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ストーリー

リバーシティーガールズって？

33

くにおくんとは？
1986年に登場し、現在まで愛され続ける

大人気アクションゲーム。何でもアリのハ

チャメチャなアクションとコミカルなドット

絵が魅力で、世界中で続編やインスパイ

ア作品が発売されてます。

「リバーシティガールズ」はシリーズに登場

するキャラクターの「ミサコ」と「キョウコ」

を主人公にした外伝ストーリーです。



キャラクターを選択します。
隠れ家に戻るといつでも変更可能
です。

キャラクターを変更すると会話シー
ンの話者も変更されます。

２Pプレイで遊ぶときはキャラクタ
ー選択画面で決定ボタンを押すと
参加ができます。

決定ボタンを押してタイトル
メニューに進みます。

軟派 （イージー）
弱い敵が出やすくなります。ゲームオーバ
ーから復帰するときに体力が全回復します。

硬派 (ノーマル)
ほどよい強さの敵が現れます。ゲームオー
バーから復帰するときに体力が50%回復
します。

熱血 (ハード）
強敵が出現しやすくなります。ゲームオー
バーから復帰するときに体力が25%回復
します。

ゲームを始める前に 1 / 2

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

セーブスロットを選択します。
ゲーム開始時は任意の空き
スロットを選択します。最後
に訪れた隠れ家（→P12）か
らスタートします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

協力プレイ時に味方を
攻撃できるかの設定で
す。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

★所持金はキャラクターごとで保有します。
★アクセサリは全てのキャラクターで共有されます。
★イベント報酬は使用していないキャラクターも受け取りま
す。
★隠れ家に戻ると体力が全回復します。
★消費アイテムは隠れ家の倉庫にしまうことで共有ができ
ます。
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・本作はオートセーブに対応しています。

・フィールドの遷移時、イベントの終了時にセーブされます。

BGMの音量を変更します

SEの音量を変更します。

音声の音量を変更します。

テキストの表示言語を変更します。

音声の言語を変更します。

コントローラーの振動機能を切り替えます。

プレイヤーを強調表示するカーソルを表示します。

操作ボタンの再割当てをします。

ゲームを始める前に 2 / 2
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・クイックリトライ ：所持金を失い、フィールドから再スタートします。

・隠れ家リトライ ：最後に訪れた隠れ家からペナルティなしで

再スタートします。



A 1Pが操作するキャラクターです。

B キャラクターのレベルです。

C キャラクターの体力です。

D キャラクターのSPゲージです。

E キャラクターのガードブレイクゲージです。

F
リクルート中の助っ人です。
アシスト攻撃中にダメージを受けると体力が減ります。

G キャラクターの所持金です。

H クイックアイテムで使用できるアイテムです。

ゲーム画面
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I 操作キャラクターのカーソルです。

J メッセージウィンドウです。

K コンボ数です。



所持アイテムの閲覧と使用ができます。キャラクターのステータスが確認できま

す。最大10個のアイテムを所有できます。上限以上に購入した場合、アイテムは

隠れ家の倉庫（→P12）に送られます。

アクセサリの着脱ができます。２つまで装備することができます。敵との戦闘に役に
立ったり、取得できるEXPが増えるなど様々な効果が付与されます。

マップの確認ができます。施設やクエストの位置を確認できます。

リバーシティガールズ２のイラストや設定資料の閲覧ができます。ストーリーを進

めたり、クエストを達成するなどで、内容が充実していきます。

リバーシティで流行りのSNSです。住人達からのメッセージを表示します。ゲーム

の進行のヒントやクエストの確認ができます。

操作しているキャラクターの攻撃コマンドリストの閲覧ができます。使用できるス

キルは道場で解放することができます。

各種ゲームの設定を変更できます。

※同士討ちと難易度は隠れ家でしか変更できません。

キャラクターのレベルです。レベルが上がるとステータスが上昇します。

敵を倒すと得られる経験値です。一定値溜まるとレベルアップします。

ポーズメニュー右上の時刻表示はゲーム内の時間です。時刻に応じてフィールド

の空も変化します。

ポーズメニュー
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キャラクターを操作して、リバーシティの街中を探索しましょう。フィールドには
調べたり、拾ったりできるものがあり、近づくとアクションパネルが表示されます。
決定ボタンを押すと、対応したアクションを行います。

フィールドではたくさんの敵が襲いかかってきます。攻撃をしたり敵との距離をとり
ながらうまく切り抜けましょう。敵を倒すと経験値とお金を取得できます。レベルア
ップやアイテムの使用によりステータスが上昇します。キャラクターを強化し、戦
闘を有利に進めましょう。また、至るところに拾える武器が落ちています、武器を使
って敵を吹っ飛ばすなど活用しましょう。

リバーシティには個性豊かな住人たちがたくさんいます。話しかけると街の状
態や困っていることを相談されます。
住人の悩みを解決していくことでリバーシティが抱えている問題も解消されて
いきます。まずは人々に話しかけましょう。
人によって、報酬を貰えるサブクエストが発生することがあります。たくさんの経
験値やお金を貰えるので積極的に助けてあげましょう。クエストは上限なく受け
ることができます。

ストーリーが進行するとスマホにホンカァ（→P7）から通知が届きます。ホンカ
ァを開くと困った問題を抱えた人たちのいる場所をチェックすることができま
す。ゲーム進行のヒントにもなっていますのでこまめにチェックしましょう。

飲食店やアクセサリショップ、道場などリバーシティの至る所にたくさんの施設が
あります。ショップを見つけたらまずは入ってみましょう。キャラクターの強化やス
キルの購入ができます。敵が強くなってきたと感じたらショップを活用するのが勝
利への近道です。隠れ家ではキャラクター変更や助っ人のリクルート、倉庫の利
用などができます。所持品を整え、探索に出発しましょう。

ゲームの基本

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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キャラクターの体力です。ダメージを受けると減少します。０になるとゲーム
オーバーになります。

格闘での攻撃力です。

武器を持った状態での攻撃力です。

キャラクターの移動速度です

回復アイテムをドロップする確率が上昇します。

より多くのSP攻撃ができるようになります。

毒などの状態異常になります。
時間の経過で効果は無くなります。

敵を攻撃すると稀に昏倒状態にできます。

隙だらけになり自由に殴ったり掴んだりすることができます。

フィールドのいたるところで武器を拾うことができます。

武器は「スポーツ系武器」「おもちゃ系武器」「家具系武器」に分類されま

す。

武器によって画面端まで吹っ飛ばしたり、倒れた敵にも攻撃できたりと

様々な特徴があります。

武器は投げることや投げてきたものをキャッチすることができます。

助っ人をリクルートすることでアシスト攻撃が可能になります。

一度にセットできる助っ人は2人までです。

アシスト攻撃中に助っ人がダメージを受けると助っ人のライフが減少しま

す。ライフが０になると助っ人は帰ってしまいます。

敵を助っ人としてリクルートすることができます。

敵を弱らせることでリクルートが可能になります。

リクルートした敵は隠れ家からいつでも呼び出し可能になります。

お金を支払い、用心棒をリクルートすることができます。

用心棒は強力なアシスト攻撃で手助けをしてくれます。

ガードブレイク攻撃の攻撃回数です。

レベルアップによりステータス上昇や新しいスキルが解放されます。次のレ

ベルに必要な経験値はポーズメニューから確認ができます。

敵との戦闘やイベントの達成で経験値を取得します。経験値が一定値溜ま

るとレベルアップをします。

敵との戦闘やイベントの達成でお金を取得します。お金を使って消費アイテ

ム、アクセサリ、スキルの購入ができます。

ゲームテクニック 1 / 2
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通常攻撃を連打することでコンボ攻撃が可能です。

習得した技を組み合わせることで様々なコンボを組み立てることができます。

攻撃力が高めの攻撃です。

モーションは大きいですがコンボを締める強力な攻撃です。

SPゲージを使った攻撃です。

コンボのつなぎや吹っ飛ばしなど使い道は多様です。

ヘヴィ攻撃の長押しで使用します。ガードしている相手にもダメージを与えま

す。ガードブレイクゲージを消費します。敵を攻撃するとゲージは溜めること

ができます。

ジャンプ中にも攻撃が可能です。

道場で技を習得することで攻撃方法が増えていきます。

通常攻撃のコンボ中にジャンプボタンで打ち上げ攻撃ができます。

リフトオフを組み合わせることで、コンボのバリエーションが広がります。

倒れた敵の上でヘヴィ攻撃をで追い打ち攻撃ができます。

ダウンした味方に追い打ちすると蘇生させることもできます。

倒れた敵は持ち上げることができます。

持ち上げた状態では敵を投げたり武器のように振り回すことができます。

昏倒した敵や許しを求める敵に近づくと掴み状態になります。

掴み状態で通常攻撃をすると、掴み攻撃をすることができます。

掴み状態で進行方向と逆の方向キーを押しながらヘヴィ攻撃で敵を投げら

れます。

方向キーを同じ方向に連続で押すとダッシュができます。

ガードボタンを押すとガードができます。敵の通常攻撃を防ぎます。

敵の攻撃にタイミングよくガードをするとジャストガードになり敵の隙を作る

ことができます。

敵が投げてきた武器に対してタイミングよくガードするとキャッチができます。

ダウン状態で起き上がるときに方向キーを押すことでローリング回避ができ

ます。敵との距離を取ることができます。

リクルートした助っ人をセットするとアシスト攻撃が使用できます。助っ人に

よりそれぞれ違った特徴のアシスト攻撃をします。

壁に向かってジャンプし、タイミングよくもう一度ジャンプボタンを押すと壁

とは反対に2段ジャンプができます。

クイックアイテムボタンで即座に所持している回復アイテムの使用ができ

ます。

ゲームテクニック 2 / 2
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敵をリクルートしてアシストキャラとして使用することができます。
敵を弱らせると時々助けを求めてくることがあるので、リクルートボタンを押し
て勧誘しましょう。
リクルートしたあとは助っ人によるアシスト攻撃が可能になります。

リバーシティにはお金を
払うと助けてくれる用心棒
がいろんなところにいます。
雇うたびに費用はかかり
ますがそれぞれ強力な攻
撃を使うことができます。

一度リクルートした敵は隠れ家から何度でも助っ人として呼び出すことができ
ます。隠れ家からは助っ人の名前とちょっとした情報を見ることができます。

リクルート

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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・同じタイプでも色の異
なる敵がいます。

・色の違いによって強さ
が変わります。

・難易度、自分のレベル、
ストーリー進捗によって
出現率が変化します。



仲間に話しかけると使用するキャラクターの交代ができます。

持っているアイテムを預けることができます。

アイテムを買いすぎてしまった場合、自動的に倉庫へ送られます。

倉庫に預けることで他のキャラクターへ渡すこともできます。

リクルートした敵を助っ人として呼び出すことができます。

助っ人の名前やちょっとした紹介もみることができます。

ブームボックス（ラジカセ）を殴ることでBGMの切替と再生ができます。

レコードを手に入れることで楽曲が増えていきます。

隠れ家でポーズメニューを開くとゲーム難易度の変更ができます。

隠れ家でポーズメニューを開くと同士討ち設定の変更ができます。

スキルごとの単発のダメージです。

コンボ中の合計ダメージです。

敵がダウン状態になるまでの合計コンボ数です。

食べ物や飲み物を購入できます。使用すると体力を回復をします。

使用した際、表記されたステータスが一度だけ上昇します。

キャラクターが装備するアクセサリを購入できます。

アクセサリはキャラクター共通で使用でき、1度だけ購入できます。

所持品に入れておくことで効果が得られる特殊アイテムです。

使用することもできます。

おもちゃやゲームが購入できます。使用すると体力を回復します。

使用した際、表記されたステータスが一度だけ上昇します。

レコードを購入できます。

購入すると隠れ家のブームボックスの楽曲が増えます。

魔女の森にある珍品を扱うショップです。

攻撃に特殊効果を付与することができます。

キャラクターのスキルを習得することができます。

スキルを購入することで攻撃手段を増やすことができます。

疲れを癒やし、安価でキャラクターの体力を完全回復できます。

役に立つ施設
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移動

移動

-

SP攻撃

☓ ジャンプ / リフトオフ / ウォールジャンプ

ヘヴィ攻撃 / 追い打ち/投げる

通常攻撃 / 拾う /エリア移動（長押し） / 話しかける（長押し）

ガード / キャッチ

ガード / キャッチ

リクルート / アシスト攻撃

リクルート / アシスト攻撃

-

クイックアイテム

ポーズメニュー

カーソル移動

カーソル移動

カーソル移動

キャンセル

☓ 決定/長押しでスキップ

基本操作 –PlayStation4 -
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移動

移動

-

SP攻撃

☓ ジャンプ / リフトオフ / ウォールジャンプ

ヘヴィ攻撃 / 追い打ち/投げる

通常攻撃 / 拾う /エリア移動（長押し） / 話しかける（長押し）

ガード / キャッチ

ガード / キャッチ

リクルート / アシスト攻撃

リクルート / アシスト攻撃

-

クイックアイテム

ポーズメニュー

カーソル移動

カーソル移動

カーソル移動

キャンセル

☓ 決定/長押しでスキップ

基本操作 –PlayStation5 -

14



移動

移動

-

SP攻撃

ジャンプ / リフトオフ / ウォールジャンプ

ヘヴィ攻撃 / 追い打ち/投げる

通常攻撃 / 拾う /エリア移動（長押し） / 話しかける（長押し）

ガード / キャッチ

ガード / キャッチ

リクルート / アシスト攻撃

リクルート / アシスト攻撃

-

クイックアイテム

ポーズメニュー

カーソル移動

カーソル移動

カーソル移動

キャンセル

決定/長押しでスキップ

基本操作 - Nintendo Switch -
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コントローラーを接続し、決定ボタンを押し、キャラクターを選択するとゲーム
に参加できます。
敵を倒したプレイヤーが経験値を得ます。
お金を拾ったプレイヤーがお金を得ます。

オプション画面から同士討ちの設定ができます。
同士討ちをオンにすると味方の攻撃もダメージを受けるようになります。

片方のプレイヤーの体力がゼロになっても一定時間内に味方のキャラクター
が追い打ち攻撃をすることで蘇生することができます。

ミニゲームをクリアするサブクエストです。

探しものを集めてくる収集、探索クエストです。
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当社は本ソフトの無断複製・賃貸・営業使用は一切許可しておりません。
Commercial Use, Rental and Unauthorised Replication are prohibited.

〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-3-9 新横浜金子ビル

http://arcsystemworks.jp/support

この商品に関するお問い合わせ先
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