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※本資料ではNintendo Switch™『オメガラビリンス ライフ』の内容をご紹介しております。
PlayStation®4『ラビリンス ライフ』は一部内容が異なります。詳細は公式サイトをご覧ください。



CHARACTER

紅月ひなた
（CV:小野早稀）

あかつき

ベルフルール女学園に転校してきた少女。美
しい大庭園を持つベルフルール女学園に入る
ことを夢見ていた、超ポジティブ思考の持ち
主。転校翌日に大庭園が枯れてしまった原因
の濡れ衣を着せられるが、自分への疑いを晴
らすために、何より大好きな学園の危機を救
うために、仲間とともに大庭園を復活させる
べく冒険に挑む。

◆身長：161cm ◆誕生日：11月26日
◆スリーサイズ：B 88（Cカップ）/W 62/H 86

大庭園復活のためにひた走る
超ポジティブ転校生。

プレイアブルキャラクター



CHARACTER
プレイアブルキャラクター



CHARACTER

黄蓮寺鈴音
（CV:小池理子）

おうれんじ べるね

ひなたの隣の席の女の子。人懐っこく、転校
生のひなたともすぐに打ち解ける。気になる
ことがあると一方的に質問を浴びせるなど、
何事にも好奇心旺盛。大庭園が枯れた濡れ衣
を着せられたひなたを守ろうと、彼女の冒険
に真っ先についていく頑張り屋だが、逆に助
けてもらうことも多く、ちょっと頼りない。
ひなたとの距離感が近すぎるきらいも……？

◆身長：152cm ◆誕生日：1月1日
◆スリーサイズ：B 87（Eカップ）/W 56/H 79

女の子にも興味津々？
好奇心いっぱいの今どき乙女。

プレイアブルキャラクター



CHARACTER
プレイアブルキャラクター



CHARACTER

黒崎 冥
（CV:井澤詩織）

くろさき めい

「覇王の血を引く者」と自称する、変わり者
の少女。右手には忌まわしき闇の力を秘めて
いるらしい。自己陶酔が激しく、何か深い意
味がありそうな発言をすることが多い。普段
は凛々しく振舞っているが、設定（？）に深
く言及されるとシドロモドロになるなど、素
はかわいらしい。何故かひなたに強い敵対心
を抱いている。

◆身長：150cm ◆誕生日：2月1日
◆スリーサイズ：B 72（Bカップ）/W 55/H 77

いつもやけに右手がうずく！
自称「覇王の血」の継承者。

プレイアブルキャラクター



CHARACTER
プレイアブルキャラクター



プレイアブルキャラクター

CHARACTER

藍刃 澪
（CV:前田玲奈）

あいば みお

人づきあいが苦手なクールビューティ。大庭
園の一角で密かに花を育てているほどお花が
大好き。花に囲まれるとメルヘンチックにな
るが、そんな正体を人に見られるのを極端に
怖がっている。自分の花が枯れたことで心を
乱され、単身聖洞に挑むなど意外な行動をす
ることも。ナイスバディの持ち主だが、超ウ
ブな性格なのでエッチなことは苦手。

◆身長：165cm ◆誕生日：4月28日
◆スリーサイズ：B 94（Fカップ）/W 60/H 87

人づきあいが大の苦手。
花を愛する隠れメルヘン。



CHARACTER
プレイアブルキャラクター



CHARACTER

銀城七海
（CV:立花理香）

ぎんじょう ななみ

ひなたのクラスの学級委員。財閥の令嬢で常
に優雅に慎ましやかにしているが、実はさび
しがり屋。家訓である「献身」を叩きこまれ
ており、人に頼られるのを喜びとしている。
澪とは幼馴染で幼少時は仲良くしていたが、
ある出来事がきかっけで疎遠に。本当は仲直
りしたいが自分からは切り出せずにいる。少
しお尻が大きいのが悩み。

◆身長：162cm ◆誕生日：2月27日
◆スリーサイズ：B 89（Dカップ）/W 60/H 89

人に頼られるのが喜び。
さびしがり屋の財閥令嬢。

プレイアブルキャラクター



CHARACTER
プレイアブルキャラクター



CHARACTER

水瀬樹里
（CV:山本希望）

みなせ じゅり

ベルフルール女学園に通いながら、アイドル
として活動している少女。自分をよく見せる
ためには手段を選ばない腹黒な性格だが、夢
を叶えるためにひたむきにがんばる、学園随
一の努力家でもある。大庭園が枯れたのは転
校生が原因だとし、ひなたに強い敵意を向け
る。樹里にとって特別な存在らしく、由梨香
にだけは素直に心を開いている。

◆身長：153cm ◆誕生日：8月9日
◆スリーサイズ：B 84（Cカップ）/W 58/H 83

だれよりも輝きたい！
スターを夢見る腹黒アイドル。

プレイアブルキャラクター



CHARACTER
プレイアブルキャラクター



CHARACTER

紫咲由梨香
（CV:水橋かおり）

むらさきゆりか

学園イチのゴージャスボディの持ち主。無自
覚にフェロモンが漏れ出ている様はまさに
「妖艶なお姉さん」。女の子が大好きであり、
話し上手でもあるため、相手の魅力を見つけ
るのが得意。褒め上手が功を奏して、様々な
女の子たちの悩みの相談役になっている。樹
里の夢の数少ない理解者であり、彼女にとっ
て心の支えでもある。

◆身長：167cm ◆誕生日：8月28日
◆スリーサイズ：B 105（Gカップ）/W 62/H 88

Gカップの包容力。
頼れるみんなのお姉様。

プレイアブルキャラクター



CHARACTER
プレイアブルキャラクター



CHARACTER

聖花フローラ
（CV:原 由実）

せいか

ベルフルール女学園の大庭園に咲く、花の精
霊。突如枯れてしまった“先代”の種から生
まれた“新生”フローラ。先代はその神々し
い姿に生徒からは女神として崇められていた
が、新生フローラは生まれたばかりであどけ
ない姿をしている。非常に素直でなんでも受
け入れる性格。その使命を理解しているのか、
頑張り屋でもある。

◆身長：140cm ◆誕生日：？
◆スリーサイズ：？（Bカップ）

愛し愛される頑張り屋。
大庭園に咲く花の精霊。

サブキャラクター



CHARACTER
サブキャラクター



CHARACTER

ネム
（CV:能登有沙）
ベルフルール女学園にある聖洞で生まれた妖
精。おっとりしながらも、臆病な部分もある
性格。聖洞内で暮らしていたが、大庭園が枯
れた後、姿を消した友人「青い薔薇」を探し
ていたところ、ひなた達と出会う。オメガパ
ワーの研究のため凜華に協力するたび、
ちょっとエッチな目に会ってしまう。

◆身長：14cm ◆誕生日：？月？日
◆スリーサイズ：？

友人を探しに冒険へ出発。
おっとりゆるふわ妖精。

サブキャラクター



CHARACTER
サブキャラクター



CHARACTER

久遠凜華
（CV:阿部里果）

くおんりんか

ベルフルール女学園の理事長であり、オメガ
パワーの研究者でもある女性。アンベリール
女学園（シリーズ1・2作目の舞台）の理事
長である久遠輪廻の姉。少女のような容姿を
しているが、年齢は不明。アイテムショップ
を開くなど、様々な方法でひなた達の冒険を
支援してくれている。

◆身長：142cm ◆誕生日：？月？日
◆スリーサイズ：B 83（Cカップ）/W 58/H 78

見た目は子供！年齢は？？？
謎多き学園の理事長。

サブキャラクター



CHARACTER
サブキャラクター



CHARACTER

久遠柚結
（CV:相良茉優）

くおんゆゆ

メイドのような服装に身を包み、大庭園でお
庭番をしている双子の姉。妹の桃萌と違って
おっぱいは小さい。ドＳな言動とは裏腹に花
をこよなく愛しており、美観を守るため、大
庭園を汚すものには容赦しない。凜華とは遠
い親戚にあたるらしい。

◆身長：156cm ◆誕生日：？月？日
◆スリーサイズ：B 71（Aカップ）/W 61/H 81

庭園を世話する双子の姉。
責めて蔑むドS貧乳。

サブキャラクター



CHARACTER
サブキャラクター



CHARACTER

久遠桃萌
（CV:橋本ちなみ）

くおんもも

メイドのような服装に身を包み、大庭園でお
庭番をしている双子の妹。姉の柚結と違って
おっぱいは大きい。ドＭであり、柚結に罵ら
れることに幸せを感じながら日々暮らしてい
る。広大な庭園をほぼ１人で手入れしている
ため、日中はほぼ庭園にいる。凜華とは遠い
親戚にあたるらしい。

◆身長：156cm ◆誕生日：？月？日
◆スリーサイズ：B 92（Dカップ）/W 61/H 81

庭園を世話する双子の妹。
責められて喜ぶドM巨乳。

サブキャラクター



CHARACTER
サブキャラクター



CHARACTER

パイ
（CV:上間江望）
ベルフルール女学園の姉妹校である、アンベ
リール女学園（シリーズ1・2作目の舞台）
の妖精。女の子やおっぱいが大好きで、明る
く能天気。凜華がオメガパワーを人工的に結
晶化させた影響で突然呼び出されたが、本人
はあまり深く考えておらず、友だちが増えた
ことを喜んでいる様子。ネムの前では先輩っ
ぽく振舞うことも。

◆身長：13cm ◆誕生日：？月？日
◆スリーサイズ：？

乙女のおっぱいが大好き。
アンベリールの能天気妖精。

サブキャラクター



CHARACTER
サブキャラクター



CHARACTER

聖花フローラ（成長後）

（CV:原 由実）
ベルフルール女学園の大庭園の中央に咲く、花の精
霊。聖なる力により成長を遂げたフローラの姿。 気
高く神々しい存在でありながら、どこか表情にあど
けなさが残っている。

◆身長：165cm ◆誕生日：？月？日
◆スリーサイズ：？（Fカップ）

幼き精霊が神々しい姿へと成長。
大庭園を救うべく覚醒したフローラ。

サブキャラクター

せいか

乳NEW！



CHARACTER
サブキャラクター

フローラが立派なレディーに大成長!? おっぱいもBカップからFカップに！

あどけない姿だった聖花フローラが、聖なる力で大人の姿に急成長!? Bカップだったおっぱ
いも、Fカップまでふくれ上がっているぞ。成長前と成長後で学園内でのイベントに影響を与
えるほか、おっぱいが成長したことにより、おっぱい鑑定で乙女たちの冒険をサポートしてく
れるように。我が子（？）の成長を感じながらパイタッチすれば、特別な想いがこみ上げてく
ること間違いなし！ なお、聖なる力は気が利くため、成長前の姿に戻ることも可能。ちっぱ
いが好きな人は安心しよう。

乳NEW！



CHARACTER

アルラウネ
（CV:今井麻美）
大庭園の復興を拒む正体不明の妖花。「全て
の花の頂点に立つ女王」だと自称しており、
他の花の存在を軽んじているだけではなく、
人間たちをも見下している。庭園復興を目指
して冒険中の乙女たちの前に姿を現し、敵対
することになるが……。

◆身長：172cm ◆誕生日：？月？日
◆スリーサイズ：B 99（Eカップ）/W 66/H 89

花の女王を名乗る
冷酷な妖花。

サブキャラクター 乳NEW！



CHARACTER
サブキャラクター 乳NEW！



CHARACTER

聖花フローラに仕える三精霊たち。フローラ
とそっくりな容姿をしている。穏やかで優し
い風花、クールで知的な氷花、情熱的で荒々
しい烈火、というように性格は三者三様だが、
おっぱいは全員Fカップ。それぞれが異なる
聖洞を守護しており、花湯やおっぱいじゃん
けんなどで乙女たちの冒険を助けてくれる。

聖花フローラに仕える三精霊。

サブキャラクター

風花の精霊
（CV:白城なお）

ふうか

氷花の精霊
（CV:河瀬茉希）

烈花の精霊
（CV:依田菜津）

ひょうか れっか

乳NEW！



本作は意外にも（？）正統派ローグライクRPG！ 挑戦のたびにダンジョンの形や出現アイテムなどが変化し、キャラクター
のレベルは1からスタート。毎回プレイ内容が異なる新鮮な冒険が体験可能だ。
また、ダンジョンの中で倒れてしまうと所持アイテムと装備品をロスト。キャラクターと敵とが交互に行動するターン制の戦

いは、1手間違うとすべてを失うという、スリリングな駆け引きが楽しめる。乳に汗、もとい手に汗握る探索に挑戦しよう！

ROGUELIKE
ちょっとエッチ！だけど正統派なローグライクRPG！



冒険とスローライフとおっぱいと。ちょっとエッチなローグライク生活！

本作は「ダンジョンの冒険」と「学園でのスローライフ」、「おっぱい」を楽しみながらゲームを進めていくことに。ダン
ジョンを冒険して新しい装備や花のタネなどを持ち帰り、学園でのスローライフやおっぱいを堪能しながら次の冒険の準備。
「冒険」「スローライフ」「おっぱい」のサイクルを楽しみつつ、全てのダンジョンの制覇をめざそう！

ダンジョンの冒険 学園でのスローライフ

おっぱい

ダンジョンを冒険して
新しい装備や花のタネを入手！

花のタネを育てて
合成素材や「みつ」を入手！
ダンジョンで手に入れた装備を
合成でパワーアップ！

手に入れた「みつ」で
「悶絶★開華」を堪能！
キャラクターの能力をパワーアップ！

挑戦するたびに形が変わるダンジョンを冒険。落ちているアイテ
ムも毎回変化する。無事ダンジョンを切り抜け、装備や花のタネ
を持ち帰ってキャラクターの強化に繋げよう。また、１つのダン
ジョンを制覇すると新たなダンジョンが出現し、メインストー
リーも進行していく。

乙女たちが通う「ベルフルール女学園」で自由に行動できる。庭園のお世話をして合成用の素材を手に入れたり、その
素材を使用して装備を強化するなど、気ままに過ごしながら冒険の準備を行おう。また、学園の見た目のカスタマイズ
や、仲間や他の生徒たちとの会話などを楽しむこともできる。

花のお世話をして手に入れた「みつ」は「悶絶★開華」で使用できる。「悶絶★開華」行うと、キャラクターの基礎ス
テータスの上昇や新しいスキルの習得など、乙女たちをパワーアップさせることができる。持ち帰った正体不明のアイ
テムも、次の冒険に備えて「おっぱい鑑定」しておこう！

ROGUELIKE



乙女の夢「ωパワー」システム！敵を倒すとおっぱいが大きくなる！

ダンジョンで敵を倒すと得られる経験値でレベルが上がるのは当たり前！ 本作では経験値とは別に、敵を倒すと女子力を
具現化した未知なる力「ωパワー」を獲得できる。「ωパワー」は乙女のおっぱいに溜まる性質があり、敵を倒せば倒すほど、
乙女たちのおっぱいが大きくなっていくのだ。ダンジョン突入時はちっぱいな乙女も、出口にたどり着くころにはたわわなバ
ストになっていることも夢ではない！

ROGUELIKE



最大Zカップまでムクムク成長！能力もビンビンにアップ！

ちっぱいからデカパイまで、どの乙女のおっぱいも最大Ｚカップまで成長。バストサイズが上がるたびにＨＰが最大まで回
復し、スキルの使用回数も回復。さらに、腕力などのステータスも上昇する。おっぱいがムクムク大きくなるほど、能力がビ
ンビンにアップし、ダンジョンの制覇にグングン近づく。ギンギンになって襲いかかってくる敵も、Zカップなら怖くない！

ROGUELIKE



窮地に役立つ救乳スキル「発胸モード」！

おっぱいが大きくなると、特殊なスキル「発胸」を使用可能に。発胸モードになった乙女は、少しの間だけ全てのステータ
スが２倍に上昇！ 強力なモンスターに囲まれたときなど、ここぞというときにおっぱいを発胸させてピンチを乗り切ろう！

ROGUELIKE



「Ｗおっぱいシステム」新搭載！操作するリーダーを変更できる！

シリーズ初の機能「Ｗおっぱいシステム」を新たに搭載！ ダンジョン内で操作するリーダーを、連れているパートナーと
切り替えられるように。敵の弱点に応じてリーダーを切り替えたり、パートナーのスキルを好きなタイミングで使用したり、
Wのおっぱいで戦えばどんな困難も乗り越えられる。ただし、リーダーの３マス以内にパートナーがいるときにのみ切り替え
可能なので気をつけよう。

連れていない仲間たちもダンジョンに出現！
その場でパートナーを交代することができる！

本作ではパートナー以外の仲間たちもダンジョンに出現！ 話しか
けるとアイテムをくれたり、冒険に有利な特殊効果が発動するなど、
お得なことばかり。さらに、連れているパートナーを、ダンジョンで
出会った仲間とその場で入れ替えることもできるぞ！

ROGUELIKE



合成で装備を強化！勝負下着も作れる！

ダンジョンで手に入れた武器や盾、さらにパンツやブラは、合成で2つのアイテムを組み合わせることで能力を強化可能！
妖精たちが秘密の小部屋で合成してくれるぞ。
同じ装備同士を合成すると攻撃力や防御力の値が「+1」のように上昇。異なる装備同士の合成でも、状態異常付与などの追

加効果を引き継ぐことができる。下着も強化できるので、いざというときに備えて勝負パンツを作成しておこう！

特定のアイテムを組み合わせて
新しい装備を生み出す「特殊合成」！

特定の装備同士を組み合わせて合成すると、
名前や性能がまったく異なる新しい装備に変化することも！

例：ショートソード+ビッグハンマー＝大きなモリ

ROGUELIKE



シリーズ新システム！自分だけの究極装備を作成できる「花錬成」！①

本作からの新システム「花錬成」により、自分好みの装備を作成できるように進化！ 庭園で育てた花から収穫したアイテ
ムを素材にすることで、武器や盾、下着に、状態異常や特効、基礎ステータスの上昇などの追加効果を、自由に付与できるよ
うになったのだ。これにより、敵を眠らせる剣や、HPを増やす盾、おっぱいが小さくなるのを防ぐブラなどを思うままに作成
可能に。花錬成の素材は庭園の収穫で手に入れられるほか、学園の生徒から購入することもできる。たくさん花を育てて、好
みの装備を作り上げよう！

ROGUELIKE



シリーズ新システム！自分だけの究極装備を作成できる「花錬成」！②

「花錬成」を使えばこんな装備も作成可能！

・コンセプト「死神のカマ」
前後左右の敵を攻撃できるカマ「ライフキラー」に、即死効果
とHP吸収効果を付与。敵の命を吸い取って戦う、死神のよう
な乙女へと大変身！

・コンセプト「反撃の盾」
攻撃を受けると、反撃の他に混乱や目つぶしなどの状態異常効
果を敵に付与する盾。金ピカの「ゴールドシールド」に魅せら
れてやってきた敵を返り討ちにしよう。

・コンセプト「ちっぱいのブラ」
「スポーツブラ」には、ちっぱいが似合うのでは？ ふとそう
思ってしまった勢いで、常におっぱいのサイズが「つるぺた」
になる悪性状態異常を付与してしまったブラ。盗難防止効果も
ついているので、ブラを狙う敵がいても安心！

ROGUELIKE



妖精たちを操作可能！ωパワーをたくさん稼げる「妖精の冒険」！

特定の条件を満たすと、妖精のネムとパイを操作する特別な冒険「妖精の冒険」に挑戦可能。ωパワーを消費して遠距離攻撃
ができたり、バストサイズが変化しないなど、妖精はひなたたちとはまったく異なる能力を持っている。ワナにかからない、
お腹が減らないなど、有利な点もたくさんあるぞ。武器や下着などのアイテムは妖精には大きすぎるので装備できないが、
拾ったアイテムは自動的にωパワーに変換されるので、ωパワーを稼ぎたいときは「妖精の冒険」がおすすめ。ただし、ひなた
たちには内緒で冒険しているため、クリアしたストーリーダンジョンしか挑戦できないのだ。

ROGUELIKE



ダンジョンで装備を失ったら「パイ釣り」に希望をたくせ！

学園にある「オメガの泉」では、ときどき、妖精のパイが池で釣りをしていることがある。オメガの泉はダンジョンと繋
がっているのか、装備していたアイテムをダンジョンで倒れて失ったとき、その装備をパイが釣り上げてくれることがある
ぞ！ もちろん必ず取り戻せるわけではないが、お気に入りの装備を失ってもあきらめずに「パイ釣り」に希望をたくそう！

ROGUELIKE



バストサイズが「Lカップ」になると、「ハイパーL（ラージ）」が発動！ おっぱいが成長すると身も心も成長するのか、一
定ターン乙女の体が通常の2倍近く大きくなってパワーアップするぞ！ 「ハイパーL」化中は与えるダメージの上昇や被ダメー
ジの減少のほか、攻撃した相手を後ろに吹き飛ばせるように。どんな局面でもモンスターを圧倒できる力を得られるのだ！

大美人？いや大ボインに!?「ハイパーL」で敵を蹴ちらせ！

ROGUELIKE 乳NEW！



本編とは別に、本作には複数の「チャレンジダンジョン」が用意されているぞ。99階まで続く険しいダンジョン、さまざまな
ボスが連続して登場するボスラッシュダンジョンなど、本編をはるかに超える難易度の冒険に挑戦できるのだ。合成や花錬成を
繰り返し、最強装備を作りあげて、すべてのダンジョンの制覇を目指そう。なかには、アイテム持ち込み不可＆99階まで続くと
いう、至高の難易度を誇るダンジョンも……！？

本編クリア後も冒険はまだまだ続く！「チャレンジダンジョン」をやりこもう！

乳NEW！ROGUELIKE



チャンレジダンジョンのひとつとして「キャラクターダンジョン」が登場！ 各キャラクターのサブエピソードを楽しめる、
シリーズ新登場のダンジョンだ。最深部には、挑戦する乙女と生き写しの姿をしたボスが出現。もうひとりの自分を見事うち倒
して試練を乗り越えると、乙女の体にぴったりフィットする特別な装備が手に入る！

もうひとりの自分と向き合え！「キャラクターダンジョン」が新登場！

7人の乙女たちそれぞれのキャ
ラクターダンジョンが用意さ
れている。物語本編では語ら
れない、各キャラクターの内
面に迫ったエピソードが楽し
めるぞ。

キャラクターダンジョンはア
イテムの持ち込みが不可！
道中で拾ったアイテムを駆使
して攻略を目指そう！

なかには、自分も敵も全員が
「必中」状態で進む特殊なダ
ンジョンも。運まかせでは制
覇するのは厳しいので、しっ
かり戦略を立てながら戦うの
だ！

もうひとりの冥が登場!? 本
当の冥に対して辛辣な言葉を
投げかけているようだが……。
本編とは一風異なるストー
リーが楽しめるのがキャラク
ターダンジョンの魅力だ。

乳NEW！ROGUELIKE



通常のダンジョンとは異なり、パズルのような攻略が問われる特殊ダンジョン、それが「賢者の試練」だ。ダンジョンの構造
や敵の配置、落ちているアイテムはすべて固定。普通に敵と戦うだけでは攻略することはできず、決まった条件の中で解き方を
考えながらクリアを目指すのだ。おっぱいと頭脳をフル活用して制覇しよう！

おっぱいだけじゃなく頭も使うダンジョン！「賢者の試練」を制覇しよう！

道のりが柱で遮られているダンジョン。周囲
には睡眠中の強敵が配置されており、もし目
覚めさせてしまうと、一瞬でやられてしまう。
歩くルートを考えてクリアを目指そう。

ローションのワナがたくさんしかけられてい
るエッチなダンジョン。ワナを踏むと、つる
つるっと壁と激突するまで止まれないので、
正しくローションを活用しないと（？）ゴー
ルにはたどり着けない。

水路に阻まれ、一見先に進むことはできない
ように見える。しかし、落ちている杖や石、
そしてモンスターをうまく利用すればクリア
できるぞ。今までの冒険で得た知識を生かす
のが攻略の鍵だ！

乳NEW！ROGUELIKE



『オメガラビリンスってローグライクRPGとしては簡単だよね！』。そんな風に考えていた時期が私にもありました。本作
では、シリーズ初の試みとして「ストイックモード」を新搭載。ストイックモードを選択すると、「悶絶★開華」で成長させた
ステータスがすべて初期値に。また「発胸」モードや各キャラクター固有のスキルすべてが使用不可となり、救済アイテムの
「じゃん券」が入手できなくなるなど、ローグライクRPGが得意な人向けのゲームシステムにガラリと変更されるぞ。スト
イックモードに挑戦できるのは、本作を極めたプレイヤーのみ。とことんゲームをやりこみたい人におすすめのモードだ！

ローグライクRPGに自信のある人限定！新要素「ストイックモード」！

乳NEW！ROGUELIKE



ゲームの舞台はダンジョンだけではない。シリーズ最大の進化を遂げた本作では、乙女たちが通う「ベルフルール女学園」で
の生活も楽しめるぞ！ 学園の中を気ままに歩きまわったり、生徒たちと女子トークを弾ませたり。ゆったりと流れていく時間
の中で、乙女たちが通う学園での日常をのんびりと体験できるのだ。日常生活で仲間たちとの絆を深めていけば、ダンジョンの
冒険だけではわからない、彼女たちの新たな一面が見えるかも！

SLOW LIFE
ローグライクの新たな進化！乙女ばかりの学園でスローライフ！



「学園のスポット」略して「Gスポット」！ムフフな場所も満載？

学生寮
生徒たちが暮らしている
寮。中には大浴場があり、
授業終わりの生徒たちの
疲れをいやしてくれる。
入浴中の乙女たちは、お
互いのおっぱいの大きさ
を比べたりしてゆったり
過ごしているようだ。

温室
美しい花が咲き誇る温室。
温室の片隅には秘密の施
設があり、極上のアロマ
マッサージが受けられる
らしい。ときどき、マッ
サージの快楽に耐えきれ
ない乙女たちの、甲高い
声が聞こえるとか……。

食堂
ベルフルール女学園理事
長こだわりの食堂。お
しゃれなテラス席で食事
をするのが生徒たちの間
でプチブーム中。購買に
は、パンはもちろん、い
ざというときのためにパ
ンツも売っている。

大庭園
ベルフルール女学園の象
徴であり生徒たちの誇り
でもある大庭園。中央に
は聖花の精霊をかたどっ
た石像が建てられている。
庭園の花々は、不思議な
力で決して枯れることは
ないはずだったが……。

SLOW LIFE



「学園のスポット」略して「Gスポット」！ムフフな場所も満載？

校門

生徒たちが出たり入ったりする門。
付近ではおしゃべりに花を咲かせ
る生徒も多い。脇にはテニスコー
トも併設されている。

第2校舎

生徒たちの学び舎であり新校舎。
完全防音の自習室があり、室内で
どんなにイヤラシイ声を出しても
決して外に漏れ出ないので安心。

オメガの泉

学園の南に位置する泉。
不思議な力がこめられているのか、
ときどきωパワーが手に入る。泉
はダンジョンと繋がっているとい
う噂も？

第1校舎

生徒たちの学び舎。校舎の中には
化学室があり、夜になると誰かが
怪しげな実験をしているという。

SLOW LIFE



花が枯れてしまった大庭園は、冒険を進めるにつれて少しずつ輝きを取り戻していく。復活した花壇では、自由に花を育てら
れるようになるぞ！ 花壇に花のタネをまき、ジョウロで水をあげてしっかりお世話。やがて時間がたつとタネは成長し、可憐
な花を咲かせる。育てた花を収穫すると、花のタネや装備の合成素材など、攻略に役立つさまざまなアイテムを入手可能だ！

花を育てて枯れ果てた大庭園を復活させよう！

SLOW LIFE



庭園をお世話して花錬成の素材やみつをゲット！

「花錬成」で必要となる素材は、庭園の花を育てて収穫すると手に入る。まいたタネの種類や数によって収穫できる素材の
種類や量が変化し、「水やり」で与える水の種類も収穫内容に影響を与えるぞ。「悶絶★開華」でスプラッシュさせた乙女の
しずくを水やりで与えると、特定の素材の収穫量がアップすることも！
また「悶絶★開華」などで使う花の「みつ」は、１日の始まりの時に庭園の花から採取される。庭園に花をたくさん咲かせ

ているほどより多くのみつが手に入るぞ。「草むしり」をして庭園をきれいにしていると、さらに追加のみつが手に入るので、
冒険の合間に庭園のお手入れもしっかり行おう！

「悶絶★開華」で鈴音から
「トパーズのしずく」をゲット！

手に入れた「トパーズのしずく」などの水を庭園で水やり！
収穫時に「花錬成」の素材を入手！ １日のはじまりには「みつ」ももらえる！

庭園の雑草を「草むしり」してあげると
さらに多くの「みつ」が手に入る！

SLOW LIFE



冒険？庭園のお世話？それともおっぱい？１日を自由に過ごそう！

ダンジョンの冒険中や学園で花のお世話などをしている間、学園の時間は少しずつ経過していく。時間の経過は庭園の花の
成長に影響を与えるほか、学園にいる生徒たちの様子も時間とともに変化するぞ。１日は朝から始まり、下校時間となる夕方
まで好きなことをして過ごすことが可能。冒険に行くも良し、庭園のお世話をするも良し。朝から「悶絶★開華」でハッスル
しているあいだに、いつのまにか日が傾いている、なんていうことも！

急いで花を咲かせたいときは「時の加速」！
みつを使って時間を自由に進めよう！
庭園で手に入れた「みつ」を使えば、不思議な力で時
間を加速させることにより、好きなだけ時間を経過さ
せることが可能。花を早く咲かせて装備を強化したい
ときなどに利用しよう。

SLOW LIFE



一度でいいから見てみたい！乙女が「女子会」やってるとこ！

下校時間を迎えて１日の行動時間が終わると、乙女たちは学園の寮に帰ることに。乙女ばかりが住んでいる生徒寮では、健
全男子の憧れであり夢であり幻想とも言える「女子会」の様子をのぞくことができるぞ！ 好きな食べ物の話や趣味の話など、
乙女たちによる和やかな日常トークが女子会では交わされる。冒険中では知りえない、普段とは違う乙女の表情を女子会で堪
能して、翌日の冒険の活力としよう！

SLOW LIFE



花の精霊であるフローラには、その美しさに惹かれて虫さんが体に取りついてしまうことが！ フローラから虫取りのお願
いをされたら、体に取りついた虫さんを1匹ずつ丁寧に取り払ってあげよう。虫さんが悪さをしたら大変だから行うのであっ
て、決して下心があるわけではないぞ。上手く取り払うとお礼として「みつ」を獲得できるのだ。
また、虫取りはフローラが成長した姿でも行える。大きく成長したおっぱいに惹かれて虫さんがやってくるので、その手で

取り払ってあげよう。うっかりおっぱいに触ってしまうかもしれないが、下心はないぞ！

フローラとキャッキャウフフ！「虫取り」でお世話！

乳NEW！SLOW LIFE



ベルフール女学園を彩る学園内の木や生垣、街灯やベンチ、石像などのオブジェクトは、さまざまなデザインから自由に選ん
でカスタマイズすることが可能。動物型に刈られた木々が植えられた、チャーミングな学園にするのもよし。石灯籠や松の木が
並ぶ和風な景観を目指すのもよし。思うままにカスタマイズし、自分だけの学園をつくることができるのだ！

自由にカスタマイズ！あなただけの学園づくり！

SLOW LIFE



ダンジョンに落ちているアイテムの中には、名前や効果がわからない「不確定結晶」となっているものが存在。この不確定結
晶は、おっぱいに挟んで「ωパワー」を注入すると、その正体を明らかにできるぞ。おっぱいに溜まったωパワーが注ぎこまれ
ると結晶はムクムクとふくれ上がり、限界までおっきくなったその刹那、不確定要素となる原因物質がスッキリとヌケて鑑定で
きるのだ。効果がわからないままアイテムを使用するのは、時に災いを招く。慎重に冒険するなら、石橋を叩いてから渡るとい
う心構えが重要。乳端を触ってから渡れば、より安全に探索を進められる。

OPPAI
正体不明のアイテムをおっぱいに挟んでスッキリ鑑定！



おっぱい鑑定時に挟む「不確定結晶」は、その見た目をさまざまなモノに変更することが可能。エビ天に変えると熱がるなど、
乙女のセリフやリアクションもさまざまに変化するぞ！ 特にアイテムの鑑定結果に影響は与えないので、気の向くまま、気が
ムクムクするままに挟むものを変えて、充実したおっぱいライフを楽しもう！

OPPAI
おっぱい鑑定に色どりを与える「挟むものカスタマイズ」機能！



ちっちゃくたって（不確定物質を）ヌケる「妖精鑑定」！

正体不明の不確定結晶を胸に挟んで（不確定物質を）ヌク「おっぱい鑑定」。この鑑定は、妖精のネムとパイも行うことが
できるぞ！ ちいさい体を結晶にスリスリしてωパワーを注入。みるみるおっきくなっていく不確定結晶が最大まで膨張すると、
原因物質がスッキリヌケて、謎だったアイテムの正体が判明するのだ。もちろん、妖精鑑定でも結晶はカスタマイズ可能。エ
ビ天だってこけしだってスリスリスリスリ！ レッツ妖精鑑定！

OPPAI



乙女たちに秘められている力は「悶絶★開華」で解放可能！ ダンジョンや学園で手に入る「花のみつ」を使うと、彼女たち
が妄想の世界へとダイブ。庭園でお昼寝をしたりコスプレを楽しんだり、乙女はさまざまなシチューエションの妄想を始める。
そして、妄想中の乙女たちにタッチしてエキサイトさせると、彼女たちに秘められた花の力が解放。基礎ステータスの上昇や特
殊なスキルを習得するなど、潜在能力がマン開に花咲くのだ！

秘められた力が花開く「悶絶★開華」！

OPPAI



乙女たちが露わな姿に変化を遂げる「満開ブレイク」！

「悶絶★開華」で乙女をタッチしてエキサイトさせ続けると「満開ブレイク」に突入。よりセクシーな妄想シチュエーション
に突入し、彼女たちの衣服がブレイクしてしまうぞ。そしてさらに、満開ブレイク中の乙女たちは、体のすべてがビンカンに
なってしまうのだ！ どこを触ってもOKな満開ブレイクは、言わばイージーモード。思うままに乙女たちをイジイジしよう！

OPPAI



時間をストップさせて乙女にタッチし放題！「悶絶★開華 ザ・ワールド」！

「満開ブレイク」後にさらにエキサイトし続けると、乙女の体に「刻の華」が出現。この「刻の華」の力を解放すると、なん
と彼女たちの時間がストップ！ 静止した時の中で思うままにハッスルし、乙女の体を自由にタッチすることができるのだ！
時間をストップさせる映像は99％がフェイクだという噂だが、本作は果たして・・・!?

OPPAI



OPPAI
凝縮されたωパワーが噴き出す「悶絶スプラッシュ」！

時間静止中にタッチしたエネルギーは、時が動き出すとともに一気に乙女に流れ込む。そのあまりに凝縮されたエネルギーに
より、空気中のωパワーが水へと変化。プシャっとスプラッシュしてしまうぞ。なお、このスプラッシュであふれ出たしずくは、
庭園の花に与える水として利用可能。乙女のしずくを無駄にせず再利用するECO、もとい「EROサイクル」を実現している！



ダンジョンではときどき「温泉」を発見できる。温泉に入ると体力が回復するほか、「毒」などの状態異常の回復、しばらく
の間状態異常を防ぐなど、良いことづくし！ 乙女の入浴シーンもじっくり楽しめるので、冒険の活力もギンギンになるぞ！
バストサイズの変化によって入浴中の乙女たちの見た目も変化。がんばって育乳し、Zカップの入浴シーンを堪能しよう！
また、温泉は学園内や女子会時にも堪能可能。ときには、久遠柚結などの冒険をしない乙女の入浴姿が見られることも!?

OPPAI
冒険の疲れを癒し活力もギンギンになる「温泉」！

乳NEW！



ダンジョンの温泉は、「風花の精霊」などの精霊たちが湯に浸かっていることがまれにある。精霊たちの清らかな力が温泉の
効能を強化し、入浴した乙女に「聖花の加護」を授けてくれるぞ。「聖花の加護」はそのフロアにいる間だけ発動し、発動中は
攻撃力と獲得ωパワーが2倍、敵を倒すと花のタネがときどき手に入るといった、すさまじい恩恵を受けられる。「花湯」を見
つけたら、ぜひ精霊たちと温泉をご一緒しよう！

OPPAI
精霊のエキス（？）がたっぷり溶けこんだ「花湯」でパワーアップ！

乳NEW！



左右のおっぱいを中央に寄せたら「グー」、互いちがいに上下させたら「チョキ」、外側に開いたら「パー」。おっぱいを上
手くコントロールし、自分と相手のおっぱいの形を比べて競う真剣勝負。それが「おっぱいじゃけん」！ ダンジョンに落ちて
いる「じゃん券」を拾っていると、ダンジョンクリア後かゲームオーバー時に、精霊たちと「おっぱいじゃんけん」に挑戦可能。
クリア後のおっぱいじゃんけんに勝利すると、道中で獲得していたωパワーや花のタネの量に5倍ものボーナスが発生。ゲーム
オーバー時のおっぱいじゃんけんに勝つと、本来失うはずだった装備アイテムや所持品を取り戻せるのだ！

OPPAI
ロストアイテム復活＆ボーナスのチャンス！精霊との「おっぱいじゃんけん」！

乳NEW！



ゲームを遊んでいるときにふと「おっぱいが触りたいなあ」という気持ちになること、ありますよね？ そんな願いに応える
夢のシステムが「PTA（パイタッチアクション）」だ。メニュー画面や会話イベント中、ダンジョンの冒険中など、ゲーム画面
に映っている乙女のおっぱいは、いつでもタッチできるぞ！ タッチされた乙女は、恥じらいの表情を浮かべたり、たまらず声
が出てしまうなど、嬉しいリアクションをしてくれるのだ。成長前のフローラや久遠凜華はPTAが通用しないものの、頭をナデ
ナデする「NTA（なでなでタッチアクション）」でリアクションを楽しむことができる！

OPPAI
いつでもおっぱいに触れて大助かりの「PTA」システム！

装備選択画面でパイタッチ。次の冒険に
備えてたっぷり触っておこう。

アルラウネと対峙する緊迫したシーンで
パイタッチ。息抜きに最適だ。

画面左上に表示されるUIのおっぱいにパ
イタッチ。サイズが小さいので技術が必
要？

凜華の頭をなでなで。PTAとは少し違う
反応が楽しめる！

乳NEW！


