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1 安全に使用するために

ごあいさつ

ご使用になる前に、この「取扱説明書」を
よくお読みいただき、正しくお使いくださ
い。

安全に使用するために
本ソフトをご使用になる前に、HOMEメ
ニューの を選び、｢安全に使用するため
に」の内容をご確認ください。ここには、
あなたの健康と安全のための大切な内容が
書かれています。
また、本体の取扱説明書もあわせてお読み
ください。

本ソフトは、原作のゲーム内容(通信機
能を除く)をニンテンドー3DS上で再現
したものであり、動作・表現などに原作
とは若干の違いがありえます。あらかじ
めご了承ください。



任天堂のゲームやソフトの複製は違法で
あり、国内および外国の著作権法によっ
て厳重に禁じられています。違反は罰せ
られますのでご注意ください。なお、こ
の警告は、私的使用を目的とする著作権
法上の権利を妨げるものではありませ
ん。また、この取扱説明書も国内および
外国の著作権法で保護されています。

警 告

WARNING
Copying of any Nintendo software
or manual is illegal and is strictly
prohibited by copyright laws of
Japan and any other countries as
well as international laws.Please
no t e t ha t v i o l a t o r s w i l l b e
prosecuted. This warning does not
in t e r fe re w i t h y o u r r ig h t s f o r
personal use under copyright laws.

THIS PRODUCT IS NOT FOR SALE.
C O MM ER C IA L US E,
U N AU T HO RI ZE D C OP Y AN D
RENTAL PROHIBITED.
本品は非売品です。また商業目的の使用
や無断複製および賃貸は禁止されていま
す。

©2004 Nintendo
ゲームボーイアドバンス・ニンテンドー
3DSのロゴ・ニンテンドー3DSは任天堂
の商標です。

CTR-N-PAKJ-JPN



2 ゲーム紹介

『ゼルダの伝説 ふし
ぎのぼうし』は、リン
ク（主人公）を操作し
て進むアクションアド
ベンチャーゲームで
す。

リンク



3 操作方法

サブ画面の切り
替え

/（サブ画面
のとき）

移動 

押す 

飛びおりる 

しゃべる・読む /

アクション 

装備中のアイテ
ムを使う

/

エゼロ（ ぼう
し）と話す

カケラあわせを
する



メッセージを進
める

///

メッセージの早
送り



サブ画面の表⺬

基本の操作方法



※＋＋ ＋ を同時に押
すと、ゲームをリセットしてタイトル画
面に戻ります。

カーソルの移動 

選択のキャンセ
ル



選択の決定 

その他の操作方法

はで、はでも操作できます。

スリープモード

コレクト画面（→9）で「スリープ」を選
ぶと、バッテリーの消費を抑えて、ゲーム
を一時中断できます。スリープモードを解
除するときは、 ＋＋を同時に
押します。
3DS本体を閉じても、スリープモードは
継続されます。開くと、解除されます。
※ゲーム中に3DS本体を閉じると、液晶

画面と音声が消えて、バッテリーの消費
を抑えることができます。ただし、ゲー
ムの進行は一時中断されません。



4 ゲームの始めかた

タイトル画面で を押すと、ファイ
ル選択画面が表⺬されます。

最初から遊ぶ場合

※を押すと、文字の種類が変わります。
※を押すと、入力した文字に濁点や半濁

点がつきます。

空のファイルを選びま
す。
名前入力画面では、プ
レイヤーの名前を6文
字以内で入力します。

ファイル選択画面

1～3のいずれかのフ
ァイルを選びます。

続きから遊ぶ場合

「スタート」を選ぶと、
特定の地点からゲーム
が始まります。



5 ゲームの終わりかた

プレイ中に を押すと、下画面に
「ソフトを終了してHOMEメニューにもど
りますか？」と表⺬されます。「OK」を
タッチすると、ゲームが終了します。
※セーブしていないデータは、保存されま

せん。
※ を押しても、ゲームは一時停止

しません。



6 データのセーブ（保存）と消去

ゲームオーバーになったときに持っていた
物などをセーブします。次にプレイすると
きは、特定の地点からゲームが再開されま
す。

アイテム画面（→9）やコレクト画面から、
セーブすることができます。持ち物などを
セーブして、プレイを続けることができま
す。

データをセーブする

データのセーブ方法は、以下の2通りです。

サブ画面からセーブする

ゲームオーバー時にセーブする

※ダウンロードソフトとそのセーブデータ
は、SDカード内の「Nintendo 3DS」
フォルダに保存されます。「Nintendo
3DS」フォルダ内のデータを改変した
り、ファイルの移動や消去、ファイル名
の変更をしないでください。

※SDカードの抜き差しは、電源をOFFに
してから行ってください。電源がONの
ときにSDカードを抜き差しすると、本
体やSDカードが故障したり、データが
消えたりする原因になります。

データを消去する

ファイル選択画面でファイルを選び、「消
す」を選びます。
※データを消去するときは、データの内容

を十分ご確認ください。消去したデータ
は元に戻せません。



データをコピーする

ファイル選択画面でファイルを選び「コピ
ー」を選ぶと、空のファイルにコピーでき
ます。
※空のファイルがないと、コピーはできま

せん。



7 VCで使える機能

ソフトが発売された当時のゲームボーイア
ドバンスの雰囲気で遊ぶことができます。
HOMEメニューで または
を押しながら、本ソフトのアイコンをタッ
チしてゲームを起動します。
※何も押さないで再びゲームを起動する

と、元の画素数に戻ります。

ゲームボーイアドバンスの画素
数にする

VC（バーチャルコンソール）のソフトで
のみ、使える機能があります。



8 メイン画面の見かた

リンクを操作して、冒険を進める画面で
す。冒険の舞台となるメイン画面には、フ
ィールドとダンジョンの2種類があります。

持っているルピー（ハイラルの通貨である
宝石）の数です。

❹ ルピー

※ダンジョンに入ると、ルピー
の数の上側に持っている小さ
なカギの数が表⺬されます。

装備しているアイテムです。右側のアイコ
ンは、左側のアイコンはに装備されて
いるアイテムです（→12）。

❸ アイテム

状況に応じて、に割り当てられたアクシ
ョンを表⺬します（→11）。

❷ アクションボタン

❶ ライフゲージ

リンクの生命力をハートで表します（→
10）。

❶ ❷

❸

❹



9 サブ画面の見かた

サブ画面には、以下の3種類があります。

❷ 装備中のアイテム

❸ セーブ

手に入れたアイテムです。で選び、/
を押すと、装備できます。

❶ アイテムリスト

アイテム画面

❷

❸
❶

コレクト画面

❷ セーブ

❶ コレクトリスト

集めたコレクトアイテムです。

❸ スリープ

❷

❸

❶

スリープモードに入ることができます。



ダンジョンにいるとき

❸ フロアマップ

階層マップで選択した階層の部屋の位置関
係が表⺬されます。入ったことのある部屋
だけが表⺬されます。ダンジョンマップを
持っていると、すべての部屋を見ることが
できます。また、コンパスを持っている
と、宝箱の位置に が表⺬されます。

❷ ダンジョンアイテム

ダンジョン内で、ダンジョンマップ、コン
パス、大きなカギを手に入れると表⺬され
ます。

❶ 階層マップ

リンクがいるフロアに が表⺬されます。
コンパスを持っていると、ボスがいるフロ
アに が表⺬されます。

フィールドにいるとき

ハイラル全体のマップ
を 見 る こ と が で き ま
す。エリアを選ぶと、
詳細マップに切り替わ
ります。

フィールドにいるときとダンジョンにいる
ときでは、表⺬される内容が異なります。

マップ画面

❶
❸

❷



10 ライフについて

ライフの回復

クスリ

ライフを回復させるクスリを売
っているお店があります。クス
リを買うには、アイテム「ビ
ン」を持っている必要がありま
す。

妖精

小さな妖精を捕まえると、ハー
ト4個分ライフが回復します。

ハート

ハートを取ると、ライフが回復
します。

ライフゲージ

ダメージを受けると、ハートが減っていき
ます。すべてのハートがなくなると、ゲー
ムオーバーです。



ハートのうつわとハートのかけら

ハートのうつわを取ると、ライフゲージの
ハートの数が増えます。
ハートのかけらを4つ集めると、ハートの
うつわになります。集めたハートのかけら
は、コレクト画面で確認できます。

ハートの
かけら

ハートの
うつわ



11 アクション

状況に応じて、でさまざまなアクション
を行うことができます。

でできるアクション

ころがる

移動しながらを押すと、転が
ります。

しゃべる・よむ

相手に近づいてを押すと、会
話できます。看板などの文字を
読むこともできます。

もつ

草や物に近づいてを押すと、
持ち上げることができます。

ひらく

開けられる物に接すると、が
「ひらく」に変わります。

エントランスに乗りを押す
と、体を小さくすることができ
ます。また小さい状態のときに
エントランスの近くでを押す
と、元の大きさに戻ることがで
きます。 エント

ランス

小さく／大きく



その他のアクション

泳ぐ

アイテム「水かき」を手に入れ
ると、で泳ぐことができるよ
うになります。を押すと泳ぐ
スピードが上がり、を押すと
潜ります。

つかむ・ひっぱる

つかめる物に接すると、が
「つかむ」に変わります。物を
つかんでいるときに、反対方向
へを押すと、引っぱることが
できます。



12 アイテムを使うアクション

アイテムを手に入れると、特殊なアクショ
ンができるようになります。装備中のアイ
テムに対応するボタン（/）を押しま
す。
※特定の状況では、できないアクションも

あります。

ボタンを押している間、リンク
が向いている方向の空気を吸い
込みます。吸い込んだ後でボタ
ンを離すと、吸い込んだ空気を
吐き出します。

吸い込む（魔法のつぼ）

ボタンを押すと、ジャンプしま
す。落とし穴を越えたり、敵の
攻撃をかわしたりできます。ボ
タンを押し続けると、飛距離が
のびます。また剣技（→15）
を覚えると、ジャンプ中に特殊な攻撃がで
きるようになります。

ジャンプする（はねマント）

ボタンを押すと、目の前の地面
や壁を掘ります。掘れない場所
もあります。

掘る（モグラグローブ）

ボタンを押すと、炎のカンテラ
に炎がともり、周りを明るく照
らします。もう一度ボタンを押
すと消せます。

照らす（炎のカンテラ）



一定時間ボタンを押し続けていると、走り
出します。また剣技を覚えると、剣で攻撃
しながら走ることができるようになりま
す。

走る（ペガサスのくつ）

ボタンを押すと杖［つえ］をふ
り、杖から出た光線に当たった
物をひっくり返します。

ひっくり返す（パッチのつえ）



13 しあわせのカケラとカケラあわせ

しあわせのカケラ

しあわせのカケラは、世界の各地に散らば
っています。手に入れるには、
・草を刈る
・人からもらう
・宝箱の中から見つける
など、いろいろな方法があります。

この世界には、幸せを
招 く と い わ れ て い る

「しあわせのカケラ」
があります。
2つのしあわせのカケ
ラがくっついて、ぴっ
たりと合うことがあります。2つのしあわ
せのカケラを合わせることを「カケラあわ
せ」とよびます。カケラを合わせることが
できた人には、幸せが舞い込んでくるとい
われています。

カケラあわせ

カケラあわせができる
相手に近づくと、フキ
ダシが表⺬されます。
を押すと、カケラあ
わせ画面に進みます。

カケラあわせに成功すると、どこかで何か
が起こります。何かが起こった場所は、マ
ップ画面で確認できます。

カケラあわせをすると…



14 フィギュア

手に入れたフィギュア

手に入れたフィギュア
は、二テンどうのフィ
ギュア陳列棚にディス
プレイされます。で
棚を「チェック」する
と、手に入れたフィギ
ュアを見ることができます。

町のどこかにフィギュ
ア を 作 っ て い る お 店

「二テンどう」があり
ます。二テンどうで、

「くじびき」をすると、
フィギュアを手に入れ
ることができます。

くじびきマシーン

くじびきマシーンで遊ぶには、
ヒミツのかいがらが必要です。
1つでもくじびきをすることは
できますが、一度にたくさんの
ヒミツのかいがらを使うと、ま
だ持っていないフィギュアを手に入れられ
る確率が高くなります。集めたヒミツのか
いがらの数は、コレクト画面で確認できま
す。



15 剣技

いろいろな場所に、テッシン流
の剣術師範がいます。
覚えた剣技は、コレクト画面の

「剣技のトラのまき」で確認で
きます。



16 登場人物

リンク

ものがたりの主人公です。

エゼロ

リンクが冒険の途中で出会うナ
ゾの生き物（？）です。

ゼルダ姫

ハイラル王国のお姫様で、リン
クとは幼なじみです。

グフー

ハイラルのお城で行われた「武
術大会」の優勝者です。



17 お問い合わせ先

※ゲームの攻略情報についてはお答えしておりません。

『ゼルダの伝説 ふしぎのぼうし』
に関するお問い合わせ先

任天堂株式会社
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ニンテンドー3DSのサービス全般、お
よび各ソフトに関するお問い合わせ先
につきましては、ニンテンドーeショッ
プの「設定・その他」の「お問い合わ
せについて」をご覧ください。
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