警告：このゲームで遊ぶ前に、Xbox 360® 本体、Kinect® センサー、
アクセサリーの取扱説明書をお読みになり、安全と健康についての重要なお知
らせをご確認ください。詳しくはwww.xbox.com/supportをご覧ください。

健康についての重要な警告: 光の刺激による発作について
ごくまれに、ゲーム中の強い光、光の点滅、パターンなどにより、発作を起こすこ
とがあります。発作やてんかんなどの病歴がない方も、ゲームを見ている間に、
原因不明の光過敏てんかん発作を起こすことがあります。この発作には、めま
い、視覚の変調、目や顔の痙攣（けいれん)、手足の筋肉の痙攣やふるえ、前後
不覚や意識の一時的な喪失などのさまざまな症状があります。また、発作によ
る意識喪失やひきつけのために転倒したり周囲のものにぶつかったりして、け
がをすることもあります。このような症状を感じた場合は、すぐにゲームを中止
し、医師の診察を受けてください。
保護者の方は、ゲームをしているお子様に注意を払ってください。年少者は、この
ような発作を起こしやすい傾向にあります。ゲームをするときは、次のことに注意
しましょう。
テレビから離れる
画面の小さいテレビを使う

Xbox LIVE
Xbox LIVE®は、Xbox 360 のオンラインのゲームとエンターテイメントのサー
ビスです。本体をインターネットに接続するだけで無料で参加できます。ゲームの
体験版を無料で入手できるほか、ハイビジョンムービーにすぐにアクセスすること
もできます(別途費用がかかります)。Kinectを使用すると、簡単な操作で再生や
早送りなどができます。有料のXbox LIVE ゴールドメンバーシップにアップグレ
ードすると、世界中のフレンドとオンラインでゲームができます。Xbox LIVEを利
用すれば、さまざまなゲームやエンターテイメントに接続できます。詳しくはwww.
xbox.com/liveをご覧ください。
Xbox LIVE を利用するために
Xbox LIVE を利用するには、Xbox 360 本体をインターネットに接続し、Xbox
LIVEサービスに加入することが必要です。
Xbox LIVE サービスや Xbox 360 とインターネット回線の接続に関する詳細は
www.xbox.com をご覧ください。
保護者による設定
保護者の方は、CERO年齢区分などに基づき、児童や青少年がプレイできるゲ
ームを制限したり、Xbox LIVEの各機能・サービスのご利用を簡単に制限し
たりすることができます。また、プレイ時間を限定することもできます。詳しくは
Xbox360本体の取扱説明書およびwww.xbox.com/familysettingsをご覧
ください。

明るい部屋でゲームをする
疲れているときや眠いときはゲームをしない
あなたやご家族、ご親戚の中に、過去にこの種の発作を起こした人がいる
場合には、ゲームをする前に医師に相談してください。

CERO マークについて
本製品は、コンピュータエンターテインメントレーティング機構(CERO)の審査を
受け、パッケージには年齢区分マーク(表面)及びアイコン(裏面)を表示していま
す。
年齢区分マークは、CERO倫理規定に基づいて審査され、それぞれの表示年
齢以上対象の表現内容が含まれていることを示しています。パッケージ裏面の
アイコンは対象年齢の根拠となる表現を表すもので、ゲーム全体の内容を示す
ものではありません。なお、全年齢対象のゲームソフトにはアイコンを表示して
いません。
また、CEROの対象年齢は、本製品に対してのみ適用されるものであり、オンラ
インプレイなどを通して得られる追加の表現に関してはこの限りではありませ
ん。詳しくは CERO のウェブサイト(http://www.cero.gr.jp)をご覧ください。

お問い合わせ
株式会社インターグローユーザーサポート係
住

所：東京都中央区銀座1丁目19-13 丸美屋ビル6F

電話番号：03-5579-9560
受付時間：午後1時〜6時
（土日祝・会社の定める休日を除く）
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【あらすじ】
嵐の夜、交通事故により、妻と共に命を落とした主人公「ダニエル・ガーナー」。
妻は天国へ召されるも、ダニエルはそれを赦されず、煉獄へと送られてしまう。
突如現れた天使サマエルは、妻のもとへ行く条件として、魔王ルシファーとその
配下を倒す事を提案する。
次から次へと現れる血に飢えた異界の亡者を倒し、無事に妻と再会できるのか。

【ゲーム操作】
新しいゲーム
シングルプレイヤー用の新しいキャンペーンを開始します。

【ゲーム画面】
本作では、プレイヤーの各種パラメーターやその他ゲーム内における情報
が下記の画像のように常時表示されます。
本作ではこれを「ヘッドアップディスプレイ（HUD）」と呼びます。

HUD で表示される機能は以下の７つ。
①倒したモンスターの数：倒した敵の数が表示される。
②エ ネ ル ギ ー コ ン パ ス：矢印がステージクリアのために行くべき方角を
指し示す。正しい方向に進んでいる場合は矢印
は赤くなる。
③ソウルカウンター：現在のステージで獲得したソウルの数が表示される。
④ラ
イ
フ：現在のライフの残量が表示される。
⑤シ ー ル ド：現在のシールドの残量が表示される。
⑥メイン攻撃 弾数：メイン攻撃の残り弾数が表示される。
⑦サ ブ 攻 撃 弾 数：サブ攻撃の残り弾数が表示される。

ゲームを続ける 前回保存したキャンペーンを再開します。
（セーブは特定のチェックポイントにて行うことができます。）
マルチプレーヤー
複数のプレイヤーで新しくゲームを始めるか、
他のプレイヤーのゲームに参加する事ができます。

❷ エネルギーコンパス
❶倒したモンスターの数

❸ソウルカウンター

オプション
コントローラーのキーコンフィグ / 音声 / 画面設定を変更することができ
ます。

❹ライフ

❺シールド
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❻メイン攻撃 弾数

❼サブ攻撃 弾数
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【ゲーム操作】

【武器】

Xbox 360 コントローラー
サブ攻撃

ソウルキャッチャー

メイン攻撃
武器切替

ジャンプ

 サブ攻撃
 タロット
移動

 メイン攻撃

ユーザー情報

 ジャンプ
武器切替

カメラ移動
(クリックでズーム)

メニュー

Xbox ガイド ボタン
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武器切替

メイン攻撃








Xboxガイド



カメラ移動



武器切替

サブ攻撃
ジャンプ

メイン攻撃：ソウルブレード
サ ブ 攻 撃：ソウルキャッチャー
ソウルキャッチャーは、グリム・リーパー自身
が創り出した特別な武器である。
ソウルブレードは鋭い刃を放出し敵を粉砕す
る。
ソウルキャッチャーは敵から魂を吸い出し
チャージをする。
キャッチャーの髑髏のチャージが溜まった状
態でブレードを放出すると特殊攻撃が発生。

移動
メニュー
ユーザー情報

ペインキラー
メイン攻撃：ペイン
サ ブ 攻 撃：キラー
ペインキラーの攻撃範囲は広く、メイン攻
撃のペインは近距離に効果的で、蕾が咲く
ように回転刃が敵や障害物を粉砕する事
ができる。
サブ攻撃のキラーは弾頭を発射し攻撃す
る。
弾頭を壁や固い物に打ち込み、
ビームを発
射することで横切る敵を倒すことができる。
ビームを発射するには、攻撃対象の照準範
囲内に弾頭を打ち込み、左トリガーを押す。
対戦モードでは、
うまく標準を合わせ弾頭を
発射すると、他プレイヤーの手から武器を落
とす事ができる。
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ショットガン

エレクトロドライバー

メイン攻撃：ショットガン
サ ブ 攻 撃：フリーザー
この武器は近距離および中距離に効果的。
メイン攻撃は二連式の散弾銃で、敵に近け
れば近いほど与えるダメ―ジは大きくなる。
サブ攻撃のフリーザーは液体窒素の入った
氷弾を放ち、当たった敵を一定時間凍らせる。
凍った敵は、
どんな攻撃でも一撃で倒す事
ができる。

メイン攻撃：エレクトロ
サ ブ 攻 撃：ドライバー
中距離に効果的なアサシン武器。
エレクトロと呼ばれるメイン攻撃は、スピード
のある手裏剣を連続発射する。
サブ攻撃のドライバーは放電により、敵を一
定時間麻痺させる。

ステイクガン

SMG フレイムスローワー

メイン攻撃：ステイクガン
サ ブ 攻 撃：グレネードランチャー
範囲を問わず、絶大の威力を持つ武器。
メイン攻撃のステイクとは悪魔を縛る杭のこ
と。空気圧により木の杭を発射し、敵を打ち
付ける。貫通性に優れ、別の敵と共に串刺し
にできる。
サブ攻撃は近距離用のグレネードランチャー
で、放物線を描きながら爆弾が発射される。

メイン攻撃：サブマシンガン
サ ブ 攻 撃：フレイムスローワー
サブマシンガンで制圧をしつつ、強力な火炎
弾を放射できる武器。
火炎弾は近距離に最適で、威力は大きく1〜
２発程度でほとんどの敵を倒す事ができる。
燃料が尽きた場合には、弾倉およびボンベ
を入手し再装填する必要がある。

ロケットランチャー

ボルトガンヒーター

メイン攻撃：ロケットランチャー
サ ブ 攻 撃：チェーンガン
中距離〜遠距離に効果的で、ペインキラー
に登場の武器の中では最もパワフル。
メイン攻撃はロケット弾を発射し、周りの物を
全て破壊する。近距離で使う場合には、爆風
に気をつける必要がある。
サブ攻撃はチェーンガンで、制圧能力に優れ
強力ではあるが、弾丸の消費量は激しい。

メイン攻撃：ボルトガン
サ ブ 攻 撃：ヒーター
メイン攻撃は、引き金を引くと5本の貫通力
の高い鉄製の棒がボルトガンより放出され
る。中距離〜遠距離での戦闘に抜群の効果
を発揮する。
サブ攻撃のヒーターは、超高速で10つの爆
薬が発射する。爆薬は時限式で、大爆発を起
こし敵を一掃する。
弾の消費量が非常に激しいので、使用場所
を選ぶ必要がある。
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【シングルプレイヤーキャンペーン】
シングルプレイヤーのゲームを開始するには「キャン
ペーン」を選択し、「新しいゲーム」または「ゲームを
続ける」からプレイすることができます。
難易度
デイドリーム：初心者向け。
インソムニア：中級者向け。
ナ イ ト メ ア：上級者向け。 （デーモンソウルが出現しない。）
ト ラ ウ マ：超上級者向け。（ナイトメアをクリアすると解除される。）

【デーモンソウルとデーモンモード】
敵を倒すと、敵の体が完全に消滅した後、デーモンソウルが出現します。
デーモンソウルを手に入れるとプレイヤーの体力が１つ回復します。
デーモンソウルを 66 個集めると、デーモンモードが発動し、プレイヤー
は一定時間無敵状態となり、強力な攻撃を繰り出すことができます。

（デーモンモード発動時は画面が白黒に変わり、敵の体はオレンジ色に発光します）

注

意：「ナイトメア」（上級者向けモード）では、デーモンソウルは出現
しません。

【タロットカード】
タロットカードを入手すると、プレイヤーはパワーアップします。
特定の条件を満たし、キャンペーンクリアすると入手できます。

【協力モード】
他のプレイヤーと協力してキャンペーンをプレイしま
す。
画面を 2 分割して協力プレイすることも、オンライン
で協力プレイをすることも可能です。

【対戦モード】
他のプレイヤーやNPCを入れて対戦プレイをします。
オンライン接続が必要で、最大で 8 名まで同時対戦が
できます。

２種類のタロットカード :
ゴールドカード（制限時間あり）: 一定時間カードの効果が現れます。
シルバーカード（制限時間なし）: プレイ中は、カードの効果は継続します。
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