のマーク女を描こう。

■対処例

人T-11!1宅着 マッサージ 超執刀

〗…スキャナ
スキャナにはエコーとルーペのふたつの使い方

がある。エコーは臓器やJill1',：の内側に許む病巣や、

寄生体の彩を見つけるときに使川。瀾べたい楊所

をタッチすると、タッチした部分を中心に波紋が広

がり、波紋の範圃内に汎物があれば彩が浮き上が

る仕糾みになっている。タッチ部分から異物への

距離が近ければ長時間影を投影 し、 遠ければ短

時間でil'iえてしまう。

級密な処irtが必淡なときは、ルーペとして使用。

術野を拡大してから行なう。拡大したい部分をベ

ンで円を描いて囲むと、その部分が拡大される。

拡大を解除したい楊合は、もう一度両而に円を描

いてもとの倍中に戻そう。

なお、ルーペとスキャナは、必要に応じて自動的 （ 

に切り替わる。

●対処例

Ill瘍探知 寄生体探知 患部拡大

亨 人工膜の定着や心臓マッサージ、

超執刀の発動

多少時間はかかってし
まうが、写真の位置を

タッチしておくだけで

もOK!はもらえる。

ピンチの際は超執刀 I

なのだが、 1回の手術

につき一度しか使えな
いことをお忘れなく。

三患部の拡大や拡大の解除、

ー ← 腫瘍や寄生体の影の探知

探りたい部分をタッチ。

タッチした部分から病
巣が近ければ影が浮き

上がってくる。

対象が動かなければ、

影が消えても、 影のあ

った場所にメスを入れ
れば切開できる。
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/］…メス
メスは皮｝けの切閲や腫楊の切断、スキャナで見

つけた病巣を露出させるときなどに使用する。切

開の必要がある部分には、切開マーカーという黄

色い点が表示される。点にタッチすることで、その

部分を切ることが可能だ。

基本的には、りJI用マーカーに沿ってタッチペンを

スライドさせてりJI開していく。直線状のマーカーは

一喰i'筵きでスライドさせないとミスになってしまうが、

円や三角形のマーカーは、 一侑1tきで切らなくても

ミスにはならないことを化えておこう。ただし、切開

マーカーがあっても周囲が人体の場合、マーカー

から大きく外れた場所を切るとパイタルが低下。ま

た、メスを持った状態で切開マーカーのない場所

をスライドさせると臓器が切れてしまうので、注意

すること。

' ■対処例

• コード

t］…縫合キット
切憐Jした傷や出血創、吻合したjill管を縫い合わ

せるときに使用する針と糸のセット。息部の端にタ

ッチし、傷口を塞ぐように一哨杏きで反対側の端

までジグザグにスライドさせよう。裂傷縫合時は途

中でペンを離してもミスにはならないが、大きく切

開した部分の粒合では、縫合しきれていないのに

途中でペンを離すとミスになるので注慈。また、統

合部分をオーパーして縫ったり、間隔が広すぎて

もアウト。だいたい5~7回折り返す程度で粒合す

るといいだろう。

■対処例

外皮切開口 内臓切開口 裂傷

血管 人工弁

三 皮膚や腫瘍、膜の切断

直線の切開時はペンを
離さないこと。少しで
もマーカーが残ってい
るとミスになる。

膿瘍や膜は、切り残し
た切開マーカーにあと
からタッチしても切るこ
とができる。

三 裂傷や切開口を閉じる

特殊な縫合として人工
弁の縫合があるが、片
輪郭を縫う必要はない。
ジグザグ縫いでOKI

写真右程度の傷はヒー
ルゼリーで治療できる
が、左くらいの大きさの
爆は縫合で冶していく。



/ …注射器
注射器は、パイタルを上昇させる同復剤や炎症

を抑える梢炎剤、寄生体を弱らせるワクチンなどの

薬を投与する際に使II]していく。注射器を選択す

ると、画面右下にその手術で必要となる薬剤群が

表示される。桑が表示されたら1史IIlしたい楽の上

をタッチし、そのまま上にペンをスライドさせれば注

射器に梨剤が注入される。注入後は注射したい楊

所をタッチし萩け、槃剤を投与しよう。なお、吸い

上げる址はスライドの長さをかえることで潤整可能。

長くスライドさせれば多秘の北剤を枕人できる。

■対処例

・l パイタル回復 炎症鎮静 寄生体

国 …保護テープ
手術のシメ、 Ji,:後の処骰に使う保没テープ。縫

合が終わった傷l)に貼って仕 Lげを行なう。まず

は、縫合痕の始点にタ ッチ。そのまま縫合痕をな

ぞるようにベンをスライドさせ、傷が開れたあたり

でペンを離せば処骰終了。長すぎても短すぎても

ミスとなるので注甜．。テープの両端から少し低が

のぞく程度でもCOOLは取れる。

■対処例

仕上げ

- ］…コールサイン
手術中、手術助手からアドパイスがあるときに 1 

出現するコールサイン。このサインにタ ッチするか

Aボタンを押すと 、上画面に情報が表示される。

コールサインのなかには、タッチしなければ手術を

絞行できないものと、タッチしなくても手術を続け

られるものがある。前者の場合は時間のカウン ト

も止まるが、後者の楊合はカウントが止まらないこ

とを此えておこう。

薬剤を注入したら注射し
い部分にタッチ。回復剤
人体であれば、どこに注射
てもかまわない。

三 手術の仕上げ。切開痕の保護

テーブは上から貼つて
も下から貼ってもかま
わない。貼りやすいほ
うから貼ろう。

手術の手を止めるコー
ルサイン。これをどう
さばくか訊腕の見せ
どころとなる日も。



●RANK  UP  

神医を目指す者たちへ
医者になりたてのころは、 手術を成功させるだけで精一杯かもしれないが、 1’l伍
がついてきたら最蒻ランクを獲褐し、 医師オプ医師、神1辰をH指してみないか？

ここでは秘ランク獲褐のために気にしておくべきことを紹介 しよう。

＠ 点数の稼ぎどころを知ろう
手術が成功するとランク画而へ移り、執刀した手 計点が変わってくるので、詳細は60ベージからの

術の評価が点数とランクで表示される。このランク スペシャルボーナス ー党を 見て確認してほしい。

はOPERATIONSCOREとVITALBONUS、 なお、ランクがCの場合は新米医師、ランクBでは

TIME BONUS、SPECIALBONUSの4つの項目 ベテラン医師、ランクAでは名医、そして見事ラン

の合計点により、 S、A、B、Cの4段階で評価され クSを獲得すると神医の証、超執})の称サを獲得

る。ただし、手術ごとに各ランク取得に必要な合 できるのだ。

■評価内訳 I 6 VITAL BONUS 
手術終了時のパイタル、0.2パイタルにつき1点が

加算される。保護テープを貼るまえにパイタルを

99まで上げておけば495点が入る計算だが、つぎ

で紹介するTIMEBONUSを考えると、これはあま

りよろしくない稼ぎ方。パイタルを下げないように

手術していくことが大切だ。

7/J 
, ， 

こ

OP£KATIONSCO肛①3820
-•、•ふクニ叫溢•'

YITAL暉 '/J5R 355 
”証暉U5R1055

sr-£(Iμ 暉 U5④2_000

ぐAi

E) TIME BONUS 

手術終了時の残り時間、0.2秒につき 1点が加算

される。つまり、4:00: 65を残してクリアした場

合、4:00までのタイムで計算される。4分は秒に

直すと240秒になるので、これを0.2で割った数字、

1200点が得点となる。VITALBONUSで495点を

0 OPERATION SCORE 得るより、1秒でも早く手術を終わらせたほうが高
メスさばき、縫合の手際、保護テープの貼り方など、 ランクを狙いやすいぞ。

処置をしたあとにCOOL、GOOD、BADとでるも

のが加算対象となる。もちろんCOOLにきめれば 0 SPECIAL BONUS 
高得点を獲得できるが、 GOOD、BADと処置が荒 手術ごとに設定された条件をクリアするともらえる

くなれば獲得点数は低くなる。 ボーナス点。最高で2000点の獲得が可能。

置

医師を辞める8

手術に失敗すると即ゲームオーバーとなり、医師

を辞め、病院を去ることになる。患者の最後は医

師の最後。つまり、どんなに難しい手術でも力の

限りを尽くして成功させなければならないという

わけだ。とはいえ、考え直す時間がないわけでは

ない。「リトライしますか？」の問に「はい」と答え

れば、失敗した手術を何度でもやり直すことが可

能だ。患者には悪いが・・・・・。
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STORらな昂次なる一手（→P42)

（ランク一覧IS: 9999~4000 A: 3999~3700 

B: 3699~3400 C: 3399~0 

スベシャル糧得条件

超軌刀を使用しない

ミスをしない

150秒未溝でクリア

170秒未満でクリア

240秒未溝でクリア

240秒以上でクリア

Tm,＇ 

^“i  

STORら:N-g8 カドゥケウス感染（→P48)

（ランク一覧IS: 9999~9300 A: 9299~9000 

B: 8999~8700 C: 8699~0 

スベシャル糧得条件

超執刀を使用しない

残り時間01:30:00以上でクリア

ミスをしない

｀でクリア

肝臓でクリア

心臓でクリア 雫，＇STCR＃温新型レーザー開発（→P43)

［ランク一覧IS: 9999-2000 A: 1999-1400 

e:1399-1000 c:999-0 

スベシャル獲得条件

45秒未溝でクリア

180秒未溝でクリア

360秒未満でクリア

360以上でクリア

〒

9冒

STOR温；g，小さな悪魔（→P49)

（ランク一覧Is:9999~4200 A:4199~3800 

B: 3799~3500 C: 3499~0 

スベシャル獲得条件

超執刀を使用しない

膏いギルス （中サウァト）を発生させない

残り時間03:30:00以上でクリア

ミスをしない

T
'
 

t 

~, 
＇ 

STORらな阻医師達の戦ぃ （→P44)

［ランク一覧） S:9999~4000 A: 3999~3700 

B: 3699~3400 C: 3399~0 

スベシャル獲得条件

超執刀を使用しない

残り時r.,oo:30: oo以上でクリア

ミスをしない

〒
冒

STORし:N-0?。その名は、死（→PSO)

（ランク一覧） S:9999~6500 A: 6499~6200 

B: 6199~6000 C: 5999~0 

スベシャル糧得条件

残り時間00:30:00以上でクリア

ミスをしない

，
 

丸
〇
ぢ
~

入
t
.
'
と
し
、

STORえ品テロ発生！ （→P45) 

（ランク一覧IS: 9999~9600 A: 9599~9300 

B: 9299~9000 C: 8999~0 

スベシャル獲得条件

超執刀を使用しない

TIME LIMIT内に5人の治療を終える

5人の手術をする

ミスをしない

T
'
 

ST口RYez 口＝
手術N031 原非・t（→P51) 

［ランク一覧Is:9999~7300 A:7299~7100 

B: 7099~6900 C: 6899~0 

スベシャル獲得条件

超執刀を使用しない

残 1)時間00:30:00以上でクリア

ミスをしない T目

I――-

5TORし日N一品進化するギルス（→P46)

（ランク一覧I5: 9999~5400 A: 5399~5200 

B: 5199~5000 C: 4999~0 

スベシャル獲得条件

超執刀を便用しない

膜を21枚以上増殖させない

残り時間03:00:00以上でクリア

ミスをしない

T
'
 

STORSN一忌原罪・弐 （→P52)

1ランク一覧］ S:9999~7300 A:7299~7100 

B: 7099~6900 C: 6899~0 

スベシャル獲得条件

超執刀を使用しない

残り時間00:30:00以上でクリア

ミスをしない

〒
冒

~
~
 
.
｀
ヽ
~
‘
.
'

，． 

一1 9 

Ill 

STORら日N:t続・進化するギルス（→P47)

（ランク一覧IS: 9999~7000 A: 6999~6500 

B: 6499~6000 C: 5999~0 

スベシャル獲得条件

超執刀を使用しない

憩室を7個以上発生させない

残り時間02:30:00以上てクリア

ミスをしない -＇ 

3~`̂ 4,’ 
'·̂ ~r 

ヽ
▲
~
~
し

CADUCEUS crnc,● L GU90eoook 

62 



STORら:N-33原罪・参 （→P53)

【ランクー賣IS: 9999~5000 A: 4999~4800 
B: 4799~4600 C: 4599~0 

スベシャル讐得象伶

超執刀を使用しない

膿を51枚以上増殖させない

残1)時間01:oo:oo以上でクリア

ミスをしない

T
'
 

’≫、'、 9▲r 、0,t，`な・.,,'， '̀9.：̂‘ 
云N03,X2：デフテラ （→P58)

1ランク一覧IS: 9999~5000 A: 4999~4800 
B: 4799~4600 C: 4599-0 

スベシャル糧得条件

超執刀を使用しない

残り時問00:10:00以上でクリア

ミスをしない

〒
冒

STOR土；品原罪•四 （→P54)
Iランク一覧） S:9999-7000 A:6999-6500 

B: 6499-6000 C: 5999-0 

スベシャル獲得条件

超執刀を使用しない

憩室を1個以上発生させない

残り時間02:00:00以上でクリア

ミスをしない

T
'
 

云No4。X3：テタルティ （→P58)

1ランク一覧） S:9999-4800 A: 4799-4600 
B : 4599~4400 C : 4399-0 

スペシャル糧得条件

超執刀を使用しない

残り時間00:10:00以上てクリア

ミスをしない

〒
冒

STORら:N-＄原罪・ffi（→P55) 

（ランク一覧IS: 9999-4000 A: 3999-3700 
B: 3699-3400 C: 3399~0 

スベシャル獲得条件

超執刀を使用しない

残り時間00:30:00以上でクリア

ミスをしない

〒
冒

；；；N041X4：トリーティ （→P59)

（ランク一覧） S:9999-7000 A: 6999~6500 
B: 6499~6000 C: 5999~0 

スベシャル獲得条件

超執刀を便用しない

残9)時間00:10: 00以上でクリア

ミスをしない

〒
冒

STORら:N-0了6 原罪•六 （→P56)
（ランク一覧IS : 9999~9300 A : 9299~9000 

B: 8999~8700 C: 8699~0 

スベシャル璽得棗伶

超執刀を使用しない

残り時間01:30:00以上でクリア

ミスをしない

胃でクリア

肝臓でクリア

心臓でクリア u,' 

云N042X5：ペンプティ （→P59)

【ランク一覧IS: 9999-4000 A: 3999-3700 
B: 3699~3400 C: 3399~0 

スベシャル獲得条件

超執刀を使用しない

残1)時間00:10:00以上でクリア

ミスをしない

〒
冒

STOR;？温原罪・七 （→P57)

［ランク一覧） S:9999~6500 A: 6499~6200 
B: 6199~6000 C: 5999~0 

スベシャル獲得条件

残り時間00:30:00以上でクリア

ミスをしない

云N043X6：パラスケヴィ （→P59)

［ランク一覧） S:9999-9300 A: 9299-9000 
B: 8999-8700 C: 8699~0 

スベシャル獲得条件

超執刀を使用しない

残り時間00:10:00以上でクリア

ミスをしない T言
弓同霊！

；；；No38Xl ：キリアキ（→P58)

1ランク一覧Is:9999-7600 A:7599-7400 
B:7399~7200 c:7199~0 

スベシャル獲得条件

超軌刀を使用しない

残1)時間00:10:00以上でクリア

ミスをしない

云No44 X7：サヴァト（→P59)

（ランク一覧） S:9999~9000 A: 8999~8600 
B: 8599~8200 C: 8199~0 

スベシャル獲得条件

残り時間00:10:00以上でクリア

ミスをしない

し

雫同門

T冒
` ・ • ・ ・’← ̀ ’＇←え '9

ヽ t ; 
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アトラスXファミ遍霞刊藁内

デジタル・デビル・サーガ
～アパタール・チューナー2~

オフィシャルファンプック

定価1680円 （＊体16001'1十悦5%)

A5判好評発売中

デジタル・デビル・サーガ
～アパクール・チューナー2~
公式ガイドブック探索編

定価1260円 （本体12001り＋悦5%)

A5判好評発売中

デジクル・デビル・サーガ
～アバタール・チューナー2~
公式ガイドブック追究編

定価1470円 （本体14001~ ＋税5% ）
A5判好評発売19J

九劇妖魔李1i1紀公式ファイナルガイド
私立天香序闘“等序校
〈生徒会〉以終霧告内

定!iffil995円 （本体19001り＋税5%)

A5判好評発売中

デジタル・デピル・サーガアバタールチューナー公式ファイナルガイド……．1365円

デジタル・デピル・サーガアパタール ・チューナー公式ガイドブック ．．………•,． 1050円

寺田克也グラフィックス BUSINOキャラクター＆ワールドガイダンス………..1995円

頁・女神転生ill-NOCTURNEーマニアクス公式パーフェクトガイド～解明録～ • …．． 1575円

BUSINO Wizardry Alternative NED 公式コンブリートガイド．．9•………… ,... 1470円

グローランサーN 公式ガイドブック…………………………………••……………………,． 1260円

真・女神転生グリモア CHAOSMUSEUM……………………………………………….1470円

真・女神転生 11 公式JC―フェクトガイド GBA対応改訂版 …………………… •,... . ..1155円

真 ・ 女神転生デピルチルドレン 炎の書＆氷の書公式バーフェクトガイド…•,．． 1575円

頁 ・女神転生ill-NOCTURNE—公式ガイドブック………………………••……………,． 1575円

真・女神転生公式パーフェクトガイド GBA対応改訂版 ．………••…………………… 1155円

頁・女神転生正典 Digitaldevil Story~Chronicle~．…………………………….1470円

真・女神転生NINEスタンドアローン版公式パーフェクトガイド……••••…………•1680円

真・女神転生if…公式l（ーフェクトガイド．..………………•• ••………………………• • •…….1470円

真・女神転生デピルチルドレン光の書＆閻の書公式パーフェクトガイド．……1260円

※記載いたしました価格は本体価格に消費税5％が含まれております。
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