
『スーパーロボット大戦３０』　隠しポイント一覧

■隠しポイント
・ゲーム中に特定の条件を満たすと、特定のポイントを獲得でき、様々な条件に影響を与えます。

・１つの条件を満たすと獲得できるのは１ポイントですが、中には２ポイント以上、獲得できる条件もあります。

■カテジナポイント
対象ミッション名 条件

「リガ・ミリティア」／「宇宙の呼ぶ声」 「ウッソ」が「クロノクル」を撃墜する。

「ウッソ」が「クロノクル」を撃墜する。

「ウッソ」が「ルペ」を撃墜する。

「混戦」 「ウッソ」が「ルペ」を撃墜する。

「ウッソ」と「カテジナ」が戦闘する。

「ウッソ」が「カテジナ」を撃墜する。

「神話のその先へ」 「カテジナ」を撃墜する。

「赤い彗星の使命」 「ミツバ」が登場する前に「クロノクル」を撃墜する（この時に加算されるポイントは２）。

「ウッソ（Ｖ２ガンダム搭乗）」と「カテジナ」が戦闘する。

「ウッソ」が「カテジナ」を撃墜する。

■アカネポイント
対象ミッション名 条件

「破・壊」／「覚・醒」 「グリッドマン」が「デバダダン」を撃墜する。

「憂・鬱」 マップをクリアする。

「創造」／「覚醒」
「グリッドマン」または「グリッドナイト」が「ゼッガー」を撃墜する。
（この時に加算されるポイントは２）
「アンチ」を撃墜する。
「グリッドマン」が「アンチ」を撃墜した場合、さらに１ポイント加算される。

「心に命じるもの」 マップをクリアする。

■ネイポイント
対象ミッション名 条件

「ダバ」と「ネイ」が戦闘する。

「ダバ」が「ネイ」を撃墜する。

「レディ・レディ」 「ダバ」と「ネイ」が戦闘する。

「クロス・ポイント」 「ダバ」と「ネイ」が戦闘する。

「エスケープ・ギワザ」 「ダバ」「レッシィ」のどちらかが「ネイ」を撃墜する。

「ピカレスク」 「ダバ」が「ギャブレー」を撃墜する。

■ミハエルポイント
対象ミッション名 条件

「そびえたつ光」 「ヴァン」が「ガドヴェド」を撃墜する。

「揺らぐ世界」 「ヴァン」「レイ」のどちらかが「ファサリナ」を撃墜する。

「しあわせの意味」 「ヴァン」が「ミハエル」を撃墜する。

■ライトポイント
対象ミッション名 条件

「そびえたつ光」 「１億の人間の生命を奪う」を選択する。

「浄化される大地」 「誰かの生命は奪えない」を選択する。

「定められた運命」／「進むべき道の先に」 「オリジナルと同一として接する」を選択する。

「揺らぐ世界」 「全ての人間を対象とする」を選択する。

「調停者」 「餓死するかも知れないが、飼い主を待つ」を選択する。

「７人の刑事」

「コンタクト・ペンタゴナ」

「リガ・ミリティアの戦士たち」／「宇宙の出会い」

「ザンスカール潜入」

「新しい翼」



『スーパーロボット大戦３０』　条件付き機体一覧

■条件付き入手機体＆パイロット
・下記の機体、パイロットは、ゲーム中に特定の条件を満たすと獲得できます。

■機体「フルアーマーガンダムＭｋ－Ⅱ」

対象ミッション名 条件

「オーガスタ追想」／「鼓動」
「クワトロ」の撃墜数が２０機以上の状態で、２ターン以内に敵を３機以上撃墜する。
その後、「カミーユ」がマップに登場する際、「フルアーマーガンダムＭｋ－Ⅱ」に乗って登場する。
条件を満たしていない場合は、搭乗機体は「ガンダムＭｋ－Ⅱ」になる。

「荒野を一人往く」

「ガンダムＭｋ－Ⅱ」用の換装パーツ「フルアーマーパーツ」を入手していない場合、
ミッションクリア後に「フルアーマーパーツ」を入手する。

なお、本ミッションは以下の条件パターンいずれかを全て満たすと解放される。
・条件パターンＡ
　①：「アムロ」「カミーユ」が仲間にいる。
　②：「白き流星の軌跡」または「ニュータイプと呼ばれた男」にて、「アムロ」が敵を４機以上撃墜する。
　③：「アムロ」の撃墜数が３０機以上。
・条件パターンＢ
　①：「アムロ」「カミーユ」が仲間にいる。
　②：「アムロ」の撃墜数が６０機以上。

※「オーガスタ追想」／「鼓動」は、いずれかのミッションのみプレイ可能。

■機体「Ｖ２ガンダム」（換装対象外）　※オリファー搭乗機

対象ミッション名 条件

「宇宙を走る閃光」

本ミッション開始前に「新しい翼」をクリアしていた場合、
マップ開始時に「オリファー」が「Ｖ２ガンダム」に乗って登録される。

なお、「宇宙を走る閃光」をクリアする前に「新しい翼」をプレイするためには
以下の条件全てを満たす必要がある。
①：「ケレス大戦」をクリア。
②：「ウッソ」の撃墜数を５０機以上にする。

■機体「ゴトラタン」＆パイロット「カテジナ・ルース」

　機体「コンティオ」＆パイロット「クロノクル・アシャー」

対象ミッション名 条件

「天使の輪の上で」／「天使たちの昇天」

下記の条件を全てを満たす。
①：「ゾルタン」撃墜時に「クロノクル」「カテジナ」の両方がマップ中に残っている。
②：「カテジナ」撃墜時に「クロノクル」がマップ中に残っている。
③：「カテジナポイント」＋４以上。（カテジナポイントについては、「隠しポイント一覧」参照）
④：「ウッソ」が「カテジナ」を撃墜する。

「深淵への扉」
上記を満たしているとマップ中で「カテジナを感じる／カテジナを感じない」の選択イベントが発生し、
「カテジナを感じる」を選択すると味方増援で「カテジナ」と「クロノクル」が登場する。

■機体「量産型νガンダム（フィン・ファンネル装備型）」＆「量産型νガンダム（インコム装備型）」

対象ミッション名 条件

「荒野を一人往く」

本ミッションをプレイ時、「アムロ」が「量産型νガンダム（フィン・ファンネル装備型）」に乗り換えて登場す
る。
また、ミッションクリア後に換装パーツ「インコムユニット」を入手し、
「量産型νガンダム（インコム装備型）」に換装可能となる。

なお、本ミッションは以下の条件パターンいずれかを全て満たすと解放される。
・条件パターンＡ
　①：「アムロ」「カミーユ」が仲間にいる。
　②：「白き流星の軌跡」または「ニュータイプと呼ばれた男」にて、「アムロ」が敵を４機以上撃墜する。
　③：「アムロ」の撃墜数が３０機以上。
・条件パターンＢ
　①：「アムロ」「カミーユ」が仲間にいる。
　②：「アムロ」の撃墜数が６０機以上。

■機体「カルバリー・テンプル」＆パイロット「クワサン・オリビー」

対象ミッション名 条件

「エスケープギワザ」
下記の条件を満たして本ミッションをクリアすると「オリビー加入フラグ」が立つ。
①：「ダバ」が「オリビー」を「説得」する。
②：①の後、「ダバ」が「オリビー」を撃墜する。

「ザ・ディクテイター／ドリーマーズフォーエバー」

以下の条件のいずれかを満たしていると、ポセイダル登場イベント時に味方増援としてマップに登場する。
①：この時点における「ダバ」の撃墜数が１５０を突破している。
②：「オリビー加入フラグ」がＯＮの場合。

■機体「オージェ」＆パイロット「ネイ・モー・ハン」

対象ミッション名 条件

「ピカレスク」
以下の条件のいずれかを満たしてマップをクリアすると「ネイ加入フラグ」が立つ。
①：「ネイポイント」＋５以上（ネイポイントについては「隠しポイント一覧」参照）。
②：「ダバ」の撃墜数１００機以上。

「マイ・ラブ」

マップ中に味方増援として登場する。

なお、本ミッションは「ネイ加入フラグ」が成立していると解放されるが、
「対－ＶＥＲＳＵＳ－」クリア後に消滅する。



■機体＆パイロット「カゲロウ」

対象ミッション名 条件

「信じ合う仲間」
下記の条件を満たした状態でマップをクリアすると「カゲロウ加入フラグ」が立つ。
①：「シャドウ丸」が初期配置の「カゲロウ」を撃墜する。
②：再登場した「カゲロウ」を「シャドウ丸」「ジェイデッカー」「ビルドタイガー」のいずれかが撃墜する。

「陽炎、再び」

マップ中に味方増援として登場する。

本ミッションは下記条件を全て満たすと発生する。
①：「カゲロウ加入フラグ」が立っている。
②：「７人の刑事」「ケレス大戦」クリア。

なお、本ミッションは上記条件を満たしている場合でも、以下の期間はプレイできない。
・「勇者の魂」クリア後～「炎の合体」クリア前。

また、本ミッションは以下のいずれかのミッションをクリアすると消滅する。
「心に命じるもの」「憂・鬱」「ハートtoハート」「光あふれる未来へ」

■機体「ランスロット・アルビオンゼロ」＆パイロット「枢木スザク」

対象ミッション名 条件

「ジルクスタンの闇」 「カレン」が「シャリオ」を撃墜すると、本ミッションクリア時に加入する。

※ここで「スザク」が加入しない場合、後の「ゼロ再臨」で加入となるが、機体「ランスロット・アルビオンゼロ」は上記条件でのみ入手可能。

■機体「マジンカイザー」

対象ミッション名 条件

「怒りの魔神」

下記条件の全てを満たすと本ミッションが出現し、マップ中で登場する。
①：「光と闇の果て」をクリア後、ミッションを１つクリアする。
②：「甲児」「鉄也」「シロー」の合計撃墜数が１８０機を超えている。
　　または「対－ＶＥＲＳＵＳ－」をクリアしている。

■機体「海神セレス」「空神ウィンダム」の武器「閃光の螺旋」先行入手

対象ミッション名 条件

「決戦のセフィーロ」

「揺らぐ世界」クリア前の状態で本ミッションをクリアすると、マップクリア時に入手できる。

なお、「揺らぐ世界」クリア前に本ミッションをプレイするためには
以下の条件を満たす必要がある。
①：「光」と「エル」を仲間にする。
②：「光」「海」「風」「エル」「キッド」の合計撃墜数を１５０機以上にする。

※上記条件を満たせず、「決戦のセフィーロ」で「海神セレス」と「空神ウィンダム」が「閃光の螺旋」が入手できなかった場合、

　「炎神レイアース」が武器「閃光の剣」が使用可能になると、「海神セレス」と「空神ウィンダム」も無条件で「閃光の螺旋」が使用可能になる。

■機体「巨大サンユン」＆パイロット「アスカ」、サブパイロット「サンユン」

対象ミッション名 条件

「揺らぐ世界」

「ファーレンの皇女」と「チゼータの嵐」の両方をクリアした状態で本ミッションをプレイすると
マップ中に味方増援として登場する。

「ファーレンの皇女」「チゼータの嵐」は、「浄化される大地」クリアで解放されるが、
「揺らぐ世界」をクリアすると消滅する。

■機体「巨大ビクティム」＆パイロット「ビクティム」

対象ミッション名 条件

「ハートtoハート」／「光あふれる未来へ」

以下の条件を満たすとマップ中で仲間になった「ビクティム」が、そのまま登録される。
条件を満たさなかった場合は、離脱する。
①：「ビクティム」と「エヴァ」が戦闘する。
②：「ビクティム」と「エヴァ」が戦闘した後、
　　「ファイヤージェイデッカー」「ビクティム」「スーパービルドタイガー」「シャドウ丸」「カゲロウ」の
　　いずれかが「エヴァ」を撃墜する。

■機体＆パイロット「ベターマン・カタフラクト」

対象ミッション名 条件

「対－ＶＥＲＳＵＳ－」 「凱」が「ベターマン・カタフラクト」を撃墜すると、マップクリア後に加入する。

■機体「サウダーデ・オブ・サンディ」＆パイロット「ミハエル・ギャレット」

　機体「ダリア・オブ・ウェンズディ」＆パイロット「ファサリナ」

対象ミッション名 条件

「果てしなき夢」
「ミハエルポイント」が＋２（ミハエルポイントについては「隠しポイント一覧」参照）以上の状態で
「ヴァン」または「レイ」が「カギ爪の男」を撃墜すると「ミハエル加入フラグ」が立つ。
なお、本ミッションは「ハートtoハート」または「天使の輪の上で」をクリアすると消滅する。

「復讐は巡る」

マップ中に味方として加入する。

なお、本ミッションは「ミハエル加入フラグ」が成立した後、
「光あふれる未来へ」または「天使たちの昇天」をクリアすると解放される。



■機体「サブ主人公用ヒュッケバイン３０」＆パイロット「サブ主人公」

対象ミッション名 条件

「黄金の試練・終章」

マップ中に味方増援として登場する。

なお、このミッションは以下の条件の両方を満たすと解放される。
①：「黄金の遺産（ベオグラード）」と「黄金の遺産（サンティアゴ）」をクリア。
②：「定められた運命」または「進むべき道の先に」をクリア。

■機体「グラヴァリン」＆パイロット「カールレウム」

対象ミッション名 条件

「審判」

ミッション開始時、「ライトポイント（ライトポイントについては「隠しポイント一覧」参照）」が２以下の場合、
「レフトルート」が決定する。

なお、周回２周目以降の場合、以下の選択肢が発生する。
・選択肢１「地球人はクエスターズに矯正されるべき」
・選択肢２「地球人はクエスターズに抹消されるべき」
これの「選択肢２」を選ぶと「ライトポイント」に関わらず「レフトルート」が決定する。

「深淵への扉」

「レフトルート」の状態で以下のいずれかの条件を満たす。
①：「男主人公・女主人公・ミツバ」のいずれかが「カールレウム」を撃墜する。
②：周回２周目以降

上記の条件を満たすとマップ中に以下の選択肢が発生する。
・選択肢１「カールレウムの同行を許可する」
・選択肢２「カールレウムの同行を許可しない」
これの「選択肢１」を選ぶとクリア後に加入する。



『スーパーロボット大戦３０』　条件付きサポーター一覧

■条件付きサポーター
・下記のサポーターは、ゲーム中に特定の条件を満たすと獲得できます。

■サポーター「勇太」先行強化
入手ミッション 条件

「炎の合体」
マップ中で「ファイヤージェイデッカー」が誕生した時、
「ファイヤージェイデッカー」の撃墜数が６０機以上の場合、サポーター「勇太」がバージョンアップする。

※本ミッションで強化されなかった場合、「ハートtoハート」or「光あふれる未来へ」で強化される。

■サポーター「ボス＆ヌケ＆ムチャ」
入手ミッション 条件

「魔神の命」
マップ中、ゲストサポーターとして登録されるが、
「マジンガーＺ」が特殊能力「マジンパワー」獲得後、「甲児」が敵を２機以上撃墜すると
そのまま継続しての登録となる。

■サポーター「タトラ＆タータ」
入手ミッション 条件

「揺らぐ世界」
「ファーレンの皇女」と「チゼータの嵐」の両方をクリアした状態で
「揺らぐ世界」をプレイするとマップ中で登録される。

■サポーター「モコナ」強化
入手ミッション 条件

「ハートtoハート」／「光あふれる未来へ」
「炎神レイアース」が「閃光の剣」を使えるようになった時、「光」・「海」・「風」の撃墜数の合計が
１５０機以上の場合、サポーター「モコナ」がバージョンアップする。

■サポーター「紗孔羅」
入手ミッション 条件

「審判」
下記の全ての条件を満たした状態でマップをクリアすると「紗孔羅加入フラグ」が立つ。
①：「火乃紀」＆「蛍汰」が「覚醒人Ｖ２」に搭乗している（出撃させる必要はない）。
②：「覇界王ジェネシック」を「凱／戒道／護／ルネ／火乃紀／蛍汰」のいずれかが撃墜する。

「対－ＶＥＲＳＵＳ－」 「紗孔羅加入フラグ」が成立した状態でプレイすると、クリア後に登録される。

■サポーター「アカネ」
入手ミッション 条件

「創造」／「覚醒」
「アカネポイント（アカネポイントについては「隠しポイント一覧」参照）」＋４以上で、
「グリッドマン」（フルパワーグリッドマン）が、「アレクシス」を撃墜すると
クリア後に登録される。

■サポーター「アノシラス」
入手ミッション 条件
「憂・鬱」 本ミッションをクリアする。

■サポーター「ノーラ」
入手ミッション 条件

「Heaven & World」
下記のどちらかの条件を満たした状態で、本ミッションをクリアする。
・「エル」が「ドロテオ」を撃墜する。
・「ドロテオ」撃墜時、「エル」の撃墜数が１００機以上。
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