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このゲームでは、セーブファイルを1つ作成できます。ゲーム中に特定
のポイントまで進むと自動的に進行状況がセーブされます。セーブ中は
アイコンが表示されるので、PlayStation®3本体の電源を切らないで
ください。セーブデータが破損する恐れがあります。

このたびは「悪魔城ドラキュラ　Lords of Shadow 2」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうござ
います。プレイされる前にこの解説書をお読みいただきますと、より一層楽しく遊んでいただけます。正し
い使用方法でご愛用ください。なお、この解説書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
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画面には、主人公の情報などが表示されます。
ゲームを進めると表示される情報や、特定の状況でのみ表示される情報もあります。

ワイヤレスコントローラ（DUALSHOCK®3）の各部名称と、基本的な操作方法です。
赤字はフィールドでの主人公のアクション（P.04〜07参照）です。

STARTボタンを押すとゲームが一時停止して、ゲームメニューが表示されます。ゲームメニューで
は「設定」で難易度や音量などを変更したり、特定のポイントからやり直したりできます。

Game Controls
画面の見方 操作方法

ゲームメニュー

掴む、調べる、決定

gAボタン

範囲攻撃

gDボタン

ジャンプ、キャンセル

gSボタン

直接攻撃

gFボタン

カメラ移動

右スティック

サブウェポンの選択、
【下】魔道具メニュー
の表示、項目の選択

方向キー

PSボタン

移動、回避（防御中）、
項目の選択

左スティック

ボイド・マジックを吸収

#Bボタン（左スティックを押す）

旅の書の表示（P.08参照）

SELECTボタン

ボイド・パワーの発動／
解除、ページ変更（旅の
書表示中）

tQボタン カオス・パワーの発動／
解除、ページ変更（旅の
書表示中）

tEボタン

ゲームメニューの表示、
ムービーのスキップ

STARTボタン

防御、移動先のポイン
ト表示（掴まり中）

tWボタン

サブウェポンの使用

tRボタン

カオス・マジックを吸収

#Nボタン（右スティックを押す）

Game Screen

ボスとの戦闘時は、ボスの体力を表すライフゲージが表示されます。

ボスのライフゲージ

敵を倒すと入手し、スキルの習得など
に使用できます。

経験値

現在選択しているサブウェポン（P.06
参照）です。サブウェポンによっては、
使用できる数が表示されます。

サブウェポン

ボイド・パワー（P.07参照）を使うた
めの魔力です。

ボイド・マジックゲージ

カオス・パワー（P.07参照）
を使うための魔力です。

カオス・マジックゲージ

ダメージを受けずに敵に攻撃
するとたまります（P.07参照）。

バトルフォーカスゲージ

主人公の体力です。ダメージを受けると減り、
なくなるとゲームオーバーになります。

ライフゲージ

現在地周辺の地図です。

マップ

※このゲームはワイヤレスコントローラ（DUALSHOCK®3）の振動機能に対応して
います。振動機能をお楽しみ頂くには、PSボタンを押し続けると表示されるメニュー
で「コントローラ設定」→「振動機能」の順に選び、「入」に設定してください。



04 05

敵と戦ったり、サブウェポン（P.06参照）を使ったりしながらフィールドを進んでいきましょう。
アクションについて詳しくは旅の書（P.08参照）の「スキル」で確認できます。

光っている物やフィールドのオブジェクト（P.09参照）に近
づいてgAボタンを押すと、調べたり取ったり、対象に合
わせた行動をすることができます。

Action
アクション

調べる

左スティックを入力した方向に移動します。左スティックを素早く同じ方向に2回入力するとダッシュします。

移動

gFボタンを押すと正面に向かって直接攻撃
を、gDボタンを押すと範囲攻撃をします。
ボタンを連続して押すと連続攻撃になり、攻
撃が変化します。
連続攻撃は直接攻撃、範囲攻撃、ジャンプ
と組み合わせることができます。

攻撃

飛び移る
左スティック+gSボタン

gSボタンを押すとジャンプします。また、ハシゴや梁などに近づいてジャン
プすると、掴まることができます（掴まれる場所にはコウモリがいます）。
掴まり中は、左スティックを入力してgSボタンで別のポイントに飛び移ります。
下に降りるときは、左スティックを下に入力してgSボタンを押してください。

ジャンプ／クライミング

掴まり中にtWボタンを押すと、飛び移れるポイントを確認することができます。

移動先ポイント表示

直接攻撃
gFボタン

範囲攻撃
gDボタン

回避
tWボタン+左スティック

tWボタンを押している間は敵の攻撃を防御します。
また、tWボタンを押しながら左スティックを入力すると、入力した方向に
回避します。赤い光を出す攻撃は防御できないため、回避でかわしましょう。

防御／回避

攻撃を受ける瞬間にtWボタンを押すと、ジャストガードとなり敵の体勢を
崩します。この状態の敵に攻撃するとカウンター攻撃になります。
また、ジャストガードを成功させると、その後の攻撃でバトルフォーカスゲー
ジ（P.07参照）がたくさんたまります。

ジャストガード
攻撃を受ける瞬間に

tWボタン

ジャストガード＆カウンター攻撃

掴み
攻撃を当てると、敵が光って点滅するこ
とがあります。このとき、近づいてgAボ
タンを押すと、敵を掴んで吸血し、ライ
フを吸い取ることができます。
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方向キーでサブウェポンを選択し、tRボタンで使用します。サブウェポンはいろいろな効果があり、ゲー
ムを進めると使用できる種類が増えていきます。

魔力を消費する攻撃です。バトルフォーカスゲージをため、ブラッド・オーブから魔力を吸収すると使用できます。

サブウェポン ボイドとカオス

ネズミの数

赤く光るオブジェクトを破壊することができます。
方向キー上を押してシャドウ・ダガーを選択し、tRボタンを押し続けて
照準を表示してください。右スティックで狙いを定め、tRボタンを放して
発射します。

シャドウ・ダガー

シャドウ・ダガー
tt方向キー上→Rボタン

敵にコウモリの群れを飛ばして、注意を引きつけることができます。
方向キー左を押してコウモリの群れを選択し、tRボタンを押して近くの
敵に向かって飛ばしてください。右スティックでほかの敵に狙いを切り替え
ることができます。

コウモリの群れ

コウモリの群れ
tt方向キー左→Rボタン

tQボタンを押すと発動／解除します。ボイド・パワーの発動中に攻撃
すると、ボイド・マジックを消費して、敵のライフを吸収することができます。
ボイド・パワーを発動中にシャドウ・ダガーを発射すると、「ボイド・クリスタル」
になります。ボイド・クリスタルを当てると、一部の敵や青く光るオブジェク
トを凍らせることができます。

ボイド・パワー

ボイド・パワー
tQボタン

tEボタンを押すと発動／解除します。カオス・パワーの発動中に攻撃
すると、カオス・マジックを消費して、敵の防御を打ち破ったり、一部の障
害物を破壊することができます。
カオス・パワーを発動中にシャドウ・ダガーを発射すると、「カオス・ボム」
になります。カオス・ボムは、一部の敵を無防備状態にしたり、オレンジ
に光るオブジェクトを破壊したりできます。

カオス・パワー

カオス・パワー
tEボタン

ダメージを受けずに攻撃し続けると、バトルフォーカスゲージがたまります。
バトルフォーカスゲージが最大になると中央のルーンが点灯し、このとき敵を攻撃すると、ブラッド・
オーブを落とします。ブラッド・オーブがあるときに#Bボタンを押し続けるとボイド・マジックを、#N
ボタンを押し続けるとカオス・マジックを吸収します。バトルフォーカスゲージは敵の攻撃を受けた
り、戦わずにいると下がります。魔力は、アイアンメイデン（P.09参照）でも吸収できます。

魔力とバトルフォーカス

シャドウ・ポータルでgAボタンを押すと、ネズミに変身します。
ネズミになると、敵に気づかれずに移動したり、小さな隙間を通り抜けたりできます。変身中は、
画面にネズミの数が表示され、仕掛けなどで倒れると減ります。減ったネズミは、シャドウ・ポータ
ルに戻ると補充できます。ネズミの数が0になると、ゲームオーバーとなります。
再度シャドウ・ポータルでgAボタンを押すと、元の姿に戻ります。

ネズミに変身する

シャドウ・ポータル

バトルフォーカスゲージ
ブラッド・オーブ



08 09

Travel Book
旅の書

習得しているスキルを確認できます。また、経験値を使って、武器のス
キルを習得したり、習得したスキルをアップグレードしたりできます。アッ
プグレードを行うと、武器を使うアクションが追加されます。各武器の
スキル一覧から、スキルを選んでgAボタンを押してください。詳細が表
示されたらgAボタンを押すと、習得／アップグレードができます。

現在の目的や現在地の確認などができます。画面の右ページにある目
標を選んでgAボタンを押すと、マップ上に目標の位置を示すマークが
表示されます。gFボタンを押すとワールドマップになります。

主人公の武器、所持品などを確認できます。項目を選んでgAボタンを
押すと、詳細が表示されます。

スキル

マップ

アイテム

登場人物や街などの情報を確認できます。情報は、ゲームを進めたり、兵士の日誌や街の記録などを
入手すると追加されます。

伝承

フィールドには、攻略の手助けになる物があります。調べたり、取ったりして利用しましょう。
ここではその一部を紹介します。

さまざまなオブジェクト

おことわり

コナミデジタルエンタテインメントでは、お客様により安全で楽しい商品をお届けするために、常に品質改善を
おこなっております。そのため、オンラインによる品質改善やお買い上げ時期によって同一商品にも多少の違
いが生じる場合がありますので、ご了承ください。なお、改善内容については、お答えできない場合がございます。

gAボタンを押して使用すると、ジェ
ムが出てきます。同じジェムを5
個集めると、ライフゲージやマジッ
クゲージの最大値が上がります。

ペインボックス

取ると魔道具を入手します。
魔道具にはいろいろな効果があります。方向キー下を押し続けると魔道具メニューが開き
ます。右スティックで魔道具を選び、tRボタンで使用してください。

魔道具

gAボタンを押して心臓を取ると、
ライフを回復することができます。

血塗られた彫像

mBボタンを押すとボイド・マジッ
クを、mNボタンを押すとカオス・
マジックを吸収することができます。

アイアンメイデン

骸骨に触れて入手すると、経験
値を獲得します。

骸骨

SELECTボタンを押すとゲームが一時停止して、旅の書でスキルやマップなどを
確認することができます。tQボタンとtEボタンでページを変更してください。

※新しい情報が追加された項目には「！」が表示されます。

※本製品をプレイするにあたって、ご使用になるテレビによっては画像と実際の操作とのタイミングが合わない場合
がございます。この場合テレビを製造した会社などにゲームプレイに適しているかお問い合わせください。



このゲームはドルビー®デジタル5.1chおよびDTS Digital Surround 5.1chに対応しています。5.1chサラウン
ド音響でお楽しみいただくためには、対応するサラウンドシステムとPlayStation®3本体を、HDMIまたは光デジ
タルケーブルで接続してください。次に、"XMB"（クロスメディアバー）より「設定」→「サウンド設定」→「音声出力設
定」と進み、接続したケーブルの種類を選んでから、サウンド形式を選択してください。

Dolby and the double-D symbol are 
trademarks of Dolby Laboratories.

DTS and the DTS Symbol are registered 
trademarks of DTS, Inc. and DTS Digital Surround 
is a trademark of DTS, Inc.

Copyright 2014 NVIDIA Corporation.
NVIDIA and PhysX, both stylized and non-stylized, are trademarks or registered trademarks of NVIDIA Corporation.

アップデートについて
このゲームでは、快適にプレイできたり、より楽しんでいただくためにインターネット環境を利用した各種アップデートを
提供することがございますので、インターネット環境の準備を推奨しております。なお、インターネット環境が準備できず
各種アップデートが受けられなくてもコナミデジタルエンタテインメントはその責任を負いかねます。ご了承ください。

"2", "PlayStation", "0",  "%", "DUALSHOCK" and "SIXAXIS" are registered trademarks or trademarks of
Sony Computer Entertainment Inc. "Sony Entertainment Network" is a trademark of Sony Corporation.
"XMB" and "クロスメディアバー " are trademarks of Sony Corporation and Sony Computer Entertainment Inc.


