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1 ご使用になる前に

ごあいさつ

このたびは『真･女神転生デビルチルドレ
ン

 

黒の書』をお買い上げいただき、誠に
ありがとうございます。ご使用になる前
に、この電子説明書をよくお読みいただ
き、正しくお使いください。

安全に使用するために

本ソフトをご使用になる前に、HOMEメ
ニューの を選び、｢安全に使用するため
に｣の内容をご確認ください。ここには、
あなたの健康と安全のための大切な内容が
書かれています。
また、本体の取扱説明書もあわせてお読み
ください。

本ソフトは、原作のゲーム内容をニンテ
ンドー3DS上で再現したものであり、
動作・表現などに原作とは若干の違いが
ありえます。あらかじめご了承くださ
い。

任天堂のゲームやソフトの複製は違法で
あり、国内および外国の著作権法によっ
て厳重に禁じられています。違反は罰せ
られますのでご注意ください。なお、こ
の警告は、私的使用を目的とする著作権
法上の権利を妨げるものではありませ
ん。また、この電子説明書も国内および
外国の著作権法で保護されています。

警 告



本品は日本国内だけの販売とし、また商
業目的の使用や無断複製および賃貸は禁
止されています。

●むやみに電源をON/OFFする、データ
のセーブ中にゲームカードやSDカー
ドを抜き差しする、操作の誤り、端子
部の汚れなどの原因によってデータが
消えてしまった場合、復元はできませ
ん。ご了承ください。

●セーブデータを改造する装置の使用
は、ゲームを正常に進められなくなっ
たり、セーブデータが壊れたり消えた
りする原因となりますので、絶対にお
やめください。万一このような装置を
使用してセーブデータを改造された場
合には、改造する前の状態に復元する
ことはできませんので、十分にご注意
ください。

©Index Corporation 2000,2013.
Produced by ATLUS
GAME BOY・ゲームボーイ・ニンテンド
ー3DSのロゴ・ニンテンドー3DSは任天
堂の商標です。

CTR-N-QAXJ-JPN-00



2 ゲーム紹介

ストーリー

2000年7月…
世界的な経済不況に加え、世は地球規模の
異常気象に見舞われていた。
甲斐

 

刹那の暮らす街も例外ではなく、7月
だというのに雪が降り積もり、テレビでは
大雪警報の臨時ニュースが連日流されてい
る。

そんな異常気象の中、セツナのもとに差出
人不明の怪しい小包が届けられる。中身は

「ヴィネコン」と書かれたポケットパソコ
ンと、変わった形をしたケンジュウ「デビ
ライザー」。事件はここから始まった。
小包を奪おうと謎のデビルが出現、セツナ
は襲撃を受ける。しかし、デビルたちは不
思議な力に守られた小包に、近づくことす
らできない。小包強奪に失敗した謎のデビ
ルは弟・ナガヒサを連れ去ってしまう。わ
けもわからず「デビライザー」のトリガー
を引いたセツナの前に……。
さあ、扉は開かれた。
デビルチルドレンの冒険が、いま始まる。

『真･女神転生デビルチ
ルドレン

 

黒の書』は、
主 人 公 「 甲 斐 刹 那

［カイ

 

セツナ］」を操
作して、魔界を冒険す
るロールプレイングゲ
ームです。

甲斐

 

刹那



3 操作方法

フィールド画面での操作方法

移動 

メニュ ーの表
⺬

ダッシュ
+押している
間

話す
（人の前にいる
とき）

ワール ドマッ
プを見る

（マップ
を持っ ていると
き）

調べる
（調べたいもの
の前にいるとき）

パートナ ーか
ら降りる

（パートナーに
乗っているとき）

※パートナーに乗っているときに、「話
す」「調べる」の操作はできません。



項目の選択 

キャンセ ル・
戻る



その他の操作方法

決定 

と、 とは同じ操作がで
きます。

項目の切 り替
え

（アイテ ム画
面など）

仲魔の切 り替
え

（ステータス画
面など）



4 ゲームの始めかた

2回目以降に遊ぶとき

タイトル画面でいずれかのボタンを押す
と、タイトルメニューに進みます。

はじめから
ゲームをはじめから
プレイします。

つづきから
前 回 セ ー ブ （ → 6 ）
した場所からプレイ
します。

で文字を選択、で
決定します。または

「ていせい」で前の文
字を消せます。

タイトル画面でいずれかのボタンを押す
と、ゲームが始まります。

※最大8文字まで入力できます。
※「ひらがな」「カタカナ」で文字の切り

替えができます。

初めて遊ぶとき

名前入力



5 ゲームの終わりかた

プレイ中に を押すと、ゲームが中
断され、下画面にHOMEメニューが表⺬
されます。「おわる」をタッチすると、ゲ
ームの進行状況をセーブ（保存）して終了
します。これをVC中断機能といいます。
詳しくは、｢VCで使える機能｣のページを
ご覧ください。



6 データのセーブ（保存）

※セーブデータは1つです。すでにセーブ
データがある場合、新しいデータが上書
きされます。

※データの上書きをするときは、内容を十
分にご確認ください。上書きされたデー
タは元に戻せません。

メニュー（→10）で「セーブ」を選ぶと、
これまでの進行状況をセーブできます。



7 VCで使える機能

VC（バーチャルコンソール）のソフトで
のみ、使える機能があります。

VC中断機能

でゲームを中断し、ゲームの状況
を保存する機能です。
ゲーム中に を押すと、下画面に
HOMEメニューが表⺬されます。その際、
ゲームは中断され、そのときのゲームの状
況が自動的に保存されます。
この機能を使うと、ゲームの途中で他のソ
フトを立ち上げたり、本体の電源をOFFに
しても、次回ゲームを起動すると、中断さ
れたところから再開できます。
※再開すると、保存されていたゲームの状

況は消えます。



VCメニュー

まるごとバックアップ機能

ゲームの内容を、好きなタイミングでバッ
クアップ（コピーして保存しておくこと）
できる機能です。
まるごとバックアップ機能は、コピーする
際のゲーム状況とゲーム内のすべてのセー
ブデータを同時にバックアップします。バ
ックアップしたデータは上書きされるまで
消えることはありません。
バックアップしたデータをよみこむと、何
度でも同じところからゲームを再開するこ
とができます。

ゲーム中に下画面をタッチ(もしくは⻑
押し)すると表⺬されるメニューです。VC
メニューが表⺬されている間は、ゲームが
一時中断されます。

「まるごとバックアップ機能」を有効にす
るか無効にするかでメニュー内容が変わり
ます。

※「まるごとバックアップ機能」について
詳しくは以下をご覧ください。

有効時 無効時



する場合のご注意

バックアップしたデータをよみこむ
と、ゲーム内でセーブデータを作成し
ていた場合、そのセーブデータが上書
きされる場合があります。

（例）

❶ 10月24日に、まるごと

 

バックア
ップ機能を使って、ゲーム状況と
ゲーム内のセーブデータをバック
アップ（）します。

10/24



まるごとバックアップ
データ

❷ 10月28日に、ゲームを進めた内容
（+α）をゲーム内のセーブデータに
保存します。

10/28

ゲーム状況

セーブデータ

ゲーム内容

ゲーム状況

セーブデータ

10月24日

セーブデータ +α

ゲーム内容

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

まるごとバックアップ機能を使用





まるごとバックアップ
データ

❹ バックアップしたデータがゲーム
内のセーブデータを上書きして、
ゲームを進めた内容（+α）が失わ
れ、10月24日のゲームの内容に戻
ります。

10/28

セーブデータ +α

ゲーム内容

ゲーム状況

セーブデータ

10月24日

ゲーム状況

セーブデータ

ゲーム内容

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

❸ この状態で、10月24日にバックア
ップしたデータを よみこむ（）

10/28

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



まるごとバックアップ機能が有効の時

ゲームを再開 ゲームを再開します。

まるごと復元

まるごと保存でバック
アップしたデータをよ
みこみます。
※データがある場合の

み表⺬されます。

まるごと保存
ゲーム状況とゲーム内
のセーブデータをバッ
クアップします。

リセット
タイトル画面に戻りま
す。

まるごとバックアップ機能の有効無効
を切り替える

本ソフトを初めて起動し、下画面をタッチ
すると、まるごとバックアップ機能を有効
にするか聞かれます。「はい」を選ぶと有
効時のVCメニューが表⺬され、「いいえ」
を選ぶと無効時のVCメニューが表⺬され
ます。次回起動時からは、初回に選んだ
VCメニューが表⺬されます。
VCメニュー表⺬中に＋ ＋を
同時に押すと、機能の有効、無効を切り替
えることができます。



●ゲームの内容をバックアップする

バックアップしたいところで下画面をタ
ッチし、「まるごと保存」をタッチしま
す。コピーする際のゲーム状況が上画面
に表⺬されていますので、バックアップ
する場合は「はい」を選んでください。

●バックアップしたデータをよみこむ
バックアップした状況からゲームを再開
する場合は、「まるごと復元」をタッチ
します。

※まるごとバックアップ機能でコピーでき
るデータは１つです。すでにデータがあ
る場合は、上書きされますのでご注意く
ださい。

※ゲーム内のセーブデータを複数人で使用
している場合は、バックアップデータで
他の人のセーブデータを上書きしない
か、ご注意ください。



まるごとバックアップ機能が無効の時

ゲームを再開したいときは「ゲームを再
開」をタッチ、タイトル画面に戻りたいと
きは「リセット」をタッチしてください。
※まるごとバックアップ機能で、すでにバ

ックアップしたデータは、無効にしても
保存されています。

おまけ

ソフトが発売された当時のゲームボーイの
雰囲気で遊ぶことができます。

ゲームボーイの画素数にする

HOMEメニューで本ソフトのアイコンをタ
ッチするとき、 または を
押しながらゲームを起動します。
元の画素数に戻す場合は、何も押さない状
態でゲームを起動してください。



8 ゲームの進めかた

セツナを操作して、フィールドを進みま
す。敵のデビルに出会うとバトルになりま
す。

デビルは「こうしょう（→14）」に成功
すると、仲魔になってくれます。仲魔にな
ったデビルは、デビライザー（キングライ
ザー）に登録されます。

交渉

仲魔は合体することで強くなります。ま
た、合体で新しい仲魔を作ることもできま
す。

合体（→17）

仲魔について

仲魔とは、一緒に冒険するデビルのことで
す。バトルになると、セツナの持つケンジ
ュウ「デビライザー（キングライザー）」
から呼び出され、パートナー（ケルベロ
ス）とともに敵と戦います。

セツナのレベルと仲魔
セツナのレベルが低いと、仲魔にした
デビルを連れていけない場合がありま
す。このような仲魔は「ヴィネセンタ
ー（→18）」に登録され、セツナの
レベルが上がるとデビライザー（キン
グライザー）に登録できるようになり
ます。



9 フィールド画面

情報を集める

いろいろな人に話しかけることで、ヒント
が手に入ります。何度も話しかけると、冒
険のヒントがもらえる場合もあります。
また、宝箱などを調べると、アイテム（→
12）が見つかることがあります。

現在いるワールド
のマップを持って
いれば、ワールド
マップで現在地を
確認できます。
でカーソルを動か
すと、選んだ場所
の名前を確認できます。

ワールドマップ

パートナーに乗る

街の外でパートナーに話しかけると、背中
に乗ることができます。移動速度が速くな
り、がけをジャンプしたりできます。

バトルの開始

フィールドで敵に出会
うと、バトルが始まり
ます。バトルの開始時
に、敵について簡単な
情報が表⺬されます。



10 メニュー

セーブ（→6）

これまでの進行状況をセーブできます。

ヴィネコン（→11）

仲魔の情報を見たり、「デビダス（→
11）」で今までに出会ったデビルの情報
を確認したりできます。

アイテム（→12）

アイテムを使ったり、捨てたりできます。

せってい

メッセージ
メッセージの速さを変更
できます。

アニメ
バトル時アニメのオン／
オフを変更できます。

マホウ

仲魔の覚えている魔法を使えます。「マホ
ウ」→魔法を使う仲魔→使う魔法→対象の
順に選びます。
※特定の場面以外では、使えない魔法もあ

ります。

街やフィールドで を押すと、以下
のメニューが表⺬されます。



デビホン

「ヴィネセンター（→18）」にアクセスし
たり、冒険中に出会ったともだちに電話し
たりできます。
※デビホンはゲームを進めると手に入りま

す。



11 「ヴィネコン」について

❶ HPとMP

H（HP）

現在のHP／最大HP
です。敵からダメー
ジ を 受 け た と き や 、
ワザ（→15）を使う
ときに減ります。

M（MP）

現在のMP／最大MP
です。魔法やコンボ

（→14）を使うとき
に消費します。

ステータス

「ナカマいちらん」から選んだ仲魔の情報
を確認できます。で仲魔のぞくせいやク
ラス、覚えている魔法などに表⺬が切り替
わります。

❶

❷



❷ のうりょく

アタック
攻撃で敵に与えるダ
メージに影響します。

ラック
命中や回避などに影
響します。

ガード
敵の攻撃で受けるダ
メージに影響します。

マジック
魔法で敵に与えるダ
メージなどに影響し
ます。

Mガード
敵の魔法で受けるダ
メージなどに影響し
ます。

スピード
行動の順番に影響し
ます。

ぞくせいには、土、水、火、金、木、月、
日があります。それぞれ相性があり、与え
るダメージなどに影響します。

ぞくせいについて

・日＝月に強い
・月＝日に強い
・火＝金に強く、水に弱い
・水＝火に強く、土に弱い
・木＝土に強く、金に弱い
・金＝木に強く、火に弱い
・土＝水に強く、木に弱い



デビライザー（キングライザー）に登録さ
れている仲魔と別れます。

わかれる

※別れた仲魔は戻ってきません。

デビダス

今まで出会ったデビルの情報を見ます。
で「けんさく」を行うと、選んだ

デビルだけが表⺬されます。

デビライザー（キングライザー）に登録さ
れた仲魔の順番をならびかえます。ならび
かえた順番で戦闘に参加します。

ならびかえ

「CD」で手に入れたミュージックを聞いた
り 、 「 M AP 」 で マ ッ プ を 見 た り 、

「NOTE」でゲーム中の用語を調べたりで
きます。

オプション

デビルはC（コモン）、E（エリート）、
G（ゼネラル）、K（キング）のクラスに
分かれています。

クラスについて



デビライザー

ゲーム開始時に手に
入るケンジュウです。
K（キング）クラス
以外の仲魔を、最大
6体登録できます。

キングライザー

ゲームを進めていく
と、手に入るケンジ
ュウです。すべての
クラスの仲魔を最大
3体登録できます。

セット

どちらのケンジュウをセットするかを選べ
ます。



12 「アイテム」について

つかう

4種類のアイテムを、
で切り替えて使いま
す。場所によっては使
えないアイテムもあり
ます。

・きずぐすり、チャクラドリンクなど

味方のHPやMP、バッドステータス（→
16）を回復します。

かいふくアイテム

敵を攻撃します。

こうげきアイテム

・カゼのマガタマなど

バトル回避や能力アップなどの効果があり
ます。

ほじょアイテム

・スモークボム、スピードのおこうなど

そのたのアイテム

・マグネタイト、テンシのつばさなど

すてる

選んだアイテムを捨てます。捨てたアイテ
ムは戻ってきません。



いれかえ

2つのアイテムの順番を入れ替えます。

とくべつ

特別なアイテムです。アイテムにカーソル
を合わせると、情報を見られます。
・デビライザー（キングライザー）など



13 バトル画面とルール

❶

バトルには「パートナー」と「デビライザ
ー（キングライザー）の一番上に登録され
ている仲魔」が参加します。

コマンド（→14）を
選んで、仲魔に指⺬を
出して戦います。戦う
敵がいなくなるとバト
ルクリアとなり、敵を
倒 し た 場 合 は マ ッ カ

（お金）や経験値など
が手に入ります。 敵のHP

ルール

❷

❶ コマンド

使用できるコマンドが表⺬されます。

上から名前、HP、MPです。

❷ 仲魔の情報

※「こうしょう」の結果により、バトルが
終了することもあります。



レベルアップ
一定の経験値（EXP）がたまると、セ
ツナのレベル（LV）が上がります

（→8）。

仲魔は、ならびかえ（→11）で登録され
た順番にバトルに参加します。「コール

（→15）」したり、仲魔がキゼツすると、
次に登録した仲魔がバトルに参加します。

仲魔の交代順について

※パートナーがキゼツした場合、そのまま
バトルが続きます。ただし、キングライ
ザーを持っている場合は、キゼツしたパ
ートナーの代わりに、セットしていない
ケンジュウに登録された仲魔がバトルに
参加します。

HPが0になった仲魔は、「キゼツ」状態
になり、次の仲魔と自動的に交代します。
すべての仲魔が「キゼツ」状態になるとゲ
ームオーバーです。持っているマッカ（お
金）が半分になり、最後に休憩した宿屋か
らゲームを再開します。

キゼツとゲームオーバー



14 コマンド

たたかう（→15）

「こうげき」「まほう」などで敵にダメー
ジを与えたり、アイテム（→12）を使っ
たりします。

こうげき
「まほう」などを使わ
ずに「こうげき」を
くり返します。

リピート
前回のターンに使っ
たコマンドをくり返
します。

成功 失敗

オート

ひとつのコマンドを自動でくり返します。
を押すと、オートを解除できます。

こうしょう

敵に対して、仲魔になるように交渉しま
す。交渉する仲魔→交渉相手の敵の順に選
び、成功するとケイヤクして仲魔になりま
す。相手がそのまま立ち去ったり、HPを
回復してくれることもあります。



コンボ

特定の組み合わせの仲魔がバトルに参加し
ているとき、両方の仲魔のMPを使い、強
力な攻撃を行えます。
※どちらか一方でもMPが足りないと、
「コンボ」は行えません。

コンボを探す

「ヴィネセンター（→18）」や「デビダス
（→11）」で、けんさく→「コンボをけん
さく」の順に選ぶと、「コンボ」ができる
組み合わせを探せます。

にげる

バトルから逃げます。失敗すると一方的に
攻撃されます。

ステータス（→11）

仲魔のステータスが見られます。



15 「たたかう」について

こうげき

敵を攻撃します。アタックが大きいほど、
強力な攻撃になります。

まほう

敵を攻撃する魔法です。相手のぞくせい
（→11）に合わせた魔法を使うと、より大
きなダメージを与えられます。

こうげき系

・ハマ＝日系
・ムド＝月系
・アギ＝火系
・ブフ＝水系
・ザン＝木系
・ジオ＝金系
・マグナ＝土系

HPやバッドステータス（→16）を回復す
る魔法です。以下はその一例です。

かいふく系

・ディア＝HP回復
・パトラ＝ステータス回復（キゼツ以外）
・リカーム＝キゼツ回復

MPを消費して、魔法
を使います。魔法には
3つの系統があります。

魔法の消費MP



仲魔の能力を上げたり、敵の能力を下げた
りする魔法です。以下はその一例です。

ほじょ系

・タルカジャ＝仲魔全員のアタックを上げ
る

・パララマ＝敵をマヒ状態にする
・マグンダ＝敵全体のMガードを下げる

アイテム（→12）

アイテムを使って、HPやMP、バッドステ
ータスを回復します。

ひっさつ

HPを消費して、ワザ
（→19）で敵を攻撃し
ます。HPが足りない
ときは使えません。

ワザの消費HP

※デビライザーとキングライザーからは、
それぞれ1体の仲魔をコールできます。

※コールできないときは、コールコマンド
が表⺬されません。

コール

バトル中の仲魔を、ほかの仲魔と入れ替え
ます。「パートナー（ケルベロス）」「デ
ビライザー」「キングライザー」から選べ
ます。

※使えないアイテムは表⺬されません。



16 バッドステータス

ハッピー

MP消費なしで魔法
が使えるようになり
ます。ただし、命中
率が下がります。最
大で6ターン続きま
す。

カンデン
1ターン、行動不能に
なります。

トウケツ
行動不能になります。
最大で2ターン続き
ます。

バクダン

火系の攻撃を受ける
と爆発して、ダメー
ジを受けます。最大
で4ターン、または
爆発するまで続きま
す。

※「キゼツ」はバトルを終えても回復しま
せん。

バトル中、敵の攻撃を
受けて、バッドステー
タスになることがあり
ます。バッドステータ
ス は 、一 定 時間 経つ
か、バトルを終えると
回復します。

バッドステータ
スアイコン



キゼツ

HPが0の状態です。
治療屋 に行っ たり 、
魔法やアイテム（→
12）を使うことで回
復します。

チンモク
魔法が使えなくなり
ます。最大で4ター
ン続きます。

コンラン

コマンド入力を無視
して、勝手に行動し
ます。最大で4ター
ン続きます。

ユウワク

コマンド入力ができ
なくなり、勝手に行
動します。最大で5
ターン続きます。

スイミン
行動不能になります。
最大で5ターン続き
ます。

マヒ
行動不能になります。
最大で6ターン続き
ます。

ドク
ターン終了時、HPが
少しずつ減ります。



17 アヤシイやかた

魔法の「けいしょう」
仲 魔 を 合 体 す る
と、合体前の仲魔
が覚えていた魔法
を、合体後の仲魔
に覚えさせること
ができます。

※覚えられる魔法は最大6つです。

合体事故

まれに、合体中に事故が起きることがあり
ます。事故が起きると、珍しい仲魔が手に
入ります。

パートナーと合体

パートナーと仲魔を合体させることで、パ
ートナーを強化できます。

街にある「アヤシイやかた」では、2体の
仲魔を合体させることができます。合体す
ると、ステータス（→11）が上がったり、
新しい仲魔ができたりします。

仲魔を合体

2体の仲魔を合体させると、新しい仲魔が
できます。
※同じ仲魔同士を合体させることはできま

せん。



18 ヴィネセンター

ヴィネセンターでは仲魔を管理したり、バ
トルネットで対戦したりできます。
※「ウェブネット」は使えません。
※ヴィネセンターでは、仲魔を70体まで

あずけることができます。

ナカマ

仲魔の情報を見られます。 を押す
と、「けんさく」もできます。

みる

仲魔と別れます。別れた仲魔は戻ってきま
せん。

わかれる

デビライザー（キングライザー）に登録し
ている仲魔を、ヴィネセンターにあずけま
す。

おくる

ヴィネセンターにあずけてある仲魔を、デ
ビライザー（キングライザー）に移動させ
ます。

よびだす

ヴィネセンターから、デビル保存用ディス
クへ仲魔を移動できます。ディスク1枚に
つき、仲魔を50体まで保存できます。
※ディスクから、デビライザー（キングラ

イザー）に直接仲魔を移動させることは
できません。一度ヴィネセンターに移動
させる必要があります。

ディスク



ニックネーム

パートナーと仲魔の名前を変更することが
できます。ある条件を満たすと、使えるよ
うになります。

バトルネット

ほかのヴィネセンターにいる、なぞのデビ
ル使いたちと対戦ができます。
※アイテムは使えません。

やめる

メニューを終了します。



19 くんれんじょ

あずけた仲魔を訓練して強化できます。

あずける

みる

あずけた仲魔の訓練状況を見られます。

ひきとる

あずけた仲魔を引き取ります。訓練が終了
した仲魔は、名前の横に「できあがり」と
表⺬されます。
※訓練の途中で引き取った仲魔は強化され

ません。

仲魔にワザを覚えさせる

仲魔にワザを覚えさせ
ます。覚えさせるワザ

（→15）によって、必
要 な 金 額 は 変 わ り ま
す。

仲魔をつよくする

訓練する仲魔、訓練メ
ニュー、訓練期間を選
んで、必要な金額を払
います。



20 その他のお店

宿屋

宿泊すると、連れてい
る仲魔のHPとMPが全
回復します。宿屋のと
なりにいる治療屋に頼
むと、キゼツも回復で
きます。

カジノ

コインを買って、2つのゲーム（ビッグア
ンドスモールとコードブレイカー）を楽し
めます。集めたコインは、景品交換所でア
イテム（→12）と交換できます。

道具屋

冒険に役立つアイテム
が買えます。マップや
CDも買うことができ
ます。

※コードブレイカーのルールは、カジノの
おじさんなどに教えてもらえます。



マッカ（お金）をあず
けたり、引き出したり
できます。あずけたマ
ッカは、バトルに負け
ても減りません。

ぎんこう



21 キャラクター紹介

甲斐

 

刹那

人間とデビルの間に生ま
れた子供は、デビルチル
ドレンと呼ばれ、魔界と地
上の混沌［こんとん］を
救うと言われている。デ
ビルチルドレンは仲魔に
したデビルを、デビライ
ザ ー （ キ ン グ ラ イ ザ ー ）
で自由に操るチカラを持っている。

ケルベロス

メシアのパートナーとし
て活 躍 してきたデ ビ ル。
今回はデビルチルドレン
のパートナーとして主人
公とともに冒険を続ける。



22 お問い合わせ先

※ゲームの攻略情報についてはお答えしておりません。

『真･女神転生デビルチルドレン
黒の書』

に関するお問い合わせ先

株式会社インデックス
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ニンテンドー3DSのサービス全般、お
よび各ソフトに関するお問い合わせ先
につきましては、ニンテンドーeショッ
プの「設定・その他」の「お問い合わ
せについて」をご覧ください。
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