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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。

©1996-2000 Nintendo/
INTELLIGENT SYSTEMS

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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2 操作方法

ーュニメEMOH

⺬表のーュニメプッマ

⺬表
プッマ体全／プッキスト
ンベイ／トータスムーゲ

)面画スタ
ーテストッニユ(替切の
トッニユ⺬表／動移をル
ソーカにトッニユ動行未



)面画スターテストッニ
ユ(替切のトッニユ⺬表



動移速高のルソーカ 

⺬表の面
画スターテストッニユ 

ルセンャキ 

プ
ッキスジーセッメ／⺬表
のーュニメプッマ／定決



動移
のルソーカ／択選の目項 

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 ゲームの始めかた

タイトル画面
を押すと、メインメニ
ーに進みます

るめ始らか初最

。い
さだくてめ始をムー
ゲ、び選をルイァフる
す存保をターデ。すま
め始らか初最をムーゲ

す消を録記

。いさ
だくてし意注での
いなら戻にともは
ターデたし消度一 ※

。すまし消
をターデるあてし存保

す写を録記 。すまきでーピコに
ルイァフの別をターデ

るめ始らか録記 。すまし開再らか
初最のプッマたし録記

るめ始らか断中

。すまえ消はターデ
断中とるす開再、おな

。すまし開再をムー
ゲらかろことたし断中

ーュニメンイメ

。
ュ

で



5 ゲームの進めかた

マップ画面で主人公の
ーフが率いるユニット(
ャラクターを表す駒)を
かし、敵軍と戦いまし
う
ゲームには｢ターン｣があり、味方のターン
と敵のターンが交互に進みます。味方のタ
ーンで味方ユニットを動かし終わったら、
マップメニューで｢終了｣を選び、敵のター
ンに進めましょう。

マップには敵軍のリーダーユニットなどが
配置されている｢門｣や｢玉座｣があります。
リーダーを倒してリーフがその場所を制圧
すればマップクリアです。また、ほかにも
特定の条件を満たすとクリアできる場合も
あります。

主人公のHPが0になったり、防衛すべき
施設が敵に占領されたりするとゲームオー
バーです。
また、特定のユニットが倒れるなどした場
合もゲームオーバーになることがありま
す。
｢記録から始める｣を選び、マップの最初か
ら再開してください。

ーバーオムーゲ

アリクプッマ

。
ょ
動
キ
リ



6 画面の見かた

味方ユニット(行動前)

敵ユニット(行動前)

そのほかのユニット

行動後のユニット

力勢と色のトッニユ

❹
❸
❷

❶

色灰

色緑

色赤

色⻘

トッニユ ❹

ルソーカ ❸

物建 ❷

報情の形地 ❶



7 ユニットについて

各ユニットへは1ターン
1回指⺬でき、ユニット
種類によって行動範囲
選べる行動が違います
ユニットは戦闘で敵に
メージを与えたり、敵
倒したり、杖を使うと経験値を手に入れ、
経験値が100を超えるごとに1つレベルア
ップして強くなります。なお、特定の条件
を満たすとより強いユニットへ昇格するこ
ともあります。
ステータス画面の｢行動｣は の数が多いほ
ど再行動する確率が高くなります。また、
｢疲労｣はそのユニットの最大HP以上の数
値になると、次の戦闘に参加できなくなる
こともあるので注意しましょう。

を
ダ

。
や
の
に

面画スターテス



8 ユニットの移動

でユニットにカーソ
を合わせてを押す
ユニットの移動できる
囲が明るく表⺬され、
撃できる範囲がオレン
色で表⺬されます。行きたい場所にカーソ
ルを合わせて決定し、ユニットを移動させ
てくださ を押すと、全体マッ
プが表⺬されるので、移動させるときの参
考にしましょう。

馬やペガサスなどに乗っているユニット
は、最大移動力未満の移動で｢攻撃｣などを
実行すると、そのあとに再び移動できるこ
とがあります。再移動後に選べるコマンド
は｢待機｣のみです。

ていつに動移再

。い

ジ
攻
範
、と

ル



9 建物・ポイント紹介

主人公が到達して｢制圧｣を選ぶと
マップクリアになります。

その場所で｢りだつ｣を選ぶと戦い
から離脱します。主人公が離脱する
と、マップクリアになりますが、
残されたユニットは捕虜になって
しまいます。

その場に到達し、｢到達｣を選ぶと
マップクリアになります。

トンイポ達到

トンイポ脱離

座玉／門



10 コマンドメニュー

ユニットの移動後やユ
ットを選んだ状態でを
回押すとコマンドメニ
ーが表⺬されます。選
るコマンドはユニット
種類やいる場所によって変わります。行動
を終えるときは｢待機｣を選んでください。

換交物 。すまきで換交を
物ち持とトッニユるいに隣

物ち持
。す

まきでりたっ使を具道、り
たし備装を器武るいてっ持

す話

。すまれら得が報情らか
トッニユ方味、りたし得説
をトッニユ敵、きでがとこ
ぶ選とすた満を件条の定特

機待 。すまえ
終を動行てし機待で場のそ

杖

。うょし
まび選を所場や手相う使て
い続、び選を杖う使。すま
べ選がトッニユるえ使を杖

撃攻

。う
ょしまび選を手相るす撃
攻てい続、び選を器武う使
。すまし撃攻をトッニユ敵

ドンマコなもお

の
べ
ュ
2

ニ



達到・圧制
。すまし了終がプ

ッマとるす達到・圧制、で
ドンマコるべ選みの公人主

換交人

。すまきで行実み
のにトッニユいないてせさ
行同をトッニユのかほ。す
まし渡にトッニユ方味の
別をトッニユるいてし行同
で」ぐつか「や」るえ捕「

すろお 。すましろ
降をトッニユ方味だいつか

ぐつか

。ん
せまけ受を撃攻のらか敵
はトッニユるいてれがつか
、がすまし下低が力闘戦や

力動移のトッニユるいでい
つか。すまぎつかをトッニ
ユ方味い軽りよ格体の分自

放解 。すま
し放解をトッニユ敵たえ捕

るえ捕

。いさだくてし
意注でのるあが合場るす下
低も力動移、し減半が力撃
攻は間るいてえ捕を敵。い
さだくてしりたせら眠で
法魔、りたしに0をPHの敵
。すまえ捕をトッニユ敵い

軽りよ格体の分自たし接隣

むすぬ

。すま
み盗つ1を具道や器武い軽
りよ格体の分自、らかトッ
ニユい遅がさ速もりよ分自



所りか預
。すまきでりたっ取

け受をのもたけ預、りたけ
預をどなムテイアのち持手

屋具道

。すま
きでがとこる売をムテイア
や器武のち持手、りたし入
購を杖、書法魔やムテイア

屋器武
。すまきでがと

こる売をムテイアや器武の
ち持手、りたし入購を器武

るね訪

。す
まきでりたし手入をムテイ
ア、りた得を報情、べ選に
きとるいに設施のどな家民



11 戦闘について

コマンドメニューで｢
撃｣を選ぶか、敵ユニッ
から攻撃されると戦闘
なります
戦闘画面ではユニット
HPがゲージで表⺬され、互いに1回ずつ
攻撃します(特定のスキルを持つユニット、
相手との能力の関係によっては再攻撃可
能)。 どちらかのHPが0になるか、それぞ
れ攻撃を行うと終了です。

VEL ルベレのトッニユ

CTA 力撃攻

FED 力備守

TIH 率中命の撃攻

報情の面画闘戦

の
。

に
ト
攻



12 武器について

ユニットの種類によっ
使える武器は異なり、
ニットの武器レベルが
がると使える武器が増
ていきます。また、武
には使用回数があり、1回攻撃するごとに
減っていきます。使用回数が0になった武
器は壊れてしまい、威力が落ちたり、なく
なったりするので気をつけてください。

器
え
上
ユ
て



13 マップメニュー画面

を押すか、ユ
ットのいない場所にカ
ソルを合わせてを押
と、マップメニューが
⺬されます

了終 。すまり移に
ンータの敵、え終をンータの軍自

断中 。すまき
で存保に的時一を況状行進の在現

定設

。す
まきで更変を定設なまざまさの
中ムーゲ、どなフオ／ンオの楽音
、⺬表の面画や出演のンーシ闘戦

況状
。すまきでがと

こるす認確をどな数総の利勝／数
の虜捕のでまれこ、や的目の在現

隊部

。すまれさ⺬表がスターテ
スのトッニユのそとす押をでん
選をトッニユ。いさだくてし押を
右左はきとるえ替り切をジーペ

。すまきで認確を
覧一ターデのトッニユの上プッマ

ーュニメプッマ

。
表
す
ー
ニ



14 進撃準備画面

8章以降のマップでは、
ームスタート時に出撃
準備をすることができ
す

録記 。すまし録記をど
な態状の後理整ムテイア

定設／隊部
。すまきで更変

を定設のムーゲ、りた見
を覧一ターデのトッニユ

撃進 。すまび
選をトッニユるせさ撃出

ムテイア
。すまきでりたけ預

、りたし換交をムテイア

プッマ 。すまきでが
とこる見を体全のプッマ

面画備準撃進

。
ま
の
ゲ



15 ユニットの紹介

ゲームの主人公であるリーフ王子。
剣技に優れているユニット。

槍と剣で戦う、馬に乗ったユニッ
。

剣を専門に使う戦士。魔法防御力
に難あり。

斧を専門に使う。魔力が低い。

弓を専門に使う戦士。すばやいが
防御力が低い。

斧を専門に使う戦士。力が強い。

マウンテンシーフが昇格したユニッ
。

杖を使い、魔法を使える。

トスーリプ

ト

アリーォウ

フーシンテンウマ

ータイァフウボ

ータイァフスクア

ータイァフドーソ

ト

トイナスンラ

ドーロ



敵のアイテムを盗める。

フーシ



16 セーブについて

1つの章をクリアする
3つのゲームファイルの
ずれかに進行状況を保
できます。ここで保存
た内容は、上書き保存
ない限り何度でもやり直すことができま
す。

進撃準備画面で｢記録｣を選ぶと、3つのゲ
ームファイルのいずれかに進行状況を保存
できます。以降新たに｢記録｣しない限り、
ここで記録した内容から何度でもやり直せ
ます。

章の途中でマップメニューの｢中断｣を選ぶ
と、一時的にデータを保存してゲームを中
断できます。中断データがある場合、メイ
ンメニューで｢中断から始める｣を選ぶと前
回の続きから再開できますが、一度再開す
ると中断データは削除されてしまいます。
何度も同じ場所からやり直すことはできま
せんので注意してください。
※ この中断機能はゲーム独自の機能であり、

バーチャルコンソール対応ソフトのVC中断
機能とは別のものです。

※ ｢中断｣でゲームを中断すると、｢さいかいす
るときは中断からはじめるをえらんでくだ
さい｣という画面が表⺬されたままになりま
す を押してタイトル画面に戻っ
てください。

。

断中ので面画プッマ

ブーセので面画備準撃進

し
し
存
い
、と

ブーセの後アリク章



17 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



18 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



19 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●



20 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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

社会式株堂天任

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※


