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1 るな に前使ご に用

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。

Wii Uメニューの  ( 安全に使用するために )は、ご使

用になる前に必ずお読みください。ここには、お客様の

健康と安全のための大切な内容が書かれています。

ご使用になる方が小さなお子様の場合は、保護者の方が

よく読んでご説明ください。

安全に使用するために



2 方法操作

本体に登録した、次のいずれかのコントローラーを使用

します。

※ クラシックコントローラPROの代わりに、クラシックコント

ローラも使用できます。

コントローラーの登録方法

HOMEボタンメニューで

「コントローラーの設定」を

選ぶと、右の画面が表⺬され

ます。「登録」を選んだあ

と、画面の案内に従って操作してください。

使用できるコントローラー

Wii U
GamePad

Wii U PRO
コントローラー

Wiiリモコン
＋ クラシック

コントローラPRO
Wiiリモコン

※ 「2プレイ」や途中参加で2人プレイを行う場合は、コントロ

ーラーが2つ必要です。

※ Wii U GamePadは、1台しか登録できません。

※ Wiiリモコンの代わりに､Wiiリモコンプラスも使用できます。

基本の操作

※ サブ画面は、／と／を同時に押すことでも表⺬でき

ます。

※ でサブ画面を表⺬できるのは1Pのみです。

項目の選択／移動

／決定／メッセージ送り／コマンドの表⺬

HOMEボタンメニュー

／キャンセル／メッセージ送り

サブ画面の表⺬（戦闘中）



アクション

スペシャル・アスレチック・ステージでのア

クション

で移動します。移動

／を押します。ジャンプ

パンチ
※ 条件を満たすと、剣や技でも攻撃できます。

／を押します。

を押しながら／で、その方向に回

転キックをします。

ムーンサル

トキック

ミラクル

キック

／を押し、空中で左右を押すと飛

距離の⻑いミラクルキックをします。

※ Kマーク を取ると使えます。

左右を押しながら、／を連打しま

す。
走る

／を押します。パンチ

／を押し、空中で左右を押すと飛

距離の⻑いミラクルキックをします。

ミラクル

キック

／を押します。ジャンプ

を押しながら／で、その方向に回

転キックをします。
キック
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3 め始 たかーゲ のム

以下の項目を順番に選びます。

おもしろRPGの始めかた

左右でモードを選び、で決定します。

チャイニーズランドを救うため、冒険

します。
おもしろRPG

6種類の競技に挑戦できます。
おもしろうん

どうかい

● プレイ人数

「はやい」「ふつう」「おそい」の3種類あります。

● メッセージのはやさ

● 難易度

※ 難易度は記録されないため、ゲーム開始時に毎回選びます。

「やくそくのことば」を入力して、続き

から再開します。
つづきから

最初から始めます。はじめから

2人で協力しながら遊びます。2プレイ

1プレイ
1人で遊びます。

※ 途中参加もできます。

プレイヤーに合わせて、コンピュータ

が難易度を下げてくれます。
RPG

お子様でも遊べる、適度な難易度です。チビッコ

上級者向けです。アクション

ゲーム中に表⺬されるパスワードで

す。メモをとっておき、入力すると

続きから再開できます。

やくそくのことば



文字の選択

「けずる」を選ぶのところから消去する

「おわり」を選ぶ入力を終わる

／決定

／を1文字戻す

「すすむ」を選ぶを1文字進める

※ 再開時は、最後に聞いたコンビニ屋から始まります。

「やくそくのことば」は、サブ画面でいつでも確認で

きます。コンビニ屋 で聞くこともできます。

● 確認のしかた
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4 め進 たかーゲ のム

※ 1人プレイのとき、リュウは自動で走ります。

特定の場所に行くと、横スクロ

ールのアスレチック画面になり

ます。クリアするといいことが

⋯⋯？

スペシャル・アスレチック・ステージ

ジャックやリュウを操作して冒険し

ます。各地にある「ぎやまんの鈴」

を7つ集めて、チャイニーズランド

を救うことが目的です。

移動中に敵に出会うと、戦闘が始ま

ります。一定数倒すと勝利です。

敵との戦闘

ダメージを受けて体力 がなくなると、力尽き

ます。このとき、所持金は半分になります。

● 力尽きたときは

レベルアップに必要な修業値を聞きます。
つぎのレベ

ルまでは

「やくそくのことば」を聞きます。
やくそくの

ことば

最後に「やくそくのことば」を聞いたコ

ンビニ屋に移動し、冒険を続けます。
つづける

8



5 の移動マップ

で移動します。建物はこのほかにもあります。

妖魔軍団の住み家です。

妖魔の館

天界の仲間、お助け十二支ん匠［しょう］が

助けてくれます。

お助けハウス

多くの人々が住んでいます。

街・都



6 っ入 らた・街 に都

武器・防具などの装備アイテムが買えます。

ぶきや

仲間の復活とプレイ人数の変更ができます。

「やくそくのことば」や、レベルアップに必

要な修業値も聞けます。

コンビニ屋

● お店など

道具が買えます。

どうぐや

体力を全回復できます。

やどや

扉が開いていると入れます。どんな人がいる

でしょうか⋯？

家

／を押すと、コマンドが表⺬さ

れます。

※ 道場に入ると、クリアするまで出られません。

最初の街、ハイネンの道場は「風船を30個以上割っ

て、80秒以内にゴールする」とクリアできます。

ハイネンの風船わり道場

サブ画面が表⺬されます。サブがめん

隣にいる人と話せます。はなす

お助け十二支ん匠の力を借りたい場面

で選ぶと⋯⋯？
よぶ



7 画面サブ

現在の所持金です。おかね

そうび ※ 一番強いアイテムが自動的に装備

されるため、変更はできません。

装備中のアイテムを見ます。

道具が使えます。どうぐ

EX（修業値）やレベルなどを見ま

す。
つよさ

集めた宝物を見ます。たから

「やくそくのことば」を見ます。やくそくのことば

戦闘中もサブ画面を表⺬できますが、項目などが異な

ります。詳しくは をご覧ください。

戦闘中のとき

※ マップや街中などで／を押して、「サブがめん」を選ぶ

と表⺬されます。

道具を使ったり、情報を確認したり

できます。
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8 画面戦闘

レベル

Kマーク を取ると増えます。

ミラクルキックが使える回数

Tマーク を取ると増えます。

技が使える回数

体力

¥袋 を取ると増えます。

¥袋の数

● 表⺬部の見かた

入ると、反対側に抜けることができます。

ワープトンネル

戦闘画面の見かた

落ちると、体力が半分になります。

池

戦闘が始まります。たたかう

にげる
敵から逃げます。

※ 追いつかれることもあります。

敵に出会うと、2つの項目が表⺬されます。

※ レベルは敵の強さを表します。

5

11

4

11

6

3

11

7

3 4 5 6 7

2

1

1
2



9 や具道 技 う使を装を剣 備 ・るす

戦闘中にサブ画面を表⺬すると、剣

を装備したり、道具や技が使えま

す。

※ を選ぶと、次の項目が表⺬されます。

道具のほか、冒険を進めると技が使

えます。

どうぐ

※ を押す、または／と／を同時に押すと表⺬されま

す。

そうび

闘魂弾や奥義・気功術を使うと、Tマークを1つ消費

します。

技について

冒険を進めると、剣を入手できます。剣を選ぶと剣で、

パンチを選ぶと拳で攻撃できます。

※ 選択中の項目には「E」が表⺬されます。

※ ドラゴン一族は、剣でのみ倒せます。

● とうこんだん

一定時間、／で闘魂弾が撃てます。

一定時間、／で画面上のすべての敵を攻撃できる

奥義・気功術が使えます。

● しょうげきは

※ 威力が上がると、技名が変わります。

¥袋が6つあるときのみ選べます。呼び出した を攻

撃して取ると、一定時間無敵アタックができます。

● むてきだま



10 マコ ン 戦ド殊特 な ・敵

コマンド戦

ボスキャラとは、コマンドを選んで

戦います。

※ ジャックが力尽きると、コンビニ屋に移動します。

「よぶ」を選ぶと、リュウが戦いに加わります。リュ

ウは自動で戦ってくれます。

● 1人プレイのとき

特殊な敵

戦闘中、猛突牛王［もうとつぎゅうおう］が

乱入してくることがあります。倒すか、一定

時間経つといなくなります。



11 アる イ ムテれ闘戦 で ら得

闘魂弾や奥義・気功術が使えます。

Tマーク

ミラクルキックを使える回数が5増えます。

Kマーク

岩などをパンチすると、 や が現れることがありま

す。攻撃すると、アイテムを取ることができます。

● から出てくるもの

※ 中身は取るまでわかりません。

集めた¥袋が0になります。

ドクロ

¥袋が1つ増えます。6つ集めると、無敵玉

で無敵アタックができます。

¥袋

● から出てくるもの

戦闘から脱出できます。

ダッシュスケボー

体力が一定ポイント回復します。

ギョーザ

地震を起こすビックリボムを入手できます。

ナマズ
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12 ぐうど

道具はこのほかにもあります。

かっとびヨンクを走らせるために必

要です。持っている分だけ走れま

す。

でんち

いきかえりやく
※ 2人プレイのときに使います。

力尽きた仲間を復活させます。

体力が40ポイント回復します。あんまん

体力が全回復します。にくまん

訪れたことがある街・都に飛んでい

けます。
トンデモコプター

敵と出会わずに猛スピードで走れま

す。
かっとびヨンク



13 つに ていイ人2 レプ

ゲーム開始時に「2プレイ」を選ぶ、またはコンビニ屋で

プレイ人数を変更すると、2人でいっしょに遊べます。

ジャック（1P）とリュウ（2P）は、同時に成⻑します。

途中参加の場合も強さは同じです。

基本ルール

※ 強さが同じなので、ジャックとリュウで別々の「やくそくの

ことば」はありません。

取ったプレイヤーのみ効果があり

ます。
Kマーク

2人とも回復します。回復アイテム

Tマーク・¥袋

2人で共有します。

※ 技は、Tマークを消費したプレイ

ヤーのみ使えます。無敵玉は2人

とも無敵アタックができます。

道具と装備アイテムは共有します。その他のアイテム

は、1人のみ効果があるものと、2人とも効果がある

ものがあります。

● アイテムについて

敵と出会ったプレイヤーが、「たたかう」「にげる」

のどちらかを選びます。

● 敵との戦闘



14 運動会ろおもし

● プレイ人数

※ ケーキ食い競走・的あて競走で、先に風船を割った場合はポ

イントになりません。

1Pと2Pで対戦します。2プレイ

コンピュータと対戦します。1プレイ

以下の項目を順番に選びます。

50メートルのかけっこです。徒競走

ジャンプして、丸太をかわしたり、

池を越えたりしながら走ります。

アスレチック・

レース

宝さがしレース
※ 発見すると、「たからみつけた」と表

⺬されます。

岩をパンチして、隠された宝を探し

ながら走ります。

キックやジャンプで、風船を割りな

がら走ります。
風船わり競走

的あて競走 闘魂弾で的をねらいながら走ります。

ケーキ食い競走
キックやジャンプで、ケーキを取り

ながら走ります。

おもしろ運動会の始めかた

最大5つまで選べます。「おわり」を選ぶと次に進み

ます。

● 種目

運動会形式で、6種類の競技に挑戦できます。2人で対戦

もできます。

・操作方法は、スペシャル・アスレチック・ステージと

同じです。

・競技中もミラクルキックが使えます。使えるのは競技

数×4回で、最大16回です。

基本ルール



ポイントが集計されます。を押すと次に進みます。

● 競技が終わったら



15 セーブ断VC中

プレイ中にを押すと、HOMEボタンメニューが表⺬さ

れます。その際、ゲームは中断され、ゲームの進行状況

が自動的に保存されます。

本体の電源をOFFにしたり、他のソフトを起動しても、

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進行状況は消え

ます。



16 ニューVCメ

まるごと保存

まるごと復元

リセット

コントローラー設定

プレイヤー番号

ゲームの進行状況をバックアップ（コピーして保存し

ておくこと）します。

プレイ中にWii U GamePadの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。

まるごと保存でバックアップしたデータをよみこみま

す。

※ データがある場合のみ表⺬されます。

タイトル画面に戻ります。

コントローラーの設定やボタンの割り当ての確認、変

更などができます。詳しくは「コントローラー設定」

のページをご覧ください。

Wii U GamePadのプレイヤー番号の変更ができます。

設定したいプレイヤー番号のイ

ンジケーターを選びます。

※ プレイヤー番号の変更はWii U GamePadだけの機

能です。

1

2

3

4

5

21

3

4

6

5



とじる

VCメニューを閉じます。

を押しこみながらVCメニューを閉じると、ゲーム

をプレイしながら、Wii U GamePadの画面表⺬を消

すことができます。再度、表⺬したい場合は、Wii U

GamePadの画面をタッチしてください。

Wii U GamePadの画面表⺬を消すには
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17 ッアク 能機プごるま ッバと

プレイ中に、バックアップしたいところでVCメニューを

開き、「まるごと保存」を選びます。バックアップした

データを「まるごと復元」でよみこむと、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。

まるごとバックアップ機能は、コピーする際のゲームの

進行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

されるまで消えません。

※ 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。

バックアップしたデータをよみこむと、ゲーム内でセー

ブデータを作成していた場合、そのセーブデータが上書

きされる場合があります。

(例)

ゲーム内でセーブデータが作成できる場合の

ご注意

❶ 10月24日に、まるごとバックアップ機能を使って、

ゲーム状況とゲーム内のセーブデータをバックアップ

（）します。

10/24



まるごとバックアップ
データ

ゲーム状況

セーブデータ

ゲーム内容

ゲーム状況

セーブデータ

10月24日



❷ 10月28日に、ゲームを進めた内容（+α）をゲーム内

のセーブデータに保存します。

10/28

ゲーム内容

セーブデータ +α

❸ この状態で、10月24日にバックアップしたデータを 

よみこむ（）

10/28



まるごとバックアップ
データ

ゲーム内容

セーブデータ +α

ゲーム状況

セーブデータ

10月24日

❹ バックアップしたデータがゲーム内のセーブデータを

上書きして、ゲームを進めた内容（+α）が失われ、

10月24日のゲームの内容に戻ります。

10/28

ゲーム状況

セーブデータ

ゲーム内容



18 ーラ 定設ーンコ ロト

コントローラー選択

接続しているコントローラーが表⺬

されます。

ボタンの割り当て

画面の左側に並んでいるボタン

を選ぶと、ボタンの割り当てを

確認できます。

● ボタンの割り当てを確認する

※ ボタンの割り当ての設定は、ゲームごとに保存されます。

画面の左側に並んでいるボタン

を選び、「割り当ての変更」を

選ぶと、当時のコントローラー

のボタンが右側に表⺬されます。

割り当てたいボタンを選んで変更します。「決定」を

選ぶと、変更したボタンが保存されます。

● ボタンの割り当てを変更する

※ 画面はファミコンソフトの場合です。



19 記など権利表

重要

本品は著作権により保護されています。ソフトウェアや説明
書の無断複製や無断配布は法律で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
著作権法上認められている私的使用を目的とする行為を制限

するものではありません。
本品は日本仕様のWii U本体でのみ使用可能です。法律で認
められている場合を除き、商業的使用は禁止されています。

本ソフトは、原作のゲーム内容を通信機能・拡張機能を除
いてWii U上で再現したものです。原作とは、動作や表現等
が異なる場合があります。

©1989カルチャーブレーン

ファミコン・ファミリーコンピュータ・Wii Uのロゴ・Wii Uは
任天堂の商標です。



20 わせ先合お問い

本ソフトに関するお問い合わせ先

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

株式会社カルチャーブレーン

※ 攻略情報についてはお答えをしておりません。

Wii U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「マイメニュー」で「ヘルプ」を選び、

「お問い合わせについて」をご覧ください。


