
注意事項 チェック入手アイテム 場所 チェック敵図鑑 備考
第1章
ポポロクロイス城 おみやげ部屋のぶた貯金箱は取らない でなおしランプ B1F勉強部屋

地図 B1F勉強部屋
モンスター図鑑 B1F勉強部屋
げんきのあめ 城内宝箱
ばんのうやく 城内宝箱
１００G 城内宝箱
いやしのえだ 城内宝箱

城の隣の塔 いやしのえだ 塔内宝箱
りゅうのなみだ 塔最上階
りゅうのけん 進行

ポポロクロイス城下町 ドンとゴン一時加入、装備はずす いやしのは 民家内宝箱
りゅうのなみだ 民家内宝箱
ばんのうやく 民家内宝箱
ありがたいみず 民家内宝箱
げんきのあめ 民家内宝箱
なまくらのけん３５G 武具屋
へいしのけん９５G 武具屋
どうのけん２５０G 武具屋
きのつえ４０G 武具屋
やすいうでわ２５G 武具屋
かしのうでわ８０G 武具屋
どうのうでわ２２０G 武具屋
いやしのは１０G 武具屋
こおりのおふだ 城の西出口、竜の柱

ポポロクロイス周辺 ドローン
おおかまきり
おおかぶとむし
とつげきどり

ポポロクロイス南浜辺 おおきなハサミ チョッキンdrop チョッキン
タコアシ つのだこdrop つのだこ
かいばしら パックンdrop パックン
ブラックパール パックン稀drop よろいがめ
カメのコウラ よろいがめｄｒｏｐ
かみなりのおふだ 海岸

タネキン村 民家２F無料宿あり
フローネルの森 森の奥泉、回復Pあり しんぼくのつえ 森内宝箱 リビングデッド

森の木の家でレッサーデーモンと戦闘 みどりのゆびわ 森内宝箱 ボーンデッド
ナルシア加入、ギルダ宿屋に おおこうもり drop率、激低

ボヨーン



山岳地帯（山道） スクラップ置場で白騎士加入 まもりのもと 山道 オーク
どうのうでわ 山道 ごくらくちょう
まほうのもと 山道宝箱 メイジ

スチームパワー
ポポロクロイス城下町 白騎士を連れてポポロ城下町へ つわもののつるぎ ２F建て民家でイベント

ガミガミシティ ５００G シティ内宝箱
げんきのあめ シティ内宝箱
てつのけん４００G 武具屋
はがねのけん６５０G 武具屋
かしのつえ１１０G 武具屋
きしのうでわ５５０G 武具屋
ラバーシューズ４５０G 武具屋
きみょうなくすり５０G 武具屋
ガミガミもなか１８G 武具屋
ぼくとう１９８G 武具屋
ペナント４８０G 武具屋
ちょうちん１４８０G 武具屋
ガミガミくん４９８０G 武具屋

ガミガミ魔王城 入口からすぐ階段下りて動力スイッチ ありがたいみず 入ってすぐ宝箱(ミミック) ミミック
４FにIDカード、５Fに宿屋 ガミガミワッペン ロボニンジャｄｒｏｐ ロボニンジャ

はがねのけん ロボサムライｄｒｏｐ ロボサムライ
はやさのもと 城内宝箱 スチームキング
めぐみのあめ 城内宝箱
ちからのもと 城内宝箱
ありがたいみず 城内宝箱
いやしのえだ 城内宝箱
マジカルシール 城内宝箱
IDカード 城内宝箱
りゅうのなみだ 城内宝箱
めぐみのあめ 城内宝箱
ガッツのうでわ 城内宝箱
ありがたいみず 城内宝箱(ミミック)
ありがたいみず 城内宝箱(ミミック)
しろがねのけん ５F台所
ちえのおうかん 進行

第２章
ポポロクロイス城 みどりのふえ 進行
ポポロクロイス城下町 こおりのつるぎ 1050Ｇ 武具屋

ねむりのつえ485G 武具屋
ほのおのおふだ1000G 武具屋
かぜのおふだ1000G 武具屋

ポポロクロイス周辺 ビートルコーン パワービートルdrop ストーカー
パワービートル
デスサイズ

ゴドリフへの道中小屋 無料休息可 ちからのもと 小屋宝箱 ダッシュバード
かぜのうでわ 小屋宝箱 ハリネズミ



かまいたち
おおもぐら

ゴドリフトンネル きのこのカケラ どくキノコdrop どくキノコ
ウッキィバナナ ウッキィdrop ウッキィ
りっぱなツノ あばれうしdrop あばれうし
めぐみのあめ トンネル内宝箱 ダークメイジ
プリンスバッチ トンネル内宝箱 スクリーマー
ラバーシューズ トンネル内宝箱
ミミック(戦闘) トンネル内宝箱
まほうのもと トンネル内宝箱

ゴドリフ側フィールド こころのもと 宝箱
ほのおのおふだ 宝箱

ゴドリフ 炭鉱前の男の選択肢は「うん」 ５０Ｇ 炭鉱前の男
町中の竜の像全部チェック ロングソード1250Ｇ 武具屋
宿泊まるとイベントあり ぎんのうでわ900Ｇ 武具屋

スタミナべんとう8Ｇ 弁当屋(鉱山クリア後)
カナリシアへの大湿原 トカゲのしっぽ ワニバトラーdrop ワニバトラー

まりょくのつえ 大湿原内宝箱 あくまのはな
カナリシアの南 先に湿原から右下へ行く ゆうきのバッチ カナリシア南の宝箱
モンスター村 湿原から右上に戻るとカナリシア 竜の玉 武闘大会優勝

オークのつえ 武具屋
カナリシア ヤンの家の大砲覗くと物語進んでしまう かぜのおふだ 民家内宝箱

せいなるみず 民家内宝箱
どくじゃのつえ600G 武具屋
まもりのつえ1350G 武具屋
ダルマさん 食堂の右側の家の老人
クマのおきもの 食堂の右側の家の老人
まねきねこ 食堂の右側の家の老人

モンスター村北東 りゅうのおふだ 宝箱
ゴドリフ鉱山 階段を上ると戦闘、その後ナグロ加入 ブラックルビー モノアイｄｒｏｐ モノアイ モンスター村北西のフィールドでも出現

ナグロの装備を引っぺがす はらまき ナグロ初期から外す かいりきグマ
(さびたスコップ) ナグロから外しても消える バンパイア
ナグロスコップ 進行(ピエトロのスキルに) オークソルジャー
さびたカギ 進行(ミミック) メイジビースト
りゅうのなみだ×３ 鉱山内宝箱
すすけたいし りゅうのなみだ横の土塊
やみのおふだ 鉱山内宝箱
めぐみのあめ×４ 鉱山内宝箱
ウインドロッド 鉱山内宝箱
ヘルメット 鉱山内宝箱＆ナグロ初期
かみなりのおふだ 鉱山内宝箱
ぎんのうでわ ボスの部屋宝箱
まほうのもと ボスの部屋宝箱

フローネルの森 すすけたいしをかけあしの泉に 竜の玉 かけあしの泉
パーセラへの道 もりのゆびわ パーセラへの道宝箱 エルファント

まもりのもと パーセラへの道宝箱 ヤドカリン
フラッシャー



パーセラ *露店のメンバーズカードで入れる店あり はやさのもと 武具屋部屋の宝箱
その店の裏手宝箱空けない(４章で) *(りゅうのまもり) (武具屋カウンター内)
港のポストフに空飛ぶ船を聞くと進む ぶた貯金箱85Ｇ 武具屋

メンバーズカード1980Ｇ 武具屋
かなしばりのつえ1150Ｇ 謎の店
きんのうでわ1850Ｇ 謎の店
すばやさのうでわ1200Ｇ 謎の店
スパイクシューズ1250Ｇ 謎の店
シーフードランチ8Ｇ 弁当屋
図面 進行

ウッキィアジト周辺 トロッコイベント(プロペラ入手後発生？) ウッキィロード
ウッキィアジト ラバーシューズ 宝箱

はやさのもと 宝箱
はやさのもと 宝箱
サルの貯金箱 アジト内宝箱
りゅうのおふだ トロッコ洞窟内宝箱
竜の玉 ボス後

ポポロクロイス南岬家 竜の玉3つもって「うん！」を選択 必殺技ドラゴンセイバー 南の岬の老人の家
新ガミガミ魔王城周辺 トロッコでゴドリフ行きイベント後ここへ ガッツソード フィールド宝箱
新ガミガミ魔王城 ちからのもと 城内宝箱

まもりのもと 城内死角の部屋宝箱
こころのもと 城内死角の部屋宝箱
まほうのもと 城内死角の部屋宝箱
プロペラスクリュー 進行

パーセラ バスタードソード　　　　G 武具屋
幽霊船 カギはホイッスル倒すと手に入る せんしつのカギ 進行(イベント消費) ホイッスル

フライヤーヨットの部屋アイテム購入可 きしのけん 船内宝箱 ナイトウォーカー
フライヤーヨット部屋も回復可 まほうのもと 船内宝箱 がいこつへい

かみなりのうでわ 船内宝箱 マッドハット
りゅうのなみだ 船内宝箱 ソウルイーター
まもりのもと 船内宝箱
ちからのもと 船内宝箱
ミラーシール 船内宝箱
りゅうのなみだ マスト上の宝箱
せんちょうのカギ 船室一番左の部屋に落
きんのうでわ 船長室



流され村 パミィに選択肢⇒クジラ岩を叩く ひかるウロコ マーマンｄｒｏｐ マーマン
クジラ岩調べるとカイ加入 ハンマー 進行で借りる トライデント
村へ戻りパミィの元へ向かうとイベント ナイトスター 民家内宝箱 メルトン

こおりのうでわ 砂浜宝箱 プロテクター
こおりのおふだ 砂浜宝箱
まもりのもと 砂浜宝箱
さびた剣 砂浜に刺さってる
ミニチュアヤシの木 村の鉢植前の人に貰う
ほのおのつるぎ3500Ｇ 武具屋

ブリオニア せいぎのつるぎ ナイトラントｄｒｏｐ ナイトラント
あやかしのつえ ルーンドールｄｒｏｐ ルーンドール
（又は⇒ リフレクターｄｒｏｐ リフレクター
ほのおのうでわ 宝箱 マーマンロード
ガッツのうでわ 屋内宝箱 オートマン
せいぎのバッチ サポーの家宝箱 ガーディアン
スクラップ 屋内宝箱 ワーカー

クラッシャー
バキューム

ブリオニア制御室内 最初の部屋に回復と記録あり まもりのもと 城宝箱
途中でガミガミ魔王加入 げんきのゆびわ 城宝箱

こころのもと 城宝箱
ちからのもと 城地下宝箱
アームギア 城地下宝箱
いやしのかじつ 宝箱(バキューム)
やみのうでわ 城地下宝箱
ひすいのうでわ 城地下宝箱
すくいのあめ 宝箱(バキューム)
すくいのあめ 宝箱(バキューム)
まほうのもと 城地下宝箱
ミサイル ガミガミ初期
てぶくろ ガミガミ初期外す

第３章
ポポロクロイス城 らいじんのけん 武具屋

ポイズンアーム 武具屋
パワーグラブ 武具屋

パーセラ まほうのうでわ8800G 謎の店
ねむりの剣1450G 謎の店
ごうかプラモ10000Ｇ 土産物露店
ヨットのもけい5000Ｇ 土産物露店

ゴドリフパーセラ分岐 キングビートル
ニードラー
スラッシュ
アングラー



ゴドリフ周辺 ストライカー
ダークゴースト
バッファロー

ゴドリフ さびた剣を鍛冶屋に せいきしのけん 鍛冶屋
カナリシア南湿地帯 ワニチャンプ

マンイーター
モンスター村周辺 ひとくいガニ
モンスター村北方面 パワーパックン

シーデーモン
ガミガミシティ 竜の像を調べる
新ガミガミ魔王城周辺 ビームヘッド
旧ガミガミ魔王城 Ｂ６Ｆ道具屋と休憩所あり こんじょううでわ まがどり稀ｄｒｏｐ まがどり

Ｂ６Ｆから上階段先、エンジニアと会話 こんじょうグラブ まがどりｄｒｏｐ シャドウマル スクラップ、ゼンマイ、メカユニットdrop
バレット エンジニアに付けてもらう ファントマ
スタナーソード7000Ｇ 武具屋 ロボハタモト バネdrop
パニックグラブ3980Ｇ 武具屋 オーバーヒート はぐるま、ネジdrop
エアロシューズ5500Ｇ 武具屋
ゼンマイ 城奥宝箱
りゅうのたましい 城奥宝箱(ミミック)
こころのもと 城奥宝箱
りゅうのたましい 城奥宝箱(ミミック)
りゅうのたましい 城奥宝箱(ミミック)
ねっけつはちまき 城奥宝箱
ポイズンアーム 城奥宝箱
かぜのゆびわ 城奥宝箱
ガミガミワッペン 城奥宝箱
メカユニット 城奥宝箱
ゆうきのゆびわ 城奥宝箱

パーセラ周辺 バルンフェアリー
ブリオニア周辺 ルインドロイド

ルインナイト
ルスティドール
メタルマドネス

ポポロクロイス城 サポーに会うと「魔法のハンカチ」習得 魔法のハンカチ サポーイベント
ハタハタ村 まもりのうでわ5500Ｇ 武具屋
剣の山 ほのおのタテガミ ダークホースｄｒｏｐ ダークホース

パワーロッド ダークホースｄｒｏｐ ゴーレム
キャプテンスター ふもと隠し通路 ブラスター
まもりのもと ふもと隠し通路 バーンリザード

ブレイサー



永遠の番人の館 謎の少女に話しかける ちいさなカギ 中央の家 キラークラウン
コロシアム優勝でてんしのまもり貰う ヒートギア キラークラウンｄｒｏｐ じごくのピエロ

じごくのピエロｄｒｏｐ デミ
あやかしのつるぎ デミｄｒｏｐ くびなしナイト
ブロードソード くびなしナイトｄｒｏｐ
てんしのまもり コロシアム優勝
せいなるみず 館内宝箱
はぐるま 館内宝箱
やかたのかぎ ふりこ時計を調べる
ちいさなクジラ500Ｇ 道具屋
ネコさん1000Ｇ 道具屋
リトルガール1500Ｇ 道具屋

ダーナ神殿 入口左階段下の女性、回復記録可 まおうせいのカギ 進行
まほうのもと 城内宝箱
アイスギア 城内宝箱

滅びの町 魔王星の北西にある ポイズンソード 宝箱
民家の女性、一度だけ回復、セーブ可 バネ 宝箱

メタルはちまき 民家内宝箱
やみのまもり 民家内宝箱
かあさんのバッチ 民家内宝箱

魔王星 クジラのマックに話すと回復 りゅうのまもり エグゼキューターｄｒｏｐ エグゼキューター
あくまのにんぎょう レッサーデーモンｄｒｏｐ ブリザード

レッサーデーモン
リバーサー
ガードビースト
バーニングホース
イビルナイト
アシュラ(氷の中のみ)

ハタハタ村 宿内宝箱をとってから宿主に話す事 こころのもと 宿内宝箱
ジャンボと会話すると第４章 ジェネラルソード 宿内宝箱

ハタハタのござ 村の人から
第４章
ポポロクロイス城下町 ソームの種 進行

ふうじんのけん16000Ｇ 武具屋
グレートソード20000Ｇ 武具屋
せいなるつえ11000Ｇ 武具屋
アーマーグラブ5980Ｇ 武具屋
アサルトグラブ7980Ｇ 武具屋
めがみのうでわ9500Ｇ 武具屋
スーパーシューズ8000Ｇ 武具屋
ミラクルシール15000Ｇ 武具屋
こおりのまもり　　　　　G 武具屋
サンダーロッド　　　　　G 武具屋



ポポロクロイス周辺 いっかくペンギン
ベアハング
スパーク
こおりのへいたい
ダークロード

かけあしの泉 ソームの花 進行
ポポロクロイス周辺 こおりのへいたい×６と戦闘 おうごんのかぎ 進行

全員が仲間になる
パーセラ 謎の店の品数が増えている きせきのうでわ99000Ｇ

ほのおのまもり5000Ｇ
かみなりのまもり5000Ｇ
かぜのまもり5000Ｇ

北の大地 カタナ スプラッターｄｒｏｐ スプラッター
ナックルボム ひだるまｄｒｏｐ ひだるま
きょじんのグラブ タイタンｄｒｏｐ タイタン
はじゃのけん カルラｄｒｏｐ カルラ 氷の神殿の中階にも出現率高めで出る
ハイパーはちまき 雪原入口から北の壁沿い ゆきだるま
スタングラブ 氷の神殿への道から南 キラープラント
りゅうびのけん 白い村南⇒壁東沿い北側 ソードデーモン

デモンマスター マジカルロッドもdrop
白い村 しゃくねつのつえ16500 武具屋

せいなるみず 民家
ミラクルシール 民家

氷の神殿 カロンのつえ カロンｄｒｏｐ カロン
みかづきとう デーモンロードｄｒｏｐ デーモンロード 上階、階段エリアに3体固定
マジカルロッド デーモンロード稀drop アイスマン 1階推奨(効率的に)
グレートグラブ アイスマンｄｒｏｐ ブルーヒドラ 中階程で出やすい(３F位)
ゴールドグラブ アイスマンｄｒｏｐ レッドヒドラ
トゲトゲのしっぽ ブルーヒドラｄｒｏｐ ゴールドヒドラ 中階程で出やすい(３F位)
（又は レッドヒドラｄｒｏｐ ジェネレーター 1階に出やすい
（又は ゴールドヒドラｄｒｏｐ ケルベロス
たいようのつえ 神殿内宝箱
まおうのてぶくろ 神殿内宝箱
ネジ 神殿内宝箱
こおりのまもり 神殿内宝箱
ちからのもと 神殿内宝箱
まもりのもと 神殿内宝箱
まほうのもと 神殿内宝箱
てんしのまもり 神殿内宝箱
こころのもと 神殿内宝箱
だいちのゆびわ 神殿内宝箱
キングスター 神殿内宝箱
ドラゴンのバッチ 神殿内宝箱

白い村(サニア合流後) ゆきだるま 子供(ポポロ城に帰るまで)


