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1 ご使用になる前に

ご使用になる前に、この電子説明書をよく
お読みいただき、正しくお使いください。

©CAPCOM CO., LTD. 1993, 2016
ALL RIGHTS RESERVED.

スーパーファミコン・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。

 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 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。

の

要重

。すまいてれさ止禁は用使的業商
、き除を合場るいてれらめ認で律法。す

で能可用使みので体本の様仕本日は品本
。んせまりあはでのもるす限

制を為行るすと的目を用使的私るいてれ
らめ認上法権作著は告警のこ、おな。い
さだく意注ごでのすまれらせ罰は反違
。すまいてれらじ禁に重厳で律法は布配

断無や製複断無の書明説やアェウトフソ
。すまいてれさ護保りよに権作著は品本

。いさだく承
了ごめじからあ。すまえりあがい違の干
若はと作原にどな現表・作動、りあでの
もたし現再で上体本ズーリシSD3ードン
テンニを容内ムーゲの作原、はトフソ本
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「ブレス オブ ファイア」は株式会社カプ
コンの登録商標です。



2 操作方法

※ 現在地の確認は「魔法の地図」を手に入れ
るとできるようになります。

※ 「たびのきろくをつくる」ときや、コマンド
の「OP」で、それぞれのボタ
ンに操作を割り当てたり、変更したりでき
ます。

ーュニメEMOH

⺬表の面画ドンマコ

）上ドル
ーィフ（認確の地在現

ルセンャキ 

るべ調／す話／定決 

択選／動移 

作操の本基



3 1Pと2Pの切り替え

を同時に押しながらを押すと、1
台の本体で1Pと2Pを切り替えることがで
きます。2Pに切り替えると操作ができな
い場合は、1Pに切り替えてください。

＋



4 ストーリー

この世を数千年の⻑きにわたり、その強大
な力と徳により平和な統治を続けていた⻯
の一族も、ついに悪しき女神、ミリアの誘
惑に負けた。
⻯の一族は悪しき女神ミリアの力をめぐり
二つに分かれ、戦った。⻯に姿を変えるこ
とが出来るという⻯の一族同士の破壊的な
力のぶつかり合いは、世界を破滅寸前まで
追い詰め、なお収まる様子を見せなかっ
た。
⻯の一族から生まれた1人の勇者と7人の
仲間が、ついに立ち上がった。女神を倒す
ために⋯。
その旅は困難を極め、結局倒すに至らなか
ったものの、6つのカギにより女神を封印
することは出来た。
二つに分かれた⻯の一族の片割れ、白⻯族
は、その過ちを戒めとし自らの強大な力を
封印した。再びこの世界に危機が訪れるま
で封印は解かぬと⋯。
しかし、一族のもう一つの片割れ、黒⻯族
の怪しい動き⋯。
彼らは再び、血塗られた歴史を繰り返そう
というのだろうか⋯。
時を越え、⻯族の因縁の物語が、今、始ま
ろうとしている。



5 キャラクター紹介

⻯に変身することが出来る、
一族の末裔です。彼の一族は
千年前の「女神戦争」におい
世界を滅ぼしそうになって以
その強大な力を封印しています。が、世界
が危機に陥った時はその封印を解き、今度
は世界を救うために力を使ってよいことに
なっています。
両親を早くに失い、姉と二人で暮らしてい
ます。姉は⻯の神に仕える巫女で、強力な
魔法を使うことが出来ます。趣味は魚釣り
です。

成⻑すると巨大な鳥に変身
人を乗せて空を飛ぶことが出
ます。飛翼人は争いを好まな
種族で、女神戦争の時も高山
身を隠し、争いを避けていました。その
為、この国には古い時代の知識が消えずに
残っています。
ニーナも幼いころからこのような古の知識
を勉強させられてきました。ニーナはこれ
らの勉強が嫌で嫌でたまらず家出をしたこ
ともありますが、今では例えば治療系の魔
法を使うことなどに活かせて重宝している
ようです。

スーィデ い使法魔大の貌美称自

ナーニの国翼飛

に
い
来
、し

ウュリ 士戦の族⻯白

、来
て
数
⻯



ある超古代遺跡で精霊たちに
られて眠っています。いつか
そこに眠っているのか誰も正
に知るものはいません。ただ
ものすごい大魔法使いがそこに眠っている
⋯、という伝説が人から人へ語り継がれて
きただけでした。
余りに⻑い間眠っていたので魔法の大半を
忘れてしまっていますし、また、間違いも
多いのですがニーナ以外文句を言うことが
出来ません。頼りがいのある姉御？という
ところです。

世界中の商売を仕切っている
豪語する商業民族です。その
動範囲は海に面するところ
つまり内陸部を除く全世界と
えます。
あこぎで有名な海人ですが、その中でもマ
ニーロは特にあこぎで、現在元締めに破門
されています。破門ということは大魚に変
身する能力を封印されるということで、商
業活動を著しく制限されることになりま
す。でも、こりていないのがマニーロの怖
いところです。

地底に国を築き、ひっそりと
らしている種族です。今まで
史の表舞台に現れることがあ
ませんでしたが、その一日に
百メートル掘り進むことが出来る能力は有
名です。
土喰人は身体の小さな人が多いですが、力
が強く、重装備が可能です。モグは気が弱
く、おとなしい性格ですが、責任感は強
く、戦士らしく勇敢に戦います。

グモ 士戦の族喰土

数
り
歴
暮

ローニマ 人商の人海

言
、⋯

行
と

、
確
ら
守



古くより、武器や道具を作る
術を継承している種族で力も
く、壁を突き破ったり堅い岩
砕いたりすることが出来ま
鉄⻤衆は体が大きくてゴツイですが、見か
けによらず繊細で細かな作業も得意です。
ビルダーも奥さんにプロポーズするときは
金の髪飾りを作りました。
一番得意なものは武器作りですが、自分た
ちの作ったものが戦争に使われるのを嫌が
るので、ほとんど作ることはありません。

森に住み、自然を愛する狩猟
族です。この種族は森に大変
通しているので、ギリアムを
頭にすれば森に入っても迷う
とがないでしょう。
ギリアムたちは狩猟が得意な種族なので、
弓を使うのが大変上手です。黒⻯族との戦
いではギリアムが先頭となってかなり敵を
悩ませました。しかし、あまりにも敵の数
が多く故郷である南の森を去ることになっ
てしまいました。冷静で頼りになるタイプ
です。

クンダ 衆走夜団集賊盗

ムアリギ 人狩の民の森

こ
先
精
民

ーダルビ 衆⻤鉄団集術技

。す
を
強
技



幼いときに闇の町にある盗賊
ルドの親方に拾われました。
ンクは自分の本当の両親のこ
や、自分の故郷について何も
りません。ダンクにとって興味があるのは
どうしたら究極の盗みテクニックを身につ
けることが出来るか⋯、ということだけ
で、自分の生い立ちについては興味がない
ようです。ギルドの親方は、そんなダンク
にいつ本当のことを言おうか悩んでいるよ
うですが、そんなことにはお構いなく、今
日もダンクは修行のため家を飛び出しま
す。

知
と
ダ
ギ



6 ゲームの始めかた

タイトル画面
を押すと、メニューが
⺬されます

❶ 初めてゲームをする場合は「たびの
ろくをつくる」を選んで
を押してください。
続いて「みとうろくです」を選んで

を押すと、名前入力画面に
なります。

❷ とで主人公の名前を入力後、「お
わり」を選んでを押してください。

※ で1文字戻ることができ でカ
タカナに切り替えられます を再
度押すとひらがなに切り替えられます。

❸ メッセージスピードなどを選んで、
を押します。

❹ メニューで「たびをはじめる」を選び、
続いて遊びたいデータを選んでか

を押すとゲームを始めます。
「たびのきろくをうつす」を選ぶとデー
タをコピーすることができ、「たびの
きろくをけす」を選ぶとデータを消す
ことができます。

※ データを消すときは内容を十分にご確認く
ださい。消したデータは元には戻せません。

か

。
、

か

か
き

。
表

で



7 コマンド画面

戦闘中やイベント中以外 を押す
と、コマンド画面が表⺬されます。

パーティーの所持金です。

コマンド画面でを押すと表⺬されます。

❷

❶

道

。すまれさ⺬表く暗が色の字文
、はムテイアな要重いなれらて捨 ※

。すまて捨をムテイア：捨・
。すまえ替

れ入を所場き置のムテイア：替・
。す

まし⺬表を明説のムテイア：説・
。すまい使をムテイア：使・

ドンマコ

）PA（A 。すま
し費消とう使を力能殊特

）PH（H
。すまりなに能不

闘戦とるなに0。すでトン
イポトッヒのータクラャキ

）LEVEL（L 。すでルベレの在現

報情のーィテーパ ❷

ーニゼ持所 ❶

で



DNE 。す
まし了終を⺬表の面画ドンマコ

PO 。すまし更変を境環のムーゲ

替 。すまえ替れ
入をータクラャキるす加参に闘戦

隊 。すまし更変を列隊

TS 。すまし⺬表を）態
状（スタイテスのータクラャキ

能

。すまれさ⺬表く暗
が色の字文、は力能殊特いなえ使 ※
。すまえ使とす押をてせわ合を
ルソーカ。すまし⺬表を力能殊特

装

。すまれさ⺬表く
暗が色の字文、は具防や器武いな
きで備装がータクラャキの中択選 ※

。すまし備装をどな具防や器武



8 町や村について

世界のあちこちには町
村があり、情報をくれ
人がいたり、宿屋や武
屋などのお店がありま
また、夜に訪れると、
とは違うことが起きるかもしれません。

屋りか預 。すまれ
くてっか預をムテイアや金お

屋具道 。すまいてっ売をムテイ
アな利便、どなし消毒や草薬

屋器武

。すまれさ備
装で動自は品備装たっ買、合
場たしをり取下。すまきでが
とこう買で額差のそを品備装
なた新、とうらも）てっ取い
買（てしり取下を品備装るい
てし持所在現でん選を」下「 ※

。すまきでが買
売の品備装のどな具防や器武

屋宿
。すまり治も常異スタ

イテス、し復回全がPAとPH
の員全ーィテーパとるま泊

昼
。す

器
る
や



9 戦闘

戦闘では敵を全滅させると勝利となり、経
験値とゼニー、まれにアイテムが手に入り
ます。戦闘に参加しているキャラクター全
員が戦闘不能になると、所持金が4分の3
に減り、前回セーブした⻯の社まで戻され
ます。

※ を押すと戦闘に参加している全員分の情
報が表⺬されます。このときを押すと戦
闘コマンドが表⺬されます。

を押している間、HPとAPの最大
値が表⺬されます。

❷❶

隊 。すまし更変を列隊

TS 。すまし⺬表を
）態状（スタイテスのータクラャキ

逃 。すまりあも
とこるす敗失。すまげ逃らか闘戦

総 。すまけ続し
撃攻で器武が員全、でます押を

戦

。すまい使をムテイア：道・
。すまい使を力能殊特：能・

。すましら減
をジーメダるけ受てし御防：防・

。すまし撃攻を敵：攻・

ドンマコ闘戦 ❷

報情のータクラャキ ❶



敵の攻撃によって、次のようなステイタス
異常になることがあります。ステイタス異
常は宿屋に泊まったり、特定のアイテムや
魔法を使うと治せます。

※ 一部のステイタス異常は戦闘が終了すると
治ります。

能不闘戦 。す
まりなくなきでも何でます治

プットス 。すまりなくな
きで動行、間のンータ4～1

ビンゾ 。す
まりなに1が力御防と力撃攻

黙沈 。すまりなくな
え使が力能殊特けだンータ1

ヒマ

。すまりあがとこる治、でと
こるすりたし過経がンータり
たけ受を撃攻の敵。すまりな
くなきで動行、間のンータ数

い呪 。すま出が響影悪に避
回や撃攻、し下低がさ良の運

毒 。すまり減がPHとく歩

ていつに常異スタイテス

替 。すまりわ替れ入とー
タクラャキいないてし加参に闘戦



10 パーティー

パーティーを組むキャラクターは、物語が
進むにつれて最大8人まで増えます。

コマンドの「隊」を選
と、キャラクターの隊
を前衛と後衛（上段と
段）に分けられます。
衛は敵に狙われやすく
りますが、剣やハンマーなどによる攻撃が
効きやすくなります。後衛には魔法や弓な
ど、遠くから攻撃できるキャラクターを置
くといいでしょう。

戦闘に参加できるキャ
クターは4人で、コマン
の「替」を選ぶとキャ
クターの並びを入れ替
られます。移動中は先
にいるキャラクターの
技が使えます

え替れ入

加参に闘戦
。

特
頭
え
ラ
ド
ラ

列隊

な
前
下
列
ぶ



11 特技

ディース以外のキャラ
ターは固有の特技を持
ています。特技はパー
ィーの先頭にいるとき
使えます
※ いくつかの特技は最初から使うことはでき

ず、特定のイベントをクリアすると使える
ようになります。

クンダ

り狩

。す
まり入に手がムテイア、と
る狩を物動るいにドルーィ
フ。すまち撃を矢とす押を

き歩森 。す
まりなにうよるきで動移を森

ムアリギ

身変

。んせま
きではとこるす地着に山や海 ※

。す
まし地着とす押を。すま
きで動移てえ越を山や海、し
身変に鳥な大巨とす押を

ナーニ

り釣
。すまり入に

手がムテイア、とす押をで
所場の定特てし備装を餌と竿

公人主

。
に
テ
っ
ク



り掘穴
。すまりあがとこるきで

見発をムテイアや所場たれ隠
、とるすをり掘穴てし押を

グモ

り殴んぶ 。すませ壊を
壁るあのびひや岩とす押を

ーダルビ

トッケー
マーリフ

。す
まりな異てっよに合具み進の
語物、はえろぞ品のムテイア ※
。すまりなにうよるきで買売
をムテイア、とく開をトッケ
ーマーリフで店おいないの人

身変

。すまり戻
に姿の元とす押を。すまり
なにうよるきで動移にずわ会
出と敵、りたっ渡を溝海、し
身変に魚大とす押をで中海

ローニマ

避回
穴しと落

。すまきで見発に
前るち落、を穴しと落たれ隠

除解
プッラト

。すまきで除解を
プッラトたれらけかしに箱宝

け開鍵 。す
まれらけ開を扉たっかかの鍵



12 特殊能力

おもに戦闘中に使うこ
ができ、使える特殊能
はキャラクターごとに
なります。使うとAPを
費します

※ 特定のイベントをクリアすると使えるよう
になります。

主人公が使う特殊能力です。ドラゴンに変
身して、強力なブレスで敵を攻撃します。

※ 特定のイベントをクリアすると使えるよう
になります。

ダンクが使う特殊能力です。ギリアムやマ
ニーロなど、ほかのキャラクターと合体し
て戦います。

※ 足元が固い場所では逃げられません。

モグが使う特殊能力です。ボス以外の敵と
の戦闘から逃げます。

※ ニーナ、マニーロ、ディースは、レベルア
ップすることで新たな魔法を覚えます。

ニーナ、ギリアム、マニーロ、ビルダー、
ディースが使う特殊能力です。戦闘中以外
でも使えるものがあります。

リクヤ 。すまし治を常
異スタイテスの外以能不闘戦

トクテカ 。すまげ上02を力御防

フリリ 。すまし復回05をPH

法魔

り掘穴

体合

身変

。
消
異
力
と



※ 魔法はほかにもあります。

ンダルデ 。すまし出脱らかンョジンダ

ルーュヒ 。すましプー
ワに村や町るあのとこたっ行

ムダパ 。すまえ与をジ
ーメダの02るよに炎に体1敵



13 セーブについて

町や村などにある⻯の
を調べると、ゲームの
行状況をセーブできます。

進
社



14 ゲームの終わりかた

プレイ中 を押すと、ゲームが中
断され、下画面にHOMEメニューが表⺬
されます。「おわる」をタッチすると、ゲ
ームの進行状況をセーブ（保存）して終了
します。これをVC中断機能といいます。
くわしくは、｢VCで使える機能｣のページ
をご覧ください。

に



15 VCで使える機能

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。

でゲームを中断し、ゲームの状況
を保存する機能です
ゲーム中 を押すと、下画面に
HOMEメニューが表⺬されます。その際、
ゲームは中断され、そのときのゲームの状
況が自動的に保存されます。
この機能を使うと、ゲームの途中でほかの
ソフトを立ち上げたり、本体の電源をOFF
にしても、次回ゲームを起動すると、中断
されたところから再開できます。
※再開すると、保存されていたゲームの状

況は消えます。

ゲーム中に下画面をタッチすると表⺬され
るメニューです。VCメニューが表⺬され
ている間は、ゲームが一時中断されます。

「まるごとバックアップ機能」を有効にす
るか無効にするかでメニュー内容が変わり
ます。

※「まるごとバックアップ機能」について
くわしくは以下をご覧ください。

時効無時効有

能機プッアクッバとごるま

に
。

能機断中CV

ーュニメCV



ゲームの内容を、好きなタイミングでバッ
クアップ（コピーして保存しておくこと）
できる機能です。
まるごとバックアップ機能は、コピーする
際のゲーム状況とゲーム内のすべてのセー
ブデータを同時にバックアップします。バ
ックアップしたデータは上書きされるまで
消えることはありません。
バックアップしたデータをよみこむと、何
度でも同じところからゲームを再開するこ
とができます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日42月01

ターデブーセ

況状ムーゲ

容内ムーゲ

ターデブーセ

況状ムーゲ

にターデブーセの内ムーゲを）α+（
容内ため進をムーゲ、に日82月01 ❷

ターデ
プッアクッバとごるま



42/01

。すまし）（プッア
クッバをターデブーセの内ムーゲ
と況状ムーゲ、てっ使を能機プッ
アクッバ とごるま、に日42月01 ❶

）例（

。すまりあが合場るれさき
書上がターデブーセのそ、合場たいて
し成作をターデブーセで内ムーゲ、と
むこみよをターデたしプッアクッバ

意注ごの合場るす
用使を能機プッアクッバとごるま



本ソフトを初めて起動し、下画面をタッチ
すると、まるごとバックアップ機能を有効
にするか聞かれます。「はい」を選ぶと有

るえ替り切を
効無効有の能機プッアクッバとごるま

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

容内ムーゲ

ターデブーセ

況状ムーゲ

日42月01

ターデブーセ

況状ムーゲ

容内ムーゲ

α+ターデブーセ

容内ムーゲ

α+ターデブーセ

82/01

。すまり
戻に容内のムーゲの日42月01、れ
わ失が）α+（容内ため進をムーゲ
、てしき書上をターデブーセの内

ムーゲがターデたしプッアクッバ ❹

82/01

ターデ
プッアクッバとごるま



）（むこみよをターデたしプッ
アクッバに日42月01、で態状のこ ❸

82/01

。すまし存保



●ゲームの内容をバックアップする
バックアップしたいところで下画面をタ
ッチし、「まるごと保存」をタッチしま
す。コピーする際のゲーム状況が上画面

効時のVCメニューが表⺬され、「いいえ」
を選ぶと無効時のVCメニューが表⺬され
ます。次回起動時からは、初回に選んだ
VCメニューが表⺬されます
VCメニュー表⺬中に ＋を
同時に押すと、機能の有効、無効を切り替
えることができます。

＋
。

。す
まり戻に面画ルトイタトッセリ

。すましプッアク
ッバをターデブーセの
内ムーゲと況状ムーゲ

存保とごるま

。すまれさ⺬表み
の合場るあがターデ※

。すまみこみ
よをターデたしプッア
クッバで存保とごるま

元復とごるま

。すま
きでが更変の」信送の
容内イレプ「や」ドー
モトッドイバトッド「

定設

。すまし開再をムーゲ開再をムーゲ

時の効有が能機プッアクッバとごるま



に表⺬されていますので、バックアップ
する場合は「はい」を選んでください。

●バックアップしたデータをよみこむ
バックアップした状況からゲームを再開
する場合は、「まるごと復元」をタッチ
します。

※まるごとバックアップ機能でコピーでき
るデータは１つです。すでにデータがあ
る場合は、上書きされますのでご注意く
ださい。

※ゲーム内のセーブデータを複数人で使用
している場合は、バックアップデータで
他の人のセーブデータを上書きしない
か、ご注意ください。

※まるごとバックアップ機能で、すでにバ
ックアップしたデータは、無効にしても
保存されています。

スーパーファミコンの画素数で表⺬するモ

。す
まり戻に面画ルトイタトッセリ

。すま
きでが更変の」信送の
容内イレプ「や」ドー
モトッドイバトッド「

定設

。すまし開再をムーゲ開再をムーゲ

ドーモトッドイバトッド

時の効無が能機プッアクッバとごるま



ードです。当時とは画面比率が異なります
が、くっきりとした画面で遊ぶことができ
ます。

「設定」で「ドットバイドットモード」を
押すと、ON、OFFを切り替えることがで
きます。

ゲームを遊んでいないときでも、スリープ
モードにしておくことでインターネットに
接続できる無線LANアクセスポイントを自
動的に探して通信します。自分のプレイ内
容を任天堂に送る「プレイ内容の送信」が
利用できます。
※ いただいたプレイ内容は、サービスの

利便性向上、製品開発の参考、キャン
ペーンの実施などに活用させていただ
きます。

はじめて遊ぶときに、質問に答えて設定し
ます。

「設定」で「プレイ内容の送信」を押すと、
ON、OFFを切り替えることができます。

るす用利を信送の容内イレプ

）信通に間のつい（
信送の容内イレプ



16 セーブに関するご注意

。いさだく
意注ごに分十、でのんせまきではとこ
るす元復に態状の前るす造改、はに合
場たれさ造改をターデブーセてし用使
を置装なうよのこ一万。いさだくめや
おに対絶、でのすまりなと因原るすり
たえ消りたれ壊がターデブーセ、りた
っなくなれらめ進に常正をムーゲ、は
用使の置装るす造改をターデブーセ●

。いさだく承了ご。ん
せまきでは元復、合場たっましてえ消
がターデてっよに因原のどなれ汚の部
子端、り誤の作操、るすし差き抜をド
ーカDSやドーカムーゲに中ブーセの
ターデ、るすFFO/NOを源電にみやむ●



17 お問い合わせ先

。いさだく覧ごを」ていつにせ
わ合い問お「の」他のそ・定設「のプ
ッョシeードンテンニ、はてしまきつに
先せわ合い問おるす関にトフソ各びよ
お、般全スビーサのSD3ードンテンニ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ンコプカ社会式株

先せわ合い問おるす関にトフソ本

。んせまりおてしえ答おはていつに報情略攻のムーゲ※


