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この度は『アイドル魔法少女 ちるちる☆みちる (前編)』をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本書は本ソフトウェアをご利用いただく際の方法、注意事項が記載されております。

ご使用の際に必ずお読み下さい。
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・本ソフトウェアの使用から生じる全ての障害に対して、弊社は一切の責任を負いません。

・本ソフトウェアの仕様は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

・ゲーム内容、ならびに攻略などの情報について、弊社では一切お答えできませんので、あらかじめご

了承下さい。

・中古での購入、第三者からの譲渡などを含む、正規の手段ではない方法で入手されたいわゆる「中古

製品」に関しましては、全てサポートの対象外とさせていただきます。

・ドライバの更新についてはお客様の自己責任でお願いします。

メーカー製PCのドライバの更新をする際は、ドライバの更新によりメーカーのサポートが受けられな

くなる可能性があります。

・購入後は速やかに内容物をご確認下さい（内容物は下欄の「同梱物一覧」を参照してください)。開

封後に不良を見つけた場合は直ちに購入された店舗にご連絡下さい。購入後1週間以上経過した製品に

ついては、如何なる理由においても対応致しておりません。

・発売後2年以上経過した製品につきましては、動作保証内の環境、構成であっても対応が出来ない場

合がありますのでご了承下さい。

・「アイドル魔法少女 ちるちる☆みちる」は株式会社フロントウイングの著作物です。

その内容の一部、あるいは全部を著作権者に無断で複製、転載、配布、頒布、擬似レンタル、中古販

売、上映、配信することを禁じます。

・Windowsは、米国Microsoft Corporationの登録商標です。

・Core 2 Duoは、米国Intel Corporationの登録商標です。 

その他の各製品名は各社の商標、ならびに登録商標です。

・本ソフトウェアは「DirectX」インストール環境下で正常に動作するよう製造されております。

「DirectX」がインストールされていない環境での動作は保障致しませんのでご了承下さい。

・このゲームに登場する人物、団体名は全て架空のものであり、実在する人物、団体名とは一切関係あ

りません。

・Japan Sales Only.
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本ソフトウェアは音声の再生にOgg Vorbis を使用しています。    

必須システム環境 推奨システム環境
Windows Vista/7/8.1 
    Windows RTは動作対象外です

DirectX9.0c以上

1280×720以上 （16：9）
約3.5ＧＢ

DirectX9.0c以上に対応したビデオカード

DVD-ROMを正常に読み込み可能なドライブ
MMX必須（SSE2対応）

1GB 2GB

320MB 512MB

OS

DirectX
CPU

HDD
画面解像度
ビデオ
カード
サウンドカード

その他

メモリ

VRAM
DirectX

動作環境

保障対象外の環境について
以下の環境での動作は保障対象外にさせていただきます。あらかじめご了承ください。
●Dual（Multi）モニター…この環境において、広域にわたるテストを行っておりません。
 　　　　　　よって、この環境に依存する不具合に関しましては、保障対象外とさせていただきます。
●エミュレーター等…Windowsをエミュレーター等で動作させた場合は、保障対象外とさせていただきます。

インストール方法
Windows起動後、本作品のDVD-ROMをDVD-ROMドライブに入れてください。
起動メニューが自動で起動しますので、起動メニューの「インストール」を選択してください。
自動で起動しない場合は「マイコンピュータ」を開き、「アイドル魔法少女 ちるちる☆みちる (前編)」のDISCが入って
いるドライブを開き、「bootmenu.exe」のアイコンをダブルクリックしてください。
セットアッププログラムが起動します。
　 インストールにはHDDの空き容量が約3.5GB必要になります。
なお、インストール終了時に、「アイドル魔法少女 ちるちる☆みちる (前編)」の起動を選択することができます。
本作品をプレイするにはDirectX9.0c以降が必要です。WindowsVista/7/8.1環境下では、基本的にインストールの
必要はございませんが、まれに手動でのインストールが必要な場合がございます。万一そちらに該当する場合は、
Microsoft社のホームページよりDirectXをダウンロードし、インストールしてください。
インストールされていない状態で起動された場合の動作は保障しておりません。

アンインストール方法
「アイドル魔法少女 ちるちる☆みちる (前編)」がインストールされた状態で、本作品のDVD-ROMをDVD-ROMドライ
ブに入れてください。
起動メニューが自動で起動しますので、起動メニューの「アンインストール」を選択してください。
自動で起動しない場合は、「アイドル魔法少女 ちるちる☆みちる (前編)」がインストールされたフォルダ内にある、
「uninstall.exe」アイコンをダブルクリックしてください。
アンインストールプログラムが起動します。
セーブデータについてはアンインストーラーからセーブデータを削除するか確認できます。
なおセーブデータは、“C:¥Users¥ユーザー名¥AppData¥Roaming¥フロントウイング¥アイドル魔法少女 ちるちる☆
みちる (前編)”内に生成されます。

Intel Core2 Duo 相当以上のCPU

DirectSound対応のPCM音源を再生可能な音源カード
マウス／キーボード／タッチ入力可能なデバイスのいずれか操作に必要なデバイス
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起動認証システムについて
本システムはインストール時に作動し、指定日時までインストール及び
ゲームのプレイができません。
インストールの際にインターネット経由にて弊社ＷＥＢサイトより“起動
パスワード”を参照することでインストールが正常に終了し、ゲームのプ
レイが可能になります。
“起動パスワード”は２０１４年８月１５日朝８時に公開しております。
ネットワーク環境がある場合には自動で参照致します。
何らかの原因で正常に起動パスワードの参照が出来ない、またはネット
ワーク環境のないパソコンにインストールする場合には、インストール
ウィザードにて直接入力を選択し“弊社公式サイト、twitter、携帯サイト”
などで公表されている起動パスワードを入力してください。
オンライン環境の無いお客様については、ユーザー葉書にてお問い合わ
せください。
なおインストールが正常に終了した後はディスクレス起動が可能となり
ます。
本システムは、発売日後も作動しますのでインストール時に起動パス
ワードを必要とします。

マウス

キーボード

[左クリック]
[右クリック]
[ホイールアップ]

[ホイールダウン]

決定、メッセージ送り
キャンセル、メニューを開く
履歴画面を開く、履歴中は古い履歴
にさかのぼる
メッセージ送り、履歴中は新しい履
歴を表示

タッチ
[シングルタップ]
[長押し]
[スワイプ ↑ ]

決定、メッセージ送り。
キャンセル、メニューを開く。
履歴画面を開く。

［Enter］
［Space］

［Tab］
［Esc］

［PageUp］

［PageDown］

［Ctrl］
［↑］［→］［↓］［←］

決定、メッセージ送り
メッセージウインドウの表示・非表示
の切り替え    
履歴画面を開く   
メニューウインドウの表示と消去、シ
ステム画面からの復帰   
履歴画面を開く、履歴中は古い履歴に
さかのぼる
メッセージ送り、履歴中は新しい履歴
を表示
押し続けている間メッセージスキップ
選択肢やボタンにカーソルを移動

［F1］　　　　
［F2］　　　　
［F3］　　　　
［F4］　　　　
［F5］　　　　
［F6］　　　　
［F7］　　　　
［F8］
［F9］　　　　
［F11］ 　　　

［F12］ 　　　
［z］ 　　　　　
［x］ 　　　　　

クイックセーブ
クイックロード
メッセージスキップ　ON/OFF
オートモードの速度上昇
オートモードの速度下降
１つ前の話に戻る
１つ先の話に進む
履歴モードに移行
ゲームの終了確認
フルスクリーンモード/ウインドウモードの
切り替え
ゲームウインドウの最小化
オートモードの速度上昇
オートモードの速度下降

マウス
[左クリック]
[右クリック]

決定、メッセージ送り
キャンセル、メニューを開く

操作方法

本システムはインストール時に作動し、指定日時までインストール及び
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基本ゲーム画面

基本ゲーム画面

タイトル画面 ①はじめから…ゲームを最初から始めます。
②つづきから…セーブデータを読み込んで、前回の続きから始
めることが出来ます。
③環境設定…環境設定画面に移行します。ゲームの環境設定を
行えます。
④おまけ…ゲームクリア後に表示され、ＣＧやシーン回想などの
項目を閲覧できます。
　まだ条件を満たしていないものは選択することが出来ません。
⑤インフォメーション…フロントウイングからのお知らせメニュ
ーを開きます。
　萌えゲーアワード２０１４オフィシャルサイトをご案内します。
⑥ゲーム終了…ゲームを終了させウィンドウを閉じます。
⑦前回のつづきから…前回オートセーブで保存された場所から
ゲームを再開します。(インストール直後は表示されません)

ノベルモード
①メッセージウィンドウです。
②ノベルモード画面時の動作メニューです。
　通常時と同様の機能が使用できます。

基本ゲーム画面

通常画面

①メッセージウィンドウです。
②再生ボタン/ウィンドウ消去ボタンです。
・再生ボタン…今メッセージウィンドウに表示されているセリフ
のボイスをもう一度再生します。
音声のあるセリフの時に表示されます。
・ウィンドウ消去ボタン…メッセージウィンドウを消去します。
再び表示するにはマウスを右クリックするかスペースキーを押
してください。

③動作メニューです。
（タッチ操作時は、画面左から右方向へのスワイプで動作メ
ニューが表示されます）
以下の機能が使用できます。
・Ｓｋｉｐ…メッセージのスキップを開始します。
・Ａｕｔｏ…オートモードを開始します。クリックすることでオー
トモードのスピードを調整できます。
・Ｎｅｘｔ…次の話に進みます。
・Ｐｒｅｖ…前の話に戻ります。
・Ｑ．Ｓａｖｅ…クイックセーブは最大10個までセーブできま
す。それ以上は古いものから消えていきます。
・Ｑ．Ｌｏａｄ…最新のクイックセーブのデータをロードします。
④動作メニューを隠します。
⑤メニュー画面を開きます。

タッチ操作時画面
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基本ゲーム画面

①セーブ画面を開きます。
②ロード画面を開きます。
③サウンド設定画面を開きます。
④テキストとその他の設定画面を開きます。
⑤ダイアログ表示の設定画面を開きます。
⑥ショートカットキー一覧を表示します。
⑦タッチ操作モードの設定画面を開きます。
⑧システム情報を表示します。
⑨メニューを閉じて前の画面に戻ります。
⑩タイトル画面に戻ります。
⑪ゲームを終了します。

セーブ画面

メニュー画面

①セーブ時の画面情報ウィンドウです。
　セーブした時のゲーム画面の状態、日付、メッセージ、シーンタ
イトルが表示されます。
②セーブ領域です。
③最新データマークです。
　最新セーブデータにつくマークです。
④消去アイコンです。
　アイコンをクリックすると、セーブデータを消去できます。
⑤全削除アイコンです。
　アイコンをクリックすると、全てのセーブデータを消去できます。
⑥ページ数です。
　12ページまであり、最大120個のデータを保存出来ます。

ロード画面 ①ロード時の画面情報ウィンドウです。
　セーブした時のゲーム画面の状態、日付、メッセージが表示さ
れます。
②セーブ領域です。
③最新データマークです。
　「NEW」は最新セーブデータにつくマークです。
④消去アイコンです。
　アイコンをクリックすると、セーブデータを消去できます。
⑤全削除アイコンです。
　アイコンをクリックすると、全てのセーブデータを消去できます。
⑥ページ数です。
　12ページまであり、最大120個のデータを保存出来ます。
⑦クイックロードアイコンです。
　クイックセーブしたデータを選択してロードできます。
⑧オートロードアイコンです。
　オートセーブされたデータを選択してロードできます。

履歴画面
①メッセージログです。
　音声がある場合は、そのメッセージを左クリックすると音声
が流れます。
②上下ボタンです。
　メッセージログを上下させます。
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環境設定画面・ダイアログ表示設定

サウンド設定画面 ①ＢＧＭ、ＳＥ、ＶＯＩＣＥの再生ＯＮ・ＯＦＦが設定ができます。
②ＢＧＭ、ＳＥ、ＶＯＩＣＥの各音量設定ができます。
③音声テストです。
　クリックすると現在の設定の音量で音声が流れます。
④ゲーム内のシステムボイスのＯＮ・ＯＦＦが設定できます。
⑤ゲーム内のシステムボイスを変更できます。
⑥音声、ムービーの各スキップをＯＮ・ＯＦＦに設定できます。
⑦クリックすると設定された音量でテスト音声を再生します。
⑧キャラクター毎に音声を再生するか設定できます。
⑨キャラクター毎のボイス音量が設定できます。
⑩設定するキャラクターを変更します。
⑪設定を全てデフォルトの値に戻します。

テキストとその他の設定画面 ①文字表示速度を設定します。
②一文字ごとのオートモードの待ち時間を設定します。
③一文ごとのオートモードの待ち時間を設定します。
④スキップ速度を設定します。
⑤メッセージウィンドウの濃度を調整できます。
⑥全メッセージをスキップするか、既読のみスキップするか
を選択できます。
⑦既読のメッセージの色を変えるかを選択できます。
　OFFの場合、既読メッセージでも未読と同じ色で表示され
ます。
⑧セーブ時にメッセージを変更するかを設定できます。
⑨セーブ後に自動的にゲーム画面に戻るかを設定できます。
⑩画面表示をウィンドウにするかフルスクリーンにするかを
選択できます。

ダイアログ表示設定 ①上書きセーブの確認ダイアログを表示するか設定します。
②ロードの確認ダイアログを表示するか設定します。
③クイックセーブの確認ダイアログを表示するか設定します。
④クイックロードの確認ダイアログを表示するか設定します。
⑤データ削除の確認ダイアログを表示するか設定します。
⑥全データ削除の確認ダイアログを表示するか設定します。
⑦全データ削除の再確認ダイアログを表示するか設定します。
⑧次の話へのジャンプ確認ダイアログを表示するか設定し
ます。
⑨シーン回想などからシーン選択に戻る際に、確認ダイアログ
を表示するか設定します。
⑩タイトルへ戻るかどうかの確認ダイアログを表示するかどう
か設定します。
⑪ゲーム終了の確認ダイアログを表示するか設定します。

タッチ操作画面 ①タッチ操作モードのオン／オフボタンです。
　(ゲーム開始時は「Off」になっています)
　ゲーム本編をタッチ操作でプレイする、しないを切り替え
　ます。
タッチ操作は、モニターがタッチ操作に対応していない環境
では正常に動作しませんのでご注意下さい。

②タッチ操作モード適用時の操作の方法の解説画面です。
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制作スタッフ

アイドル魔法少女 ちるちる☆みちる 制作スタッフ　　　　　　　　　　　　　
プロデューサー：山川竜一郎

キャラクターデザイン／原画：
 　　渡辺明夫
 　　フミオ

ＳＤキャラデザイン／原画：山田石人

シナリオ：桑島由一

キャスト
　みちる
　ニャンメル
　一姫
　タナトチュー

　幸
　麻子
　由美子
　天音
　蒔菜
　ＪＢ
　千鶴/リポーター

　雄二
　ロビー/ファンA 
　神様

　ナレーション

音声協力：荒浪和沙
　　　　  海保えりか

 狭川尚紀
 佐藤充
 渋井美貴
 野口晃
 平山笑美
 舩坂泰子

 浅科准平
 藤井剛
 三苫紘平

音声収録
　音響制作：S-Prism
　音声収録ディレクター　松永司
　収録エンジニア　 　　  ゆか
　　　　　　　　　          山田明寛
　収録スタジオ：スタジオフォトン

音声編集：高橋あきお

BGM制作：U
　       　　Elements Garden
　　　       ピクセルビー

オープニングテーマ
「MAJICK」
　Vocal  ：はな
　作詞    ：桑島由一
　作編曲：藤間 仁（Elements Garden）
　All instruments & programming：藤間仁

　Mixed by 近藤久芳
　Directed by 藤間仁
　Recorded at ARIA studio
　Sound Produced by Elements Garden
　Production Management:吹田亜沙美
　(ARIA entertainment)

エンディングテーマ
「Love me DO!!」
　Vocal   ：茶太
　Back Chorus：茶太＆U
　作詞　：U（ユウ）
　作編曲：U（ユウ）

挿入歌/ラストエンディングテーマ
「KISS YOU」
　Vocal  ：はな
　作詞　：桑島由一
　作編曲：U（ユウ）

オープニングムービー制作：
                    yo-yu(feat.works)

オープニング変身アニメーション
　絵コンテ/総作画監督：渡辺 明夫
　作画監督　安食 圭
　　　　　　山田 裕子
　原画　　　もといぎ ひろあき
　　　　　　福田 祐樹
　動画　　　アニタス神戸
　　　　　　WIT STUDIO　　　　　　
　動画検査　福井 智子
　指定検査　坂上 康治
　仕上げ　　スタジオエル
　制作担当　青木 泰寛（エイトビット)
　
　制作協力：エイトビット

エンディングムービー制作／ＰＶ制作
／システムUIデザイン：ジョルト宮田

ＷＥＢデザイン：ジョルト宮田
　　　　　　  　MIA

ロゴデザイン：Noto design

グラフィグ制作
　企画協力：コスパ
　コンセプトデザイン：
        NC帝國　www.ncempire.net
　    Illustration by ぐらふぃ子

背景制作：小田桐孝一（MAGNUM）
                   タケシマサトシ（MAGNUM）
　　　      加藤たいら
　監修：迷人

プログラムエンジン：
    CatSystem2
    （有限会社アレス／ういんどみる）

ディレクター：molion

アシスタントディレクター：眼球根絶　　　
　　  
グラフィックチーフ：迷人

グラフィック：星一
　　　　　  くろず
　                   松河
　                   アシズキ

　                   ジョルト宮田
　                   kur
　                   山田石人

スクリプトチーフ：鳥島烏

スクリプト：らいれす
　　            桐幸糸乃

ＳＥ制作：アヤ・タイラ

カウントダウンボイス編集：高橋あきお

広報／営業：ユースケ
　　　　　  いずみ紫
　　　　 　 ツカツカ
　　               Ｆ.恭平

デバッグ：All Frontwing Staff

スペシャルサンクス：
　夜羽子
　MIA
　A,W
　紅試作二号機
　鳴海瑛二
　HIGE50
　枝松たると
　口内炎
　反転星
　水上サヤ

　長谷大介（S-Prism）
　MAGNUM
　Studio A-tone
　株式会社 プロトタイプ
　株式会社 ブシロード
　株式会社 フォントワークスジャパン
　All Frontwing Staff

製作／著作　Frontwing

：水橋かおり
：名塚佳織
：友永朱音
：椎名へきる

：清水愛
：瑞沢渓
：田中涼子
：田口宏子
：たみやすともえ
：鳴海エリカ
：やなせなつみ

：松平美波穂
：三苫紘平
：浅科准平

：細井治
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