『エンジェルラブオンライン』
で

MMORPGを知ろう!!
ゲームという枠にとらわれない楽しみが待っている王道のMMORPG『エンジェ
ルラブオンライン』。その楽しさを知ってあなたもLet's Play ！
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MMORPGを知ろう!!

MMORPGとは？
リアルタイムで他のプレイヤーと一緒に遊べるMMO。どん
な冒険もプレイヤー同士の交流で楽しさは何倍にもなる！

人との繋がりが
MMORPGの面白さ
MMOは、Massively Multiplayer Onlineを簡潔にした言葉で、
日本語に訳すと「大規模多人数同時参加型オンライン」を意味する。
つまりMMORPGとは、多くのプレイヤーが同時に１つの世界でプレ
イするRPGなのだ。通常のコンシュマーゲームのRPGは、１人でプ
レイすることが多いが、MMORPGでは同時に数百人、数千人のプレ
イヤーが同じ世界でプレイをしている。そして、他のプレイヤーと会
話をし、友人となり、そして共に冒険をすることもできる。ゲームと
しての面白さ以上に、人との繋がりを感じながらゲームをプレイでき
ることが、MMORPGの醍醐味と言えるだろう。

『エンジェルラブオンライン』
は
PS3でもプレイ可能!!
ンラインゲーム（一部便利アイテムなど
『エンジェルラブオンライン』は、PC

とPS3のどちらでも無料で始められるオ

は課金することで入手できます）
。どちら
も同じゲームサーバーでプレイするので、
PC、PS3どちらのプレイヤーも、一緒
に遊ぶことができる。ゲームの仕様など
で違いはないので、自分の環境に合った
方で遊んでみよう。もちろん、オンライ

➡扌PS3でも、
PCと変わらず楽しむことができる。
USB対応キーボー
ドがあれば、チャットなどでよりスムーズに楽しめるぞ。

ン接続が必要なので注意すること。

『エンジェルラブオンライン』
公式HP

http://www.angelloveonline.jp/

MMORPGを快適にプレイできる
ショートカットキーを覚えよう
キーボードで特定のキーを押すと、メニューを開かなくてもいろんな機能をす

すい。Alt+Qなど、組み合わせで使うものもあれば、Insertのように押せばすぐ

ぐに使うことができる。たとえばAlt+Bなどの組み合わせの場合、Altをあらか

機能するものもある。最初は全部覚えなくても、自分がよく使う機能だけでも

じめ押しっぱなしにしておいて、同時押しするキーを押すようにすると使いや

おさえておけばグッと楽になるのでぜひ活用しよう。

●特に覚えておきたいショートカットキー

●ショートカット一覧

Alt＋B

アイテムバッグをすぐに開くことができる。
頻繁に使うことになるのでぜひ覚えておこう。

Alt＋M

今、自分がいるマップを表示できるショート
カットキー。クエストで担当NPCを探すとき
など、とても重宝する。

Alt+Q
エンジェルダイアリー開閉
Alt+W
ギルドウィンドウ開閉
Alt+E
装備ウィンドウ開閉
Alt+I
エンジェルモールウィンドウ開閉
Alt+A
キャラクターステータス開閉
Alt+S
技法ウィンドウ開閉
Alt+F
フレンドウィンドウ開閉
Alt+G
パーティ構成ウィンドウ開閉
Alt+Z
チャット発言ウィンドウ開閉
Alt+X
技法ステータス開閉
Alt+C
カードファイル開閉
Alt+V
HPゲージ表示切替
Alt+B
アイテムバッグウィンドウ開閉
Alt+N
エモーションウィンドウ開閉
Alt+M
エリアマップ開閉
Esc
システムウィンドウ開閉
Page up・Page down ショートカットウィンドウページ切替
F1 ～ 12
登録ショートカットの使用
Insert
キャラクターの立つ/座る 切替
↑↓
チャット発言履歴表示

MMORPGを知ろう!!

他のプレイヤーと
チャットで会話しよう！
MMORPGの醍醐味とも言える、他プレイヤーとの会話“チ
ャット”。それを最大限に楽しむための知識をレクチャー！

たくさんのプレイヤーとチャットで交流しよう
ゲーム内での会話は、チャットを使って行
う。チャットには種類があり、特定の人や

❸ラインウィンドウ

●チャットウィンドウの見方

集団に向けて話しかけたり、同じワールド

発言したい内容を入力してEnterキーを押せば発言できる。
事前に発言したい範囲を、発言チャンネルで設定してお
くのを忘れないようにしよう。

❶

に接続している人全員に話しかける方法な

❹フィルター設定

どがある。状況に応じてキチンと使い分け
➡ゲームとはいえ、現実の世界と同じよう
に挨拶はとても大事です。

て、うまくコミュニケーションをとろう。

❷

❸

❹ ❺ ❻

❶チャットフィルターチャンネル
フィルター設定（後述）で設定した内容をチャンネルタブに保存しておくことが
できる。タブを切り替えることで、自分が表示したいチャット内容を選択しよう。

❷発言チャンネル
自分が発言するチャンネルを選
択できる。パーティでチャット
する場合やギルドメンバーと
チャットする場合など、ここで
切り替えよう。また、Alt+Zでも
切り替えできる。

親しい人間関係を築くには、きちんとした会話

1

からが一番。MMORPGはプレイヤー同士のコ
ミュニケーションがとても大事なので、うまく
チャットシステムを使いこなしてプレイヤー同
士で良い関係を作ろう。

チャット欄に表示したい内容をここ
で設定できる。会話に集中したい場
合はシステム情報の部分のチェック
を外したフィルターチャンネルを設
定するなど、自分の使いやすいよう
にカスタマイズしよう。

❺1:1チャットリスト
今まで1:1チャットで話したことのある人の一覧が表示さ
れる。一覧から、
すぐにチャットに移行することもできる。

ノーマル 自分の周囲への発言
ワールド内全域への発言（専用
シャウト
アイテムが必要になります）
ワールド内全域への発言（専用
トレード
アイテムが必要になります）
パーティ パーティーメンバーへの発言
ギルド ギルドメンバーへの発言
マリッジ 結婚相手への発言
聖域戦場内の自陣営メンバーへ
戦場
の発言

❻ウィンドウリサイズ
チャットウィンドウのサイズを、４段階の大きさで調整
することができる。自分の見ているゲーム画面のサイズ
で、使いやすいものを選ぼう。

まずは挨拶から！
礼儀を持って話そう

2

エモーションで自分の
気持ちを伝えよう

気持ちよく会話するために、MMORPGでも挨拶は

MMORPGで、文章だけで気持ちをうまく伝えるのは

ちゃんとすること。基本的な会話マナーは、普段の生

難しい。そういう場合はエモーションを使ってみよう。

活での会話とほとんど同じと思っておこう。言葉づか

困った顔や笑った顔などの吹き出しエモーションを会

いや態度にも注意して、相手にイヤな気持ちにさせな

話と一緒に使えば、言葉をよりうまく伝えられる。

いように注意しよう。また、ログアウトなどで別れる

●エモーション設定

場合も、挨拶して自分の意思を伝えるといい。
➡親しき仲にも礼儀あり。フレンド
でも、挨拶をしっかりしよう。

扌個人的な会話をする場合も多々あるはず。チャットチャンネル
を使いこなしたり、会話する場所を選ぶのも大事。

略語

元となる言葉

AM

エンジェルマネー

AP

エンジェルポイント

PT

Party

PVP

語が飛び交っている。ここでは『エンジェルラブオン

ステ

Person Versus
Person
non player
character
キャラクター
ステータス

ライン』で使われている言葉をまとめてみたぞ。

フレ

フレンド

すぐに使えるMMO語講座
MMORPG内での会話では、インターネットでよく使わ
れる言葉やそのゲームならではの略語など、色々な用

NPC

扌➡ショートカットキーにエ
モーションを登録できる。

意味

略語

ゲーム内で使用できる通貨

GM

エンジェルモールで使用できる有料（課金）ポイ
ント
パーティーシステムを利用して複数人でチームを
組むこと

Fメ

プレイヤーキャラクター同士で行う戦闘の総称

QP
案山子

プレイヤーが操作していないコンピュータが動か
AFK
すキャラクター
キャラクターのHPやMP、攻撃力等の情報を総
MPK
称した呼称
フレンド登録をした相手のこと

PD

元となる言葉

意味

同じギルドに所属しているメンバーを指す。ゲームマスター
（エンジェルラブオンラインの管理者）の呼称としても用いる
天使達が日々利用するエンジェルラブオンライン
Fメール
専用のメール機能
キューピッド、 キャラクターが戦闘不能になり、復活する際に転
ホームスポット
送される場所。任意に指定可能
攻撃することで技法経験値を簡単に獲得できる
プロトターゲット
モンスター
away from
席を外してゲーム画面から離れること。放置とも
keyboard
呼ばれる
monster player モンスターを誘導して特定のPCを襲わせることで間接的に他のユー
killer
ザーを倒すこと。エンジェルラブオンラインでは違反行為にあたります
ギルドメンバー

ペーパードール

キャラクターの見た目を変えるアバターアイテム

MMORPGを知ろう!!

MMOでゲーム内の
フレンドを作ろう！
一人でもMMOを楽しむことはできるが、それだけではMMO
の醍醐味を味わえない。フレンドを作って一緒に冒険しよう。

フレンドをたくさん作って
充実したMMOライフを送ろう
MMORPGを 一 人 で プ レ イ す る の も 楽 し

●フレンド登録の仕方

いけど、友達と一緒にプレイすれば、一緒
に冒険に出かけたり、お喋りをしたりとさ
らに楽しさが倍増！

①フレンドにしたいプ
レイヤーにカーソル
を合わせ、右クリッ
クでメニューを出す
➡
②フレンド登録を
選択

友達をゲーム内でフ

レンド登録しておくと、いつでも連絡が可
能になる利点がある。知り合いをゲームに
誘ったり、ゲーム内で意気投合した人と仲
良くなるなど、自分のコミュニティ能力に
合った方法で、たくさんの人とフレンドに
なろう。

友達と一緒に冒険を楽しめるのが、MMO最大の
特徴。友人がいれば、楽しく会話をしながら冒
険をしたり、一人では無理な強敵にみんなで挑
んだりと、ゲームライフがさらに充実する。フ
レンドを作り、MMOを最大限楽しもう。

1

冒険で、心強い
仲間になる！

2

協力して、クエストなど
の難題に挑戦できる！

冒険では、強敵と戦うことは日常茶飯事。そんなとき

MMORPGをプレイしていると、クリアが難しいダン

に仲間がいれば、困難なダンジョンでも攻略すること

ジョンや、入手に手間がかかるアイテムなど、一人で

が可能になる。フレンドと協力すれば、ゲーム世界の

は困難なことがでてくる。そんなときにフレンドがいれ

あらゆる場所に行けるようになるのだ。

ば、協力することで一人よりもずっと楽にゲームを攻
略し、
どんな難題でも挑戦することができるようになる。
➡一人では不可能だと思っていても、友達
がたくさんいれば案外なんとかなるもの。

扌たまには冒険をせずに、ゲーム内で友人とお喋りだけして過
ごすのも楽しい。

フレンドリストで
状況確認

扌力を合わせれば、ボスでも楽勝に！ よく一緒に行動する友
達に合わせて、自分を成長させよう。

フレンド登録していると、友達のログイン
状況がひと目でわかる。自分の今の状況を
伝えたり、一緒に冒険するのに誘ったりす
➡生産中で冒険できない場
合などに、事前に知らせて
おける。

る場合などにも利用できる。

仲良くなれば
結婚もできる!?
『エンジェルラブオンライン』では、フレンドだけで
はなく、なんとゲーム内で結婚もできる。もちろん結
婚式を挙げることもでき、さらに婚姻者同士の特別
チャットが使えるようにもなる。他にも特典が満載
なので、カップルでプレイするにもオススメ!!

MMORPGを知ろう!!

信頼できる仲間と
ギルドを作ろう！
同じゲームを楽しむ、気の合う者同士が集まるコミュニティ
“ギルド”。その楽しさを紹介するぞ!!

MMORPGのコミュニティ要素
“ギルド”を知ろう!!
フレンドとチャットするのも楽しいが、も
う一歩踏み出してギルドシステムを利用し
てみよう。ギルド専用のイベントにも参加
できるので、より同じ価値観のギルドメン
バーと親しく、楽しくプレイすることがで
きるぞ。自分で作ってもよし、仲間のギル
ドに加入してもよし。MMORPGをより楽
しむために、ぜひ参加してみよう。

加入したいギルドがない、特に仲の良いフレン
ドを集めて楽しみたいなどは、自分でギルドを
作ってみるのもいい。条件さえ満たしていれば、
簡単に作ることができるし、もし気に入らなけ
れば解散して作り直したり、別のギルドに加入
することもできるので、まずは気軽にギルドを
設立してみよう。
➡ギルドに所属する
とキャラクター名の
横に設定したギルド
のエンブレムが表示
される。

●ギルド設立の方法
❶ギルド設立の条件を満たす

ギルド設立の条件
●キャラクターレベル25以上
●キャラクターの階級3以上
●設立費用60000AM
●エンジェル学園を卒業済み

➡順当にクエストをこなしていれ
ば、設立の条件はクリアできてい
るはず。費用が足りなければギル
ドに所属する予定の仲間と割り勘
するなど相談しよう。

❷NPC・ギルド設立係員に話しかけて、
「ギルドの設立」を選択

ギルドには、ルールや時間に縛られてしまう
という面もある。そのため、自分の思い通り
に遊べなくなることも。もしそんな場合は、
通してしまうのもアリ。自分に合ったゲーム
の遊び方で楽しむのが何よりも大事だ。

①固定メンバーのゲーム内
コミュニティ
②ギルド同士の対戦など、ギル
ドだけのイベントが用意され
ている
③ギルド内で共同利用できる施
設がある

●ギルドメンバーの勧誘方法

ギルドに入らないのも
MMORPGの1つの遊び方
ギルドに所属しないというプレイスタイルを

ギルドとは？

➡ギルドに所属していないプ
レイヤーも結構いる。自分の楽
しみ方を見つけよう。

①ギルドメンバーに
したいプレイヤーに
カーソルを合わせ、
右クリックで
メニューを出す
➡
②ギルド勧誘を選択

勧誘は、ギルドの
方針を決めてから
ギルドの雰囲気はエンブレムウォー
（EW）
に重点を置いて活動していたり、はたま
たチャットメインのほのぼのしたギルド
があったりと実に様々。勧誘する場合に
は、後々問題にならないようにギルドの
ルールをキチンと作っておき、それを伝
えておくことがとても大事なのだ。

扌ギルド内での簡単な連絡は、ギルドメッセージ機
能を利用しよう。

MMORPGを知ろう!!

信頼できる仲間とギルドを作ろう！

➡ギルドメンバーが集まる場所
を 決 め て お く と、 と っ て も 便 利。
MMORPGでは主に「たまり場」
と呼ばれている。

ギルドの仲間たちと
『エンジェルラブオンライン』
を楽しもう!!
他のプレイヤーとのコミュニケーションを
最大限に楽しむには、ギルドシステムを使
うのがイチバン。ギルドを設立、またはギ
ルドに加入したら、ギルドならではの楽し
みを満喫しよう。多人数でさまざまな冒険
やクエスト、イベントにチャレンジしてい
けば楽しさは大きく広がるぞ。

MMORPGのギルドには、単なるコミュニ
ティにとどまらない多数の楽しみがある。ギ
ルド専用のイベントに参加したり、仲間で資
源を持ち合ってギルドを成長させたり、単純
に冒険やクエストだけではなく、様々な楽し
さをギルドメンバーで探すのもいい。

1

ギルドメンバーと
雑談や情報交換

2

ギルドのみんなと
強敵やボスに挑戦！

3

ギルド農園で作物を
育てよう!!

ボスとなると、一人や少数のパーティでは歯が立たな

『エンジェルラブオンライン』では、ギルドで農園を

う。単なる雑談でも十分楽しいし、新しいアップデー

い場合もある。そんなときも多数のギルドメンバーを

所有することができる。種まきから始まり、水やりや

トについて話したり、レアアイテムやクエストのこと

集められれば攻略できるかもしれない。その場限りの

害虫駆除、収穫までギルドメンバーみんなで管理でき

などゲーム内の情報を交換するのも気軽にできるの

パーティではまずできない挑戦も、ギルドメンバーと

る。農作業をすれば、経験値や技法経験値が獲得でき

で、どんどん話して親交を深めてみよう。

なら時間を合わせて挑戦できる。

るので積極的に参加しよう。

扌ギルドメンバーでレアアイテムトレードをするなどもいい。
みんなで欲しいアイテムを探しあえば楽しいかも。

扌一人ではやられてしまうような大型ボスでも、ギルドメン
バーみんなでかかれば十分勝ち目もある。

➡ ギ ル ド 農 園 マ ッ プ に 入 場 し て、
作業しよう。ギルド固有の専用マッ
プとなる為、他のギルドメンバー
との集合場所としても役立つ。

ギルドチャットを使ってギルドメンバーと会話しよ

ギルド同士の熱いバトル
エンブレムウォー R ！

決められた時間内でギルド同士がシンボルを巡って戦
う、それがエンブレムウォー（EW）だ。もし勝利で
きれば、次のエンブレムウォーまでにたくさんの採集
資源がある「秘境」に入れるようになったり、そのほ
かにもいろいろな報酬がある。ギルドメンバーが揃う
ならぜひ参加してみよう。

➡プレイヤー同士がぶつかり合う
戦場はものすごい迫力だ！

4

MMORPGを知ろう!!

パーティを組んで
冒険に出かけよう！
冒険は一人ばかりでするものじゃない！ 時にはフレンド
やギルドメンバーを誘ってパーティで冒険しよう！

仲間と協力して、難関ダンジョンに挑もう!!
ソロプレイ（自分だけでのプレイ）ではできることに
限界がある。一人ではとても攻略できない、パーティ

●パーティの勧誘方法

プレイ推奨の難関ダンジョンもMMORPGでは多数

①パーティーメンバーに
したいプレイヤーに
カーソルを合わせ、
右クリックで
メニューを出す
➡
②パーティ勧誘を選択

ある。そんな難関ダンジョンに挑むなら、フレンドや
ギルドメンバーを誘ってパーティプレイしよう！今ま
で行けなかった場所まで行くことができるかもしれな
いぞ。パーティを組んで、経験値をみんなで配分すれ
ばどんな職業でも公平に経験値をもらえるぞ。

難関ダンジョンに挑むのなら、単純に人を集め
てパーティを組むだけではダメ。例えば、防御
力に優れたプレイヤー１人と、回復魔法を使う
プレイヤー２人でパーティを組んだ場合、守る
ばかりになってしまって攻撃力が足りず、敵を
倒しきれないという事になってしまう。キッチ
リと構成、役割を考えてパーティを組もう。

パーティの基本構成と役割

1

場所を決めたら
しっかり準備を！

挑戦するダンジョンやボスのことを考えて、準備をし
よう。まず第一に、充分な数の回復用アイテムを用意
する。回復役のプレイヤーがいる場合でも、回復役が
やられてしまった時や、瀕死の大ダメージを受けた時
の緊急回復用に必ず準備しておきたい。挑戦する場所
に適した装備がある場合は、装備も整えて挑もう。

MMORPGではそういった構成のパーティを「野
良パーティ」と呼ぶことが多い。チャットで募
集していることも結構あるので、目的が同じな

主に敵の注意をひきつけて、敵の攻撃を受けつつ戦う。
回復・支援役のプレイヤーに援護をもらって耐えよう。

らそれに参加しよう。もちろん自分から呼びか

盾役のプレイヤーに襲いかかる敵を倒していく。自分も
ダメージを受けるので、そこそこ耐久力も欲しい。

●回復・支援役（ヒーラー）
扌準備はとても大事。でも準備に時間を取りすぎて相手を待た
せないことも大事。

パーティプレイは
仲間との信頼が大事

もし、回復役が途中で何も言わずに席を外してしまっ
たらパーティは敵にやられて総崩れしてしまう。そん
なことをしていてはとてもダンジョン攻略などできな
い。ちゃんと信頼関係を築いておいて、しっかりお互
いを援護できるように常に気を配ろう。難関ダンジョ
ンに挑戦する時は、事前にきちんとお互いの動き方を
打ち合わせしておこう。
扌たとえ大量の敵に囲まれても、連携がキチンと取れてい
れば切り抜けられる。

➡野良パーティを通じて、
フ レ ン ド に な る こ と も。
いろんなプレイヤーと交
流しよう。

けてみるのもいいぞ。

●攻撃役（アタッカー）

2

フレンドや知り合いでなくても、目的が同じプ
レイヤーがいるならパーティを組むのもアリ。

●盾役（タンク）

盾役、攻撃役の後方で回復・支援魔法を使う。できるだ
け攻撃を受けないように、盾役に守ってもらおう。

目的を同じとするプレイヤー
同士で野良パーティを組もう

MMORPGを知ろう!!

冒険で入手した戦利品を
取り引きしてみよう！
自分の持っているアイテムを自分の店で出品！ MMORPG
ならではのお金の稼ぎ方を実践してみよう。

ゲームの中で自分だけのお店が出せる!!
たとえば、レアアイテムを入手したけど、自分では使

●バザーの出店方法

わない…、という場合は他のプレイヤーに買い取って

①アイテム欄右下にある
バザーのタグをクリック
➡
②アイテムウィンドウ
から、バザーウィンドウ
に販売したいアイテムを
ドラッグする
➡
③バザーコメントを
設定する

もらうために自分のお店を出そう。やり方はとっても
簡単なので、使わない手はないぞ。逆に、自分の欲し
いアイテムが他のプレイヤーのお店で出品されている
かもしれないので探してみよう。基本的にみんな同じ
街の中で店を出しているので、フリーマーケットのよ
うな感じでバザーが展開されているぞ。にぎやかな場
所なので探せばすぐわかるはずだ。

自分ではなかなか入手できないアイテムを買いたい場合に重宝する。ま
た、出品してひと儲けを考えるのにも使える。普段手に入れにくいもの、
入手が大変なものはバザーを利用して手に入れよう。

1

常日頃から価格の
相場をチェック!!

2

買い取り機能で
欲しいアイテムをゲット!

MMORPGの商店は、現実と同じく相場が常に上下し

MMORPGの中には、欲しいアイテムを指定した店を

ている。値段が高いアイテムは欲しくてもすぐに買わ

出しておけば、それを買い取る（自動で手持ちマネー

ず、しばらく価格をチェックして様子をみよう。

から代金を渡す）機能があるものがある。なかなか露

➡
④バザー出店を
クリックして完了

店にでない高額レアアイテムを買い取りしてみたり、
する場合などもとても便利だ。販売と買い取りでうま
➡ダンジョンなどを冒険して集め
ておいて、買い取り露店で売って
お金にするのもいい。

くお金をやりくりして欲しいアイテムを手に入れよう。

扌足で稼ぐ、はMMORPGでの商売の基本。暇があったらのぞ
いておこう。

冒険でレアアイテムを
手に入れたらバザーで売って
お金を稼ごう

またアイテムの生産に必要な材料アイテムを大量購入

!!

MMORPGに興味を持った人必見!!

者
MMO初心 『エンジェル学園入学案内』
を
!!
メ
オスス

今すぐチェック!!

ここまで読んで、MMORPGに興味が沸いた
人はぜひ「エンジェルラブオンライン」をプ

『エンジェルラブオンライン』
を、
今から始めると……

レイしてみよう。基本プレイは無料なので気
軽に始められるぞ。絵本のようなグラフィッ
クでできた世界をかわいいキャラクターがて
いねいに案内してくれるので、MMO初心者
にはオススメ！

レアアイテム満載の
“初心者ギフト”
を
全員にプレゼント!!

公 式HPの 矢 印 の
先から、から『エ
ンジェル学園入学
案内』に進もう!!

