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※  画面写真は実際の製品版とは異なる場合がありますのでご了承ください。
※  このゲームはフィクションです。実在の人物、団体、事件とは一切関係ありません。

このゲームはドルビーデジタル 5.1 に対応しています。ドルビーデジタル 5.1 サラウンド音響でお楽しみいただくため
には、PS3® 本体とドルビーデジタル対応サウンドシステムを、光デジタルケーブルを使用して接続してください。また、
必ず PS3® 本体の「設定」から「サウンド設定」を選択したのち、「音声出力設定」の中から「光デジタル」を選んで、
最後に「ドルビーデジタル 5.1」を選択してください。
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※本製品には DynaFont を使用しています。DynaFont は、Dynalab Inc. の登録商標です。

●ゲームの攻略法やデータなどのご質問にはお答えいたしかねます。　●誠に勝手ながら本製品のサポートは発売日より3年間とさせていただきます。
●お買い間違いによる交換等は一切いたしておりません。　●複製品、無許諾のレンタル品、営業使用品等はサポートいたしません。
●この解説書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。

ユーザーサポート

0570-00-3594
げつ きん しゅくさいじつ きゅうぎょうび のぞ

月～金（祝祭日・休業日を除く）10:00～17:00

http://www.gamecity.ne.jp/新製品のご案内（ホームページ）

でんわ

あてさき

本製品が正常に動作しない場合は、
ユーザーサポート係までお問い合わせください。

どうさ

あかかり と

せいじょう ばあいほんせいひん

※おかけ間違いのないようにお願いいたします。
ま ちが ねが

〒223-8503 横浜市港北区箕輪町1-18-12　
株式会社コーエーテクモゲームス 

PlayStation®3 版 『NINJA GAIDEN Σ』 ユーザーサポート係

よ こ は ま し こ う ほ く く み の わ ち ょ う

かぶしきがいしゃ

ばん かかり

（PHS・一部のIP電話などからは045-561-8181）
いちぶ でんわ

ブルーレイディスクTMの取り出し/収納方法
ブルーレイディスクTM

"2" , "PlayStation" , "0" , "1" , "DUALSHOCK" and "SIXAXIS" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.
"XMB" and "クロスメディアバー " are trademarks of Sony Corporation and Sony Computer Entertainment Inc.

"Blu-ray Disc™" and  "Blu-ray™" are trademarks of the Blu-ray Disc Association.BLJM 55046
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trボタン

twボタン
KARMAの表示

ggdボタン
強攻撃

gdボタン+gaボタン
忍法

右スティック
カメラ操作（Ｐ.24）

mnボタン（右スティック押す）
主観カメラにする

teボタン
客観カメラ時にカメラ背後回り込み

ggfボタン
攻撃 gaボタン

飛び道具

gsボタン
ジャンプ

SELECTボタン
マップ画面の呼び出し（Ｐ.25）

STARTボタン
ポーズメニューの呼び出し（Ｐ.14）

左スティック
プレイヤーキャラの移動

tqボタン
ガード

ポートランプ［1］

※ モーションセンサーに対応しています。
　 Ｐ.20「忍法パワーアップ」をご覧ください。

※ 解説書内では出荷初期状態のコントローラ設定を用いています。

※ モーションセンサーは常時ONです。

このゲームは1人プレイ専用です。
コントローラ1（ポートランプ［1］）の
ワイヤレスコントローラで操作します。

ポートランプ

方向キー

1aBLJS10005.BN1A
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タイトル画面で START ボタンを押すとメイン
メニューが表示されます。
プレイしたいモードを選択し、 gaボタンで決定
してください。

NEW GAME
ゲームをはじめからスタートします。

『NINJA GAIDEN Σ』には難易度があり、ゲーム達
成度にあわせて徐々に増えていきます。
リュウ・ハヤブサの旅は一度では終わりません。

LOAD GAME
すでにあるセーブデータからゲームを再開します。
セーブデータを選択してください。

MISSIONS
様々なシチュエーションで戦えるバトルモードです。
様々な趣向に富んだミッションが用意されています。
ゲームをクリアすると遊ぶことができます。

INSTALL
PlayStation®3 のハードディスクにゲームデータのインストールを行います。
一度インストールを行うと、ゲームをより快適に遊ぶことができます。

OPTIONS
ゲームのいろいろな設定を行います。

RANKING
PlayStation®Network に接続して、自分の KARMA（プレイスコア）をスコア 
ボードにアップします。
世界中のプレイヤーとスコアを競うことができます。
※ スコアをアップするにはクリア済みのセーブデータが必要です。

ゲームフィールドに複数あるセーブポイントで、
それまでの進行状況をハードディスクにセーブ
できます。
セーブ画面でファイルを選び、セーブしてくださ
い。

プレイヤーキャラが死ぬとゲームオーバーです。

ゲームオーバーの後にコンティニューを選ぶと、最後にセーブをした場所からゲーム
を再スタートできます。

START ボタンと SELECT ボタンを同時にしばらく押すことでゲームがリセットさ
れ、タイトル画面へ戻ります。

1aBLJS10005.BN1A
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本編のクリア後に遊べるモードです。
本編より熾烈なバトルを数多くプレ
イすることができます。

PlayStation®Network に接続して、KARMA( プレイスコア ) を世界中
のプレイヤーと競うことができます。

他のプレイヤーが不快に感じるようなオンラインネームをつけないように
しましょう。
また、氏名、住所、電話番号、クレジットカードの番号など、個人情報を
含んだ名前をつけないようにしましょう。

ゲームの様々な設定を行います。
プレイする環境や好みに合わせ、
下記の項目を設定してください。

ゲーム設定
言語の切り替え、字幕のオンオフやフラッグを設定します。プレイした時間を確認する
こともできます。

コントローラ設定
操作ボタンの割り当て、カメラや泳ぎでの左右スティックの操作を設定します。

サウンド設定
BGM や効果音、ボイスのボリュームを設定します。
BGM を試聴することもできます。

画面設定
画面サイズやガンマ値、明るさなどを設定します。

ミッションをクリアすると、新たなミッションが開放されていきます。
心ゆくまでバトルを満喫してください。

1aBLJS10005.BN1A
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体力ゲージ：
プレイヤーキャラの残りの体力。なくなると死んでしまいます。

忍法インジケーター：
装備している忍法が表示されます。

気力ゲージ：
プレイヤーキャラの残りの気力が表示されます。
気力は、忍法を使うと減ります。
アイテム表示：
矢の残数など、アイテムの使用状態が表示されます。

ショートカットメニュー：
ショートカットメニューが表示されます。
詳しくはP.21 「ショートカットメニュー」をご覧ください。

4

ボス敵の体力：
ボス敵の残りの体力です。

ブレスゲージ：
水中での息の残量です。
なくなると体力が減りはじめ、
ゼロになると死んでしまいます。

INTERACT表示：
INTERACT表示が明滅す
る場所で gfボタンを押すと、
調べることができます。

1aBLJS10005.BN1A

1aBLJS10005.BN1A



14 15

14 15

ゲーム中、START ボタンを押すと
ポーズメニュー画面になります。

武器や腕輪などの装備を行います。
それぞれのカテゴリから 1 つずつ選んで装備できます。

武器装備の画面で gdボタンを押すと、
各武器の技表が表示され、技の入力
コマンドを見ることができます。

アイテムを使用することや、アイテム
の状態を調べることができます。

各種の情報を見る画面です。
書物や秘伝書を閲覧できます。

1aBLJS10005.BN1A
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装備している武器で攻撃を行います。ボタンの組み合わせにより、多彩な
コンボ ( 連続技 ) を繰り出すことができます。
武器のレベルを上げるとより強力なコンボが使えるようになります。

tqボタンを押している間、敵の
攻撃を防ぐガード状態になります。

『NINJA GAIDEN Σ』では、ガー
ドがとても重要なアクションで
す。ガードで守りを固めてから、
隙を見つけて攻撃をしてください。

壁に向かってジャンプ後、左スティックを倒し続けると、そのまま壁を走
ることができます。

垂直に壁走り中にジャンプをす
ると、壁を蹴り上げ更に高く上昇
する「飛鳥返し」を行います。
タイミングよく gsボタンを押せ
ば、連続して飛鳥返しを行うこと
も可能です。

壁走りからは更に、攻撃やジャンプをすることも可能です。

攻撃

gfボタン：攻撃 gdボタン：強攻撃

ガード

tqボタン

壁走り

（壁に向かって走りながら）ggsボタン→左スティックを倒し続ける

飛鳥返し

（垂直に壁走り中に）gsボタン

1aBLJS10005.BN1A
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前方にある枝に飛びつくと、スイ
ングすることができます。
スイング中に gsボタンを押すと
枝からジャンプします。

ロープや崖縁では、飛びついたり崖縁からゆっくり降りることでぶら下が
ることができます。

ぶら下がり中は、左スティックで
左右に移動することができます。
gsボタンを押すことで、上の足場
に飛び上がります。
左スティックを下に倒しながら 
gsボタンを押すことで、下に飛び
降ります。

忍者は水上を走る「水走り」をす
ることができます。
水走り中でも地上同様、ジャンプ
や攻撃をすることが可能です。

ぶら下がり

スイング

（枝に向かって）gsボタン

水走り

（水飛び込み時に）左スティックを倒し続ける
（水浮かび時に）左スティック +gsボタン

水泳法

水浮かび中：
 泳ぎ : 左スティック
 潜水 : ( 左スティックを放した状態で )ggsボタン
水中：
 泳ぎ : ( 左スティックを放した状態で )ggsボタン
 進行方向変更 : 左スティック

※  水中での左スティックの操作はオプションで変更できます。

gsボタンと左スティックで泳ぐこ
とができます。
水中では何もせずにいると浮上し
ます。
窒息しないよう、ブレスゲージに
注意してください。

1aBLJS10005.BN1A
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gaボタンと gdボタンを同時に押
すと、「忍法」を使うことができ
ます。
忍法は気力ゲージを消費します
が、非常に強い攻撃を行えます。

gdボタンを押して溜め続けてか
ら gdボタンを放すと、強力な攻
撃である「絶技」を使うことがで
きます。
絶技には溜める時間に応じて 2
段階のレベルがあり、レベルが上
がるほど強力になります。

方向キーを操作すると、ゲーム画面上で回復ア
イテムを使用することができます。
現在選択中のアイテムは、画面左下に表示され
ます。

忍法の発動中にワイヤレスコントローラを振ると、忍法がより強力になり
ます。

発動中

パワーアップ！パワーアップ！
振る!!振る!!

アイコンの表示/非表示
（方向キー上）

アイテム選択
（方向キー左右）

アイテム使用
（方向キー下）

忍法パワーアップ

gaボタン +gdボタン

コントローラを両手でしっかり握り、垂直に素早く振ってください。

※  プレイ中に誤ってぶつからないように、家具や物、人や生き物がプレイエリアの外にいることを確認
してください。

gdボタン長押し ( 溜め ) → ggdボタン放す

1aBLJS10005.BN1A

1aBLJS10005.BN1A



23
22

22

弓矢を装備している状態で gaボタ
ンを押すと、矢を放ちます。
ジャンプ中に矢を放てば、隙の少な
い「空中弓」になります。

gaボタンを押し続けながら左スティックを倒すと、精密照準モードになり
ます。
左スティックを操作し、狙いを定めてから gaボタンを放すと矢が放たれま
す。

精密照準モードで teボタンを押すと、さらにズームし、遠くの標的も正
確に狙うことができるようになります。

※ 精密照準モード時の左スティックの操作は、オプション画面でリバース設定にすることもできます。

ガード中に左スティックを大きく倒すと、回
転しながら回避をする「裏風」になります。

「裏風」はバトルの基本です。必ず身につけま
しょう。

（弓矢装備時に）gaボタン
裏風

tqボタン + 左スティック

gfボタンと gsボタンを同時に押すと、自動
的に近くの敵に向かってジャンプをする「風
駆」になります。
敵の方向へ確実にジャンプをする風駆は、素早
い敵とのバトルで特にその効果を発揮します。

風駆

gfボタン +gsボタン

飛鳥返し中に攻撃ボタンを押すと、通常の攻
撃よりも強力な「飛鳥返し攻撃」が出ます。
飛鳥返し攻撃を使いこなせるようになれば、
壁を味方につけ、バトルを有利に運ぶことが
可能です。

飛鳥返し攻撃

（飛鳥返し中に）gfボタン又は gdボタン

（弓矢装備時に）gaボタン押し続け + 左スティック

23
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teボタン、又は右スティックを使用して、ゲーム中のカメラを操作する
ことができます。

カメラには「客観カメラ」と「主観カメラ」の 2 種類があり、 mnボタン
を押すことでこの 2 つを切り替えることができます。

※ 右スティックの操作はオプション画面でリバース設定にすることもできます。

mnボタンで切替え

プレイヤーキャラを客観視点で映すカメラです。
通常はこちらのカメラを使用します。

プレイヤーキャラから世界を見たカメラです。

客観カメラ

主観カメラ

客観カメラの状態で teボタンを押すと、即座にプレイヤーキャラの背後
にカメラが回りこみます。
右スティックでの操作よりも素早い対応が行えます。

ゲーム中に SELECT ボタンを押すと、プレイヤーキャラがいるステージの
マップが表示されます。

移動（左スティック）

マップ切り替え
（方向キー）

ズームイン/ズームアウト
（teボタン）

ゲームに戻る
（SELECTボタンまたはgsボタン）

・主観カメラ・客観カメラ

カメラの背後回り込み

1aBLJS50003.BN1B
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ムラマサが営む武器道具屋です。
貴重なアイテムの購入や、武器を鍛え
ることができます。

「武器道具屋ムラマサ」の利用は、そ
の価値に応じたイエローエッセンスが
必要です。

貴重なアイテムを購入することができます。
本編が進むに従い、購入できるアイテムが増え
ていきます。

敵を倒すと " エッセンス " と呼ばれるエネルギーの塊が出現します。
エッセンスは近づくと自動で取得できますが、ガードをしている間は取得
しません。絶技の溜め中にエッセンスを取得すると、溜め時間を短縮する
ことができます。
エッセンスには 3 つの種類があり、それぞれ次のような効果があります。

イエローエッセンス
買い物、武器を鍛えるときに必要

ブルーエッセンス
体力が回復する

レッドエッセンス
気力が回復する

KARMA とは、熾烈な戦いを通してプレイヤーキャラの身に降りかかる 
" 業 " です。業が、すなわちプレイヤーのスコアとなります。

ゲーム画面で twボタンを押す
と、ライフゲージの下に現在のカ
ルマを表示することができます。

また、チャプタークリア後、そし
てゲームクリア後に最終的なカ
ルマが算出され、プレイ内容が評
価されます。

鍛練

武器を鍛え、レベルアップすることができます。
本編が進むに従い、鍛えられる武器のレベルが
あがります。

購入

1aBLJS50003.BN1B
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ゲーム中に手に入るアイテムには、様々な効果があります。
アイテムの使用はポーズメニューで行いますが、回復アイテムはショート
カットメニューを使って使用することもできます。

体力や気力を回復するアイテムです。
回復はエッセンスの取得でも行えます。
使いどころを見極め、バトルを有利に進めてください。

霊命薬
体力を回復する

鬼道薬
気力を回復する

霊命仙薬
体力を全快まで回復する

世界中に散らばっていると言われている伝説の宝物です。
ムラマサが蒐集しており、スカラベを渡した数に応じて武器
やアイテムと交換してもらえます。
他では取得できない貴重品ばかりですので、見つけたら手に
入れておきましょう。

腕輪やピアスを装備するとプレイヤーの様々な能力が上がります。
1 つしか装備できませんので、場面に合わせて使い分けてください。

太陽の腕輪
リュウの攻撃力がアップする

月のピアス
レイチェルの防御力がアップする

様々な武器があり、それぞれ異なる技があります。

龍剣
隼流忍術の継承者に受け継がれてきた日本刀。
龍の牙から削りだされた。

厳龍・伐虎
希代の二刀使いが愛用したと
言われるふた振りの名刀。

1aBLJS50003.BN1B
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STAFF CREDIT

•Assistant Producer 
and Director

 早矢仕　洋介

•Engineering Lead

 荒蒔　太陽

•Engineering Lead

 作田　泰紀

•Lead Environment Artist

 新美　秀樹

•Lead Character Artist

 四方　春彦

•Engineering

 川口　武史
 木村　吉博
 小菅　一弘
 鈴木　良伸
 山本　哲生
 溝部　剛士
 山崎　優太
 佐藤　周平

 太田　篤志
 相澤　洋太
 伊藤　晴久
 向井　慎補

•Game Event Scripting

 風間　紀明

 嵯峨　隆之
 川崎　諭史
 田中　萌

•Enemy AI and 
Battle Design

 大塚　一貴
 永山　哲也

 西 寛之

•Cinematic Design

 臼田　浩也

•Director, 
English Version

 Andrew Szymanski

•Environment Artists

 秋山　悦子
 青木　隆洋
 二反長　丈志
 佐藤　康行

 村木　良成
 庄司　和博
 大高　知紘
 犬伏　祥子
 百瀬　美幸

•Character Artists

 児玉　一昇
 表　博樹 
 丸山　みゆき

 矢崎　裕之
 加藤　智子

•Graphics and 
Effects Artists

 増田　渡
 渡辺　貴光
 長田　和季  
 宮本　佑子

•Animators

 阿部　亮治
 橘　祥郎

 大木　玲奈
 田村　悠
 原　啓之
 山崎　綾子  

•User Interface Artists

 松浦　聖
 平紙　大資

•Audio Director

 小池　令

•Music Composition
 and Sound Effects

 秋山　大行

•Japanese Marketing

 菅野　悟史

 竹谷 誠浩
 鶴蒔 理穂

•International Sales

 堤　満

 丁野　良太
 高橋　美江
 古庄　由紀

•Japanese Sales

 阿久津　透

 斎藤　行央
 菊地　隆行

•Promotional Artwork

 杉本　圭子
 宮前　隆

•Special Thanks

 ( 株 ) ソニー・コンピュータ
エンタテインメント

 ( 株 )CRI・ミドルウェア
 ( 株 ) 猿楽庁
 ( 株 ) ダイナモピクチャーズ
 ( 株 ) バウハウス・

エンタテインメント
 ( 株 ) デジタルスケープ

 桂山　孝一郎
 内田　禎一

 北浦　龍次
 大石　暉
 永澤　秀勝

 Original 
NINJA GAIDEN staff

 All Team NINJA staff

•Producer

 江川　弥寿生

•Co-Producer

 兼松　聡

•Co-Producer

 John Inada

•Executive Producer

 板垣　伴信

•Chief Executive Officer

 安田　善巳
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H334

神話に伝わる太古代、邪神族『邪悪なる者ども』と戦いこれを覆滅した
古代氏族。そして彼らの末裔が後の時代に『龍の忍』として名を馳せた
隼忍一族だ。
その長たるものはいつの時代も伝説の剣『龍剣』を携え、邪悪と戦って
きた。邪神族との絶ちがたい縁は『龍の忍』の宿命にほかならないのだ。

ヴィゴル帝国でごく稀に目撃されるモンスター。ある種の遺伝因子を
持った人間や動物が変成したもので、この国特有の環境要因が魔神化を
促すらしいことから、風土病だという疫学的な見解もある。魔神は古来
より民衆の畏怖の対象であり、根強く残る魔神崇拝はヴィゴル文化の重
要な側面だ。特別な格を持った魔神は『重鬼卿』と呼ばれている。

西アジア内陸部の帝政国家。厳しい鎖国政策のため現代でもとても謎め
いた国となっている。独特な宗教を国教として、神聖皇帝と呼ばれる政
教一致の指導者を国家元首といただくが、実像は定かではない。
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