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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。

©1994 SQUARE ENIX CO., LTD. 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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FINAL FANTASYは株式会社スクウェア･
エニックスの登録商標です。



2 操作方法

※ バトル中は、とを押し続けて、逃げる
ことができます。

※ 一部の魔法は、使うときにまたはを押
すと対象を全員に切り替えることができま
す。
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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。
複数プレイを行う場合は、1Pと2Pの切り
替えを行ってください。
※1Pと2Pを同時に操作することはできま

せん。
※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

タイトル画面でを押
と、右の画面が表⺬さ
ます
最初から遊ぶ場合は「
ューゲーム」を選んで
ださい。続きから遊ぶ場合は、使用するセ
ーブファイルを選びましょう。
※ セーブファイルがない場合は、最初からゲ

ームが始まります。

ゲームを進めると、キャラクターの名前を
決めることができます。で文字を選び、
で決定してください。で1文字削除す
ることができます を押すと入力
完了です。

。

ていつに力入の前名
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5 ゲームの進めかた

仲間たちとともに世界各地を冒険しましょ
う。本ゲームは、大きく分けて「マップ画
面」「メニュー画面」「バトル画面」の3
つで構成されています。

さまざまな場所を移動
たり、人から情報を集
たりする、冒険の中心
なる画面です

マップ画面でを押す
表⺬され、キャラクタ
の状態を確認したり、
イテムや魔法を使った
することができます

フィールドやダンジョ
などで敵に遭遇すると
⺬されます。キャラク
ーそれぞれに「バトル
マンド」で指⺬を出
敵と戦いましょう。
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6 マップ画面

でフィールドを移動して、さまざまな町
やダンジョンを訪れましょう。

町やダンジョンでは、
で人に話しかけたり、
の場所を調べたりでき
す

町には「宿屋」「武器
などの施設があり、店
に話しかけると利用で
ます。売買する場合

「かう」や「うる」を
び、アイテムを選んでください。

泊まると、HPやMPを全回復でき
るほか、ステータス異常も回復しま
す。

剣や杖などの武器を売買できます。

町ドルーィフ

屋器武

屋宿

ンコイア板看の設施各

選
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鎧や盾などの防具を売買できます。

ポーション」などのアイテムを売
買できます。

さまざまな効果を発揮するアクセ
サリを売買できます。

チョコボをレンタルして、フィー
ルドをすばやく移動できます。を
押すと、チョコボから降りること
ができます。

飛空艇の上でを押す
乗って移動できます。
りる場合は、降りられ
場所に移動してから
押してください

ていつにーィテーパ

。
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本ゲームでは、最大4人
キャラクターで編成さ
た「パーティー」を操
して冒険を進めていき
す。冒険が進んで仲間
数が増えると、パーティーメンバーを自由
に入れ替えられるようになります。
一部の場所では、複数のパーティーを操作
する場面があります。操作するパーティー
を切り替えるときは、を押してくださ
い。

町・ダンジョンの一部
は「セーブポイント」
あり、上に乗るとメニ
ー画面で「セーブ」が
きたり、「ねぶくろ」
どのアイテムを使って
めます

トンイポブーセ
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7 メニュー画面

マップ画面でを押すとメニュー画面が表
⺬され、メニューコマンドを利用できま
す。

現在のレベルと、現在のHP／最大HP、現
在のMP／最大MPなどを確認できます。

メニュー画面で左を
すと、「たいけい」画
になります。順番を入
替えたいときは、キャ
クターを選んでを押
続いてほかのキャラクターを選んでを押
してください。また、キャラクターにカー
ソルを合わせてからを2回押すと、前衛
と後衛を切り替えることができます。
前衛は後衛に比べ、物理攻撃で与えるダメ
ージと受けるダメージが増えるので、キャ
ラクターの適性を考えて前衛と後衛を決め
ましょう。

❶

❷
❸

❹
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報情ータクラャキ ❹

)ルギ(金持所と数歩のでま在現 ❸

間時イレプ ❷

ドンマコーュニメ ❶



8 メニューコマンド

メニュー画面では、以
のメニューコマンドを
ぶことができます

持っているアイテムの一覧が表⺬されま
す。使うアイテムを選んでからを2回押
し、対象を選んでください。なお、「せい
とん」でアイテムを種類ごとに並べ替えら
れます。また、「だいじなもの」で冒険を
進めるのに必要となる、重要なアイテムを
確認したりできます。

キャラクターが覚えている魔法や特技など
の情報を確認できます。なお、「まほう」
を選ぶと覚えている魔法を使うことがで
き、「げんじゅう」を選ぶと魔石を装備で
きます。
※ 魔法は特定のキャラクターがレベルアップ

したり、魔石などを装備して戦闘を繰り返
すことで覚えることができます。

装備している武器や防具を確認したり、変
更したりできます。

装備しているアクセサリを確認したり、変
更したりできます。

現在の経験値やキャラクターの能力、魔石
などを確認できます。

スターテス

リサセクア

びうそ

ゅしくと

ムテイア

。
選
下



バトルスピードや音声出力、ウィンドウカ
ラーなどの各種設定を変更できます。
なお、「バトルモード」の設定を「ウェイ
ト」にすると、バトル中の時間の流れがバ
トルコマンド選択時に止まり、「アクティ
ヴ」にすると、バトル中はつねに時間が進
み続けます。

これまでの冒険をセーブ（保存）できま
す。
なお、このメニューはフィールドまたはセ
ーブポイントの上にいるときにのみ選べま
す。

ブーセ

グィフンコ



9 バトル画面

マップ画面で敵と遭遇すると、バトル画面
になります。バトル中は時間が流れてお
り、ATBゲージがたまったキャラクターか
ら行動できます。「バトルコマンド」が表
⺬されたら、コマンドを選んで敵と戦いま
しょう。すべての敵を倒すとバトルに勝利
し、経験値やギル、魔法修得値がもらえま
す。また、アイテムが手に入ることもあり
ます。
※ 経験値が一定値までたまると、レベルアッ

プしてステータスが上がります。

かを押すと、ATBゲージがたまってい
るほかのキャラクターに順番を切り替えま
す。

「すばやさ」が高いキャラクターほど早く
たまります。

とを押し続ける
逃げることができます

※ 逃げられない場合もあります。

❶ ❷
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敵から特殊な攻撃を受
ると、キャラクター

「石化」などのステータ
異常になることがあり
す。ステータス異常に
しばらく時間が経つと回復するものと、バ
トルが終わっても続くものがあります。バ
トルが不利になるものが多いため、魔法や
アイテムで回復しましょう。

バトル中にキャラクター全員が「戦闘不能
（HPが0の状態）」「石化」「ゾンビ」の
いずれかの状態になるとゲームオーバーに
なります。
ゲームオーバーになると、経験値とレベル
は維持したまま、前回セーブした場所から
やり直しとなります（アイテムやその他の
状態はセーブしたときの状態に戻りま
す）。

ーバーオムーゲ

、は
ま
ス
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10 バトルコマンド

バトルコマンドには全
ャラクター共通のもの
キャラクター固有のも
があります

むすぬ 。すまみ盗をムテ
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11 魔石と魔法について

この世界には、「幻獣」と呼ばれる魔法の
力を持った生き物がいます。幻獣が結晶化
したものを「魔石」と呼び、キャラクター
は魔石を装備することで幻獣を召喚した
り、魔法を覚えたりできます。

メニュー画面で「とく
ゅ」→「げんじゅう」
順に選ぶと、持ってい
魔石一覧が表⺬されま
装備したいものを選ん
で決定してください。なお、空欄を選ん
でを押すと、装備している魔石を外すこ
とができます。

魔石を装備している
バトル中に幻獣を召喚
きます。バトルコマン
の「まほう」を選んで
ーソルを一番上まで動
すと、召喚できる幻獣が表⺬されるので
で決定してください。MPを消費して幻獣
を召喚します。
※ 幻獣は、1人につき1回ずつ召喚できます。

るえ覚を法魔

か
カ
ド
で
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魔石を装備してバトル
勝利すると、「魔法修
値」が数ポイント手に
ります。これに応じて
応する魔法の熟練度が
がっていき、100％になった魔法は覚える
ことができます。覚えた魔法は、メニュー
コマンドやバトルコマンドから使えるよう
になります。
※ 覚えている途中で魔石を外しても、魔法の

熟練度は下がりません。

上
対
入
得
に



12 複数プレイについて

メニュー画面の「コン
ィグ」で「コントロー
ー」の設定を「マル
にした場合、バトル中
各キャラクターを1Pか2
のどちらが操作するかを変更できます。

P
に
」チ

ラ
フ



13 セーブについて

「フィールド」または「
ーブポイント」の上で
セーブができます。セ
ブする場合は、メニュ
画面で「セーブ」を選
データを保存するセーブファイルを選んで
ください。なお、セーブすると、以前のデ
ータは上書きされて消えてしまうので注意
しましょう。

、び
ー
ー
、は

セ



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

スクッニエ･アェウクス社会式株

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※


