
ユーザーズマニュアル



INDEX

この度は、『グリザイアの楽園』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。
ご使用の前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損害に対して弊社は責任を負いません。
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。あらかじめご了承ください。
ゲーム内容、攻略等に関しましては、弊社ではいっさいお答えできませんので、あらかじめご了承ください。
中古での購入、譲渡により入手された製品につきましては、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にてお願いします。
メーカー製PCのドライバを更新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。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く
ださい。購入後、一週間が経過したもの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障内の構成であっても対応が出来ない場合があります。
「グリザイアの楽園」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・上演・配信・
逆アセンブル・リバースエンジニアリングをすることを禁じます。
Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。
その他の各製品名は各社の商標および登録商標です。
「DirectX」は再配布許諾版の添付により、米国Microsoft Corporationの許可を得ております。
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。
このゲームに登場する人物はすべて18歳以上です。
このゲームの18歳未満の方の購入は禁止されています。
Japan Sales Only.
※本作品には暴力的・残虐的シーン、犯罪にあたる行為など過激な表現が含まれています。
　犯罪にあたる行為を絶対に真似しないでください。

2



──ずっと変わらないと思っていた学園生活。

皆と同じ方角を向き、同じ足並みで歩んでいると、いつしか感じ始める錯覚。

このまま皆と同じ道を行けば、同じ場所にたどり着けると信じてしまう。

そしてふと気付いてしまう。

人の数だけ歩んできた道があるように、人生に同じ道などないのだということに。

──麻子、俺、もう５人救ったぜ？

だから、もういいよな…？　俺、もう死んでも…いいんだよな…？

わかってる、たとえ誰かを救っても、俺の過去はなかったことにはならない

それでも、笑って死ぬって、こういうことなんだろう？

もう会えないかも知れない。

それでもずっと、思い出は胸にある。

だがこの世の中、そんな言葉だけで満足するほど可愛らしい女ばかりではない。

それは、一人の少年が実感した、たった一つの真実──

ストーリー紹介
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主人公達が通う、私立美浜学園に設立当設立設立立設立立立立 初から在学学学
している女の子。
父親は関東圏に強大な力を持つグループ企業の総帥帥
であり、俗にいうお嬢様。
長い黒髪が似合う端整な顔立ちをしており、そそそそそののの仕の仕の仕草の仕草草のの仕草草
や言葉遣いからは育ちの良さを感じさせるがががるががが、が、が、が、が、
他者との関わりを疎んでいるようなところがろがあがあがあろがあろがあろがあろがあろがろががが り、必必要に要に要
迫られない限りは一人で行動することがことがことがことががことがことがことがとことがことがことがとが多多 。多い。多多多 。
そのため、普段から近寄りがたいいいいいいい雰雰雰雰雰雰雰雰囲気雰囲気気雰囲気を漂わをを せがちせ
だが、庶民じみた食事や趣味を好を好をを好を好を好をを好好をを むむむむむむといむむといむむむ いむ いったっった意っっ 外な一
も見せる。

ＣＶ：一色 ヒカル

榊 由美子榊 由美子美子美子子子子
さかき       ゆ          み           こ

身長：163cm  Ｂ：85（D）/Ｗ：57/Ｈ：87
誕生日：11月10日  血液型：A型

スラリと伸びる長い足と、たわわに実った大きな胸が
を引く女の子。
学園唯一の三年生ということもあり、面倒見のいい
姉御肌でみんなから慕われている。
しっかり者の印象が強く、主人公に対しても何かと世
を焼きたがるが、子供じみた悪戯や天然ボケと疑

われる行動をとることもしばしば。
実家が都内に本店を構える老舗料亭を営んでいる
関係で料理には自信があり、家事は全体的に得意
分野。
痒いところに手が届くちょっとエッチなお姉さん────────────────────
と言えば語弊があるものの、違うと言い切れななれなないあいあいあいあいあいあいあいあいあいあいああい
たりが油断のならない存在である。

ＣＶ：雪見 そら

周防 天音周防 天音天音天音音音音音音
す    お  う      あ  ま     ね

身長：169cm  Ｂ：91（F）/Ｗ：59/Ｈ：88
誕生日：3月3日  血液型：A型

主人公達が通う、私立美浜学園に設立当初から在学
している女の子。
父親は関東圏に強大な力を持つグループ企業の総帥
であり、俗にいうお嬢様。
長い黒髪が似合う端整な顔立ちをしており、その仕草
や言葉遣いからは育ちの良さを感じさせるが、
他者との関わりを疎んでいるようなところがあり、必要に
迫られない限りは一人で行動することが多い。
そのため、普段から近寄りがたい雰囲気を漂わせがち
だが、庶民じみた食事や趣味を好むといった意外な一
面も見せる。

スラリと伸びる長い足と、たわわに実った大きな胸が
目を引く女の子。
学園唯一の三年生ということもあり、面倒見のいい
姉御肌でみんなから慕われている。
しっかり者の印象が強く、主人公に対しても何かと世
話を焼きたがるが、子供じみた悪戯や天然ボケと疑
われる行動をとることもしばしば。
実家が都内に本店を構える老舗料亭を営んでいる
関係で料理には自信があり、家事は全体的に得意
分野。
痒いところに手が届くちょっとエッチなお姉さん──
と言えば語弊があるものの、違うと言い切れないあ
たりが油断のならない存在である。

キャラクター紹介
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金髪ツインテールに天の邪鬼な言動がトがトトがトがトがががががががトトトが レーレーレレードードレードレードレードレードドレードレ ドレードードードドドドマーマーークークークークーククク
な女の子。
明らかに“ツンデレ”を意識しているところがあり、彼彼彼彼彼女彼彼
の髪と言動はハイブリーチと日頃の訓練で成り立ってってってっって
いることから、嘘ツンデレ“ＵＴ”であると言える。
可哀想なくらいに勉強は苦手だが、明るく元気なとこころろろろ
が彼女の持ち味であり、クラスのムードメーカー的な存
在でもある。
本人は運が悪いことを気にしているようで、商店街のく
じ引きでも、アタリ以外のハズレを全て引いてしまったと
いう残念な伝説を持っている。
酸っぱい物が苦手らしいのだが、無理をしてビタミンンンンＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣ
を過剰摂取している理由は である。

ＣＶ：羽仁 麗

松嶋 みちる松嶋
ま つ   し  ま

身長：155cm  Ｂ：80（B）/Ｗ：52/Ｈ：82
誕生日：12月25日  血液型：O型

天真爛漫で自由奔放な女の子…
という説明では明確な紹介にならないほど、つかみ所所所所
のない女の子。
一言で言ってしまえば“アホ”と表現できなくもないいいいいいいいいが、が、が、が、が、が、
その言葉では片付けられない言動や行動をとることがことこことがことがとがととがとがとこと
多く、底の見えない恐ろしさがある。
その特異性は、彼女と話した人間のほとんどが、５分分分分分分ででででで
“この子はヤバイ”と直感するほどである。
そんな彼女も、当初は主人公に対して人見知りをしてしててててててててててしてて
いたが、ひょんなことをきっかけに“お兄ちゃん”と呼んででで
懐いてくるようになる。
実家は日本を裏から牛耳っていると噂の大財閥である
らしいのだが、その実態を知る者は少なく、知れば不
幸に見舞われる類の面倒くさい家の出身らしい。

金髪ツインテールに天の邪鬼な言動がトレードマーク
な女の子。
明らかに“ツンデレ”を意識しているところがあり、彼女
の髪と言動はハイブリーチと日頃の訓練で成り立って
いることから、嘘ツンデレ“ＵＴ”であると言える。
可哀想なくらいに勉強は苦手だが、明るく元気なところ
が彼女の持ち味であり、クラスのムードメーカー的な存
在でもある。
本人は運が悪いことを気にしているようで、商店街のく
じ引きでも、アタリ以外のハズレを全て引いてしまったと
いう残念な伝説を持っている。
酸っぱい物が苦手らしいのだが、無理をしてビタミンＣ
を過剰摂取している理由は謎である。

天真爛漫で自由奔放な女の子…
という説明では明確な紹介にならないほど、つかみ所
のない女の子。
一言で言ってしまえば“アホ”と表現できなくもないが、
その言葉では片付けられない言動や行動をとることが
多く、底の見えない恐ろしさがある。
その特異性は、彼女と話した人間のほとんどが、５分で
“この子はヤバイ”と直感するほどである。
そんな彼女も、当初は主人公に対して人見知りをして
いたが、ひょんなことをきっかけに“お兄ちゃん”と呼んで
懐いてくるようになる。
実家は日本を裏から牛耳っていると噂の大財閥である
らしいのだが、その実態を知る者は少なく、知れば不
幸に見舞われる類の面倒くさい家の出身らしい。

ＣＶ：民安 ともえ

入巣 蒔菜入巣 蒔菜蒔菜蒔菜菜菜蒔菜菜菜菜
い り     す        ま き     な

身長：144cm  Ｂ：71（AA）/Ｗ：57/Ｈ：78
誕生日：1月13日  血液型：AB型

キャラクター紹介



ＣＶ：岡村 美佳沙

小嶺 幸小嶺 幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸
こ     み  ね       さ ち

身長：151cm  Ｂ：82（C）/Ｗ：56/Ｈ：83
誕生日：9月23日  血液型：O型

風見 雄二風見 雄二雄二二二二
か ざ    み        ゆ  う     じ

身長：１７８ｃｍ
体重：６２ｋｇ
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その服装のせいで、初対面の人間からは必ず“メイド”
として認識されてしまう女の子。
だが、実際は歴とした美浜学園の学生であり、彼女の
メイド服は周りの勧めで着用されているものである。
性格も外見の期待を裏切らず、真面目、穏和、控えめと、
三拍子揃ったメイド気質を兼ね備えているが、少し冗
談が通じないようなところもあり、「ヘソで茶を沸かせ」
と言われればヘソで茶を沸かす方法を真剣に考え、
「お風呂は１万回数えてからあがること」と言われれば、
実際に数え終わるまで音を上げようとしない強情な一情な一情な一な一なな
も見せる。
それらの事例は、彼女の真面目さと行動力の高力の高力の高力の高力の高力の高力の力の高力のの力の力 さの裏のさの裏さの裏さの裏の裏さの裏さ 裏裏裏裏裏
付けでもあり、最年少ながら、クラス委員長を員長を長を長を長長を長員長を長長 任されれ任されれれされされされれれれれれれれされててててててててててて
いる理由にもなっている。

雑然とした社会から切り取られたような平和な学
に、ある日突然やって来た転入生。
幼い頃に事故で姉を亡くし、両親とも死別して以降
の詳細な経歴は不明だったが、現在はドイツ人の養
に引き取られている。

口数が少なく、非常に落ち着いた性格をしている
が、浮世離れした言動や行動が目立ち、いかにも“ワ
ケあり”な部分を感じさせる謎の男。
それでいて物事に対しては非常に真摯であり、時に
は真面目が過ぎるような一面も見せ、養親と同じ職場
でアルバイトに励みながら日々 を真剣に生きている。

キャラクター紹介

その服装のせいで、初対面の人間からは必ず“メイド”
として認識されてしまう女の子。
だが、実際は歴とした美浜学園の学生であり、彼女の
メイド服は周りの勧めで着用されているものである。
性格も外見の期待を裏切らず、真面目、穏和、控えめと、
三拍子揃ったメイド気質を兼ね備えているが、少し冗
談が通じないようなところもあり、「ヘソで茶を沸かせ」
と言われればヘソで茶を沸かす方法を真剣に考え、
「お風呂は１万回数えてからあがること」と言われれば、
実際に数え終わるまで音を上げようとしない強情な一
面も見せる。
それらの事例は、彼女の真面目さと行動力の高さの裏
付けでもあり、最年少ながら、クラス委員長を任されて
いる理由にもなっている。

雑然とした社会から切り取られたような平和な学園
に、ある日突然やって来た転入生。
幼い頃に事故で姉を亡くし、両親とも死別して以降
の詳細な経歴は不明だったが、現在はドイツ人の養
親に引き取られている。
口数が少なく、非常に落ち着いた性格をしている
が、浮世離れした言動や行動が目立ち、いかにも“ワ
ケあり”な部分を感じさせる謎の男。
それでいて物事に対しては非常に真摯であり、時に
は真面目が過ぎるような一面も見せ、養親と同じ職場
でアルバイトに励みながら日々 を真剣に生きている。



風見見雄風見雄風見雄風見風見風見見見 二二二二二二二のの姉姉二二ののの二二 。学術。学学学術学。学学術学学。学学学学学 ・芸術芸術術・芸術・芸・芸芸術の分の分分野分野分野分分野分野野の分の分分分野分分分分野分 においにおいにおいにおいにおいいいいいいいて類稀てて類稀て類稀て類稀て類稀て類稀なななるなるなるなるなる
知識と知知知識と知識と知知識とと才才才才能を才才能を才能を能を才能をを持持ち持ち、持ち、持ち、優しさささ優しさ優優優優 とと厳とと厳ししとととと さささをを同を同をさをさをを同を同を同時時時に内に内に内時時時 包する包す包す包する包する包する包するるする
天才少天才少才少才少少少少才少才天 女。女。。。
数年数年数年数年前年前数年数年年前にに起に起に起起ききた『滝『滝た『滝『『 学学学学学学 マイマイクマイクマイマイイクイクイイクイクイイマママイクマイマイイ ロバスススス転落事転落事落事落事事事事故』故』故故』故』
で、死で、死で、死で、死で、死で、死で、死亡が亡がが確亡が確亡 され認され認されさ ているいるている。

ＣＶ：青山 ゆかり

風見 一姫風見 姫姫姫
か ざ        み             か ず        き

身長：150cm  Ｂ：76（A）/Ｗ：57/Ｈ：78
誕生日：3月22日  血液型：B型

県知事の娘で娘で娘ででででででででであり、海外留海外留海外留学を学を経学を学を経経経経経て国内て国内内私私私私立文系
大の学部長・ 学学学長学長学長学学 を兼任兼任を兼任し、私立美浜立美浜学学学 常常任理
事・学園長でもあるあるあるるるる。。
何でも相談出来る良良良良良良良良き指導き指導指導者、良者、良者、良き理解者と者としとししして学
生からの信頼も厚いがががが、が、そが、そ、そが の反面の反反面軽視さ軽視さ軽 れやすれややすやすやすすややすやすくも
あり、当人にとっては僅かかかかかかな悩みな悩みとなっとなっていている。

ＣＶ：まきいづみ

橘 千鶴橘 千鶴千鶴鶴鶴
たちばな           ち         づ る

身長：157cm  Ｂ：86（D）/Ｗ：58/Ｈ：88
誕生日：5月20日  血液型：O型

旧旧旧旧旧旧旧旧名は名は旧名は旧 ＪＪｕｌＪｕｌａ・ａ・ＢａｒＢａｒｄｄｅｒｅｒｄｄ ａ（ジａ（ジ（ジジジジジジ（ジジ（ジジジュリアュリア・バ・バ・バ・バル・バル・バルババルバルバ デラ）デラ）デラデラ）デラ）デララデデララ）ラ）デ でありででででありありでありでありであであでありありでありでありでありであで 親、親、親、親、
ししししい者しい者しい者しし からからはははははから“Ｊ“ＪＢ“ＪＢＢ”といいいいいいという愛称う愛称称愛称愛称愛愛称愛称で呼ばで呼ばばばば呼ばばばれてれてれてれてれててててていていれて るるるる。る。
風風風見雄見雄風見雄風風風風風 二の現二の現二の現養親でああり、あり、ああり、アルバアルバアルバイトイトイトト先ト先ト先ト先ト先トト のののの上の上の上上司上上司上司上ののの上上上 （保保保保保（（保保
管理官官官）を務）を務）を務務務務 ていめめていめていいめ る。るる
風風見見雄雄見雄見雄見雄二の二のの二の二の師二二の二の二の二の二の二の二の二の二二 匠であであでで匠でで匠で る日る日るる日下るる日下下下部麻子部麻子部麻子とは元とは元とは元は元元は元元同僚。僚僚。僚

ＣＶ：楠 鈴音

春寺 由梨亜春寺 由梨亜由梨梨梨
は る      で ら              ゆ          り           あ

身長：172cm  Ｂ：96（G）/Ｗ：58/Ｈ：92
誕生日：4月2日  血液型：A型

風見雄二二の二の二の二ののの師の師二二のの 匠にし匠にしにして最強て最強強の女の女。の女。
任務中ににに負っに負っに負っに負っに負っった怪我た怪我の後遺の後遺の後後 症で予で予備役役役となる。
作戦の折に救折に救折に救に救救折に救救救折 出した出した出した子供（雄二雄二）二）を引を引引引引き引引引引引引引 取り、 有地
の管理人とし人とし人とししし人 ししてててててて山にて山てててて 篭り隠居生活活活を始を始をを始始めを る。
最後はははははは風見雄風風風見雄見雄雄雄見 二に二に二に病床を看を看を看取られ取られ取られつつつつつつつ鬼つつつつ 籍に入入入入るるる。るるるる

ＣＶ：かわしまりの

日下部 麻子下部 麻子麻子麻麻
く さ        か           べ             あ さ         こ

身長：174cm  Ｂ：92（F）/Ｗ：56/Ｈ：94
誕生日：2月26日  血液型：O型

7

キャラクター紹介

風見雄二の姉。学術・芸術の分野において類稀なる
知識と才能を持ち、優しさと厳しさを同時に内包する
天才少女。
数年前に起きた『滝園学園マイクロバス転落事故』
で、死亡が確認されている。

県知事の娘であり、海外留学を経て国内私立文系
大の学部長・副学長を兼任し、私立美浜学園常任理
事・学園長でもある。
何でも相談出来る良き指導者、良き理解者として学
生からの信頼も厚いが、その反面軽視されやすくも
あり、当人にとっては僅かな悩みとなっている。

旧名はＪｕｌｉａ・Ｂａｒｄｅｒａ（ジュリア・バルデラ）であり、親
しい者からは“ＪＢ”という愛称で呼ばれている。
風見雄二の現養親であり、アルバイト先の上司（保護
管理官）を務めている。
風見雄二の師匠である日下部麻子とは元同僚。

風見雄二の師匠にして最強の女。
任務中に負った怪我の後遺症で予備役となる。
作戦の折に救出した子供（雄二）を引き取り、国有地
の管理人として山に篭り隠居生活を始める。
最後は風見雄二に病床を看取られつつ鬼籍に入る。
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※本プログラムは音声の再生に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
ＷｉｎｄｏｗｓＸＰ／Ｖｉｓｔａ／７／8

DirectX9.0c以上

1280×720以上 （16：9）
約7.5ＧＢ

DirectX9.0c以上に対応したビデオカード
２層ＤＶＤ-ＲＯＭを正常に読み込むことが可能なDrive

DirectSoundに対応した音源

1GHz相当以上
512MB
1GB

1GHz相当以上
1GB
2GB

64MB
128MB

128MB
256MB

OS
DirectX
CPU

メモリ

HDD
画面解像度

ビデオ
カード

その他

XP
Vista/7/8

XP
Vista/7/8VRAM

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、動作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。
●Windows8について…WindowsRTではインストールおよび動作出来ません。

タッチパネルでの操作につきましては可能ですが一部動作に対応していないため、マウ
スを使用してのプレイをお勧めいたします。

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。
インストールメニューが自動的に起動しますので、インストールメニューの「インストール」を選択してください。
自動的に起動しない場合は「マイコンピュータ」を開き、「グリザイアの楽園」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7500MB必要になります。
なお、インストール終了時に、「グリザイアの楽園」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。お客様の環境にDirectX9.0c以降がインストールされて
ない場合は、セットアッププログラムから「DirectX9.0cをインストールする」を選択してDirectXをインストールし
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証しておりません。

アンインストール方法
「グリザイアの楽園」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的に起動しますので、起動メニューの「アンインストール」を選択してください。
自動的に起動しない場合は、「グリザイアの楽園」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、WindowsXPは“C:¥Documents and Settings¥ユーザー名¥Application Data¥フ
ロントウイング¥グリザイアの楽園”内に生成されます。
WindowsVista／７／８は“C:¥Users¥ユーザー名¥AppData¥Roaming¥フロントウイング¥グリザイアの楽
園”内に生成されます。
インストールメニューの「セーブフォルダを開く」からセーブデータが保存されているフォルダを開くことが出来ます。

動作環境

動作環境

ゲームの始め方
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添付コンポーネントについて
「グリザイアの楽園」をお楽しみいただくためには「DirectX」が必要です。
DirectXフォルダにDirectX9.0cが収録されていますので、ご利用ください。

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２０１３年５月２４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

［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つ前のシーンへジャンプ
１つ先のシーンへジャンプ
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

操作方法

ゲームの始め方・操作方法
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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
を行うことが出来ます。
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２０１３、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。

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。

通常画面 ①メッセージウィンドウです。
②再生ボタン/メニュー画面表示ボタン/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。
・メニュー画面表示ボタン…メニュー画面を開きます。以降
の機能はメニュー画面と同様です。
・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通常画面時の動作メニューです。
　以下の機能が使用できます。
・スキップ…メッセージのスキップを開始します。
・オート…オートモードを開始します。矢印はそれぞれオート
モードのスピードが調整できます。
・シーンジャンプ…次のシーンまでスキップ、もしくは前の
シーンへ戻ります。
・Ｑセーブ…クイックセーブは最大8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ロード…最新のクイックセーブのデータをロードします。

ノベルモード画面
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

基本ゲーム画面
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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システム情報を表示します。
⑧進行度確認画面を表示します。
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。
⑫現ルートでのシナリオ進行度をパーセント表示します。

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。
　左端のボタンでページを切り替えることで20ページまで表
示され、最大160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。
　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。
　左端のボタンでページを切り替えることで20ページまで表
示され、最大160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。

ショートカット画面 ショートカットキーの一覧を表示します。
右クリックか戻るアイコンをクリックすると元のゲーム画面に
戻ります。

基本ゲーム画面



環境設定画面、ダイアログ表示設定

環境設定画面
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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スキップ速度を設定します。
③一文字ごとのオートモードの待ち時間を設定します。
④一文ごとのオートモードの待ち時間を設定します。
⑤メッセージウィンドウの濃度を調整できます。
⑥スキップモードを選択肢の時に解除するかどうか選択できます。
⑦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。
⑧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。
⑨セーブ時にメッセージを変更するかを設定できます。
⑩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。
⑪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シーンの頭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。

進行度確認画面 ①各ルートの進行度を表示します。
②メニュー画面に進行度を表示するか設定します。



「グリザイアの楽園」製作スタッフ

製作スタッフ
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プロディーサー ： 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 ： ななかまい

シナリオ ： 藤崎竜太
桑島由一
かづや
鳴海瑛二

キャスト
榊由美子　　　： 一色ヒカル
周防天音　　　： 雪見そら
松嶋みちる　　： 羽仁 麗
入巣蒔菜　　　： 民安ともえ
小嶺幸　　　　： 岡村美佳沙

橘千鶴　　　　： まきいづみ
春寺由梨亜　　： 楠 鈴音
日下部麻子　　： かわしまりの
風見一姫　　　： 青山ゆかり

キアラ　　　　： 桜城ちか
アダム　　　　： 水樹空
山本　　　　　： おっさん
ゾーイ　　　　： 青葉りんご

ダニエル　　　： 倉島丈
ミリエラ　　　 ： 東かりん
エディ　　　　 ： 秋山樹
ロビー／ジミー ： おイモ
Ｊ少尉／Ｊ大尉  ： 水樹空
ギャレット大尉  ： 野々村紗夜

坂下千秋　　   ： 奈都水環
小出葎　　　　： 野々村紗夜
佐久間みのり　： 葉市憂
伊吹春菜　　　： 桜城ちか
金田沙彩　　　： 今野蒼衣
古森めぐみ　　： 綾瀬あかり
桜井美冬　　　： 唯香
広岡たまき　　 ： 奈都水環
越智義彦　　　： おイモ

トラビス　　　 ： 神宮寺 穂波人
テュポーン　　 ： やじまのぼる
ヒース・オスロ   ： 秋山樹

音声協力 ： 岩魚
花京院秋法
カマンベール十円堂
黒衣虹男
瀬内蘭丸
橘まお
つきのき みさ
成瀬伊織
ますおかゆうじ

綾瀬あかり
おイモ
おっさん
倉島丈
今野蒼衣
桜城ちか
民安ともえ
中里圭太
奈都水環
野々村紗夜
葉市憂
水樹空
唯香

音声収録
音響制作 ： S-Prism
音声収録ディレクター ： 吉村弘
収録エンジニア ： 山田明寛

ゆか

収録スタジオ ： スタジオフォトン
サンセットスタジオ

音声編集 ： 高橋あきお

BGM制作 ： Elements Garden
ピクセルビー
松本文紀

オープニングテーマ
「FISSION」
Vocal ： 奥井雅美
作詞 ： 奥井雅美
作編曲 ： 藤間 仁（Elements Garden）
 
挿入歌
「CHOOSE THE WORLD」
Vocal ： 飛蘭
作詞 ： 桑島由一
作編曲 ： 菊田大介（Elements Garden）

エンディングテーマ
「Ceremony」
Vocal ： 佐咲紗花
作詞 ： 桑島由一
作編曲 ： 藤間 仁（Elements Garden）

プロローグ・オープニングテーマ
「Eden's Song」
Vocal ： はな
作詞 ： 桑島由一
作編曲 ： 松本文紀

プロローグ・エンディングテーマ
「BREEZE」
Vocal ： 橋本みゆき
作詞 ： 桑島由一
作編曲 ： 中山真斗（Elements Garden）

挿入歌
「メジマグロ・Beautiful」
Vocal ： ￥Cuスタ平
作詞／作曲 ： ￥Cuスタ平
編曲 ： MML

オープニングムービー制作
URA（AC-Promenade）

オープニングアニメーション
絵コンテ／作画監督／原画 ： 渡辺明夫
制作協力 ： みうらさぶろう

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

エンディングムービー／
ダイジェストムービー制作 ： ジョルト宮田

PV制作 ： yo-yu（feat.works）

総合PV制作 ： yokota（feat.works）

グラフィックチーフ ： 迷人

グラフィック ： 星一
くろず
松河
よしな
ななかまい

紫桜 露草
とよ
加藤たいら
小田桐孝一（MAGNUM）
タケシマサトシ（MAGNUM）
山本七式（MAGNUM）　

3Ｄグラフィック ： kur
ジョルト宮田
Mist_E
由治
美樹本瑞樹

演出エフェクト制作 ： kur
ジョルト宮田
ツカツカ　

背景制作 ： 加藤たいら
小田桐孝一（MAGNUM）
タケシマサトシ（MAGNUM）
山本七式（MAGNUM

監修 ： 迷人

イベント絵レイアウト協力／原画 ： INO

アクションシーンレイアウト協力 ： なかの★陽

SD絵レイアウト協力 ： 山田石人
　
ロゴデザイン／校章デザイン ：
木緒なち（KOMEWORKS）

システムデザイン ： くろず

WEBデザイン ： 火鉢いろり（KOMEWORKS）
くろず
MIA

デザイン ： Noto design

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

スクリプトチーフ ： 鳥島烏

スクリプト ： 眼球根絶
らいれす

SE制作／ドラマ編集 ： 平 綾

広報／営業 ： ユースケ
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
HIGE50
枝松たると
大祐
いずみ紫
目黒八雲

長谷大介（S-Prism）
永澤優花
minori
MAGNUM
株式会社 ブシロード
株式会社 ランティス
株式会社 フォントワークスジャパン
All Frontwing Staff

製作・著作　Frontwing



(お問い合わせの際は、本ページをコピーしてお使いください)

お名前

ご住所

電話番号

メールアドレス

使用機種のメーカー名

使用機種の型番

ＣＰＵ

ＯＳ

搭載メモリ

グラフィックカード

サウンドカード

その他の周辺機器

症状

お問い合わせシート

サポート
ご意見、ご要望、エラーや何かお気づきの点、などがありましたら、

〒110-0005　東京都台東区上野3-3-4　JTTビル6F
 　　 株式会社フロントウイング
        「グリザイアの楽園」サポート係
URL：http://frontwing.jp/
Mail：fw-support@frontwing.co.jp

までお気軽にご連絡ください。

携帯電話のメールアドレスをご使用の際は、ＰＣからのメールを受信できる設定にした上でお問い合わせください。

14

お問い合わせシート






