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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。

©1992 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

※ 戦闘中は、とを押し続けると、逃げる
ことができます。

※ ワールドマップはアイテムの「世界地図」
を手に入れると表⺬できます。

本ゲームは、戦闘中に
ャラクターの操作を1P
2Pで分担することがで
ます
1P、2Pがどのキャラク
ーを操作するかは、メニュー画面の「コン
フィグ」から「コントローラー」で「マル
チ」を選ぶと、設定できます。
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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。
2人プレイを行う場合には、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

初めてプレイする場合
タイトル画面でいずれ
のボタンを押すと、ゲ
ムのオープニングが始
ります
セーブファイルが保存されている場合は、
タイトル画面のあとにセーブファイル選択
画面が表⺬されます。
ゲームを最初からプレイする場合は、「ニ
ューゲーム」を、続きからプレイする場合
は再開するセーブファイルを選んでくださ
い。

ゲームを進めると、主
公の名前を決めること
できます(最大6文字)
で「ひらがな」か「
タカナ」を選んだあ
入力する文字を選び、で決定してくださ
い。
で1文字削除することもできます。最後
に「おわる」を選ぶと、名前の入力は完了
です。
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5 ゲームの進めかた

主人公たちを操作して、さまざまな場所を
冒険していきます。本ゲームは大きく分け
て「マップ画面」「メニュー画面」「戦闘
画面」の3つの画面で構成されています。

フィールドや町、ダン
ョンなどを移動したり
情報を集めたりする、
険の中心となる画面です

マップ画面でを押す
表⺬され、アイテムや
法を使ったり、ジョブ
変更などが行えます

敵と戦う画面です。フ
ールドやダンジョンを
動中に敵に遭遇すると
⺬されます。

表
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6 マップ画面

でマップ画面を移動して、町で情報収集
したり、ダンジョンを探索しながら物語を
進めてください。

町やダンジョンでは、
を押すと人に話しかけ
り、その場所を調べるこ
ができます

町には「宿屋」や「武
屋｣などの施設があり、
主に話しかけると利用
ることができます。売
する場合は「かう｣や「
る｣を選びアイテムと数を選んでください｡

飛空艇などの乗り物の
でを押すと、乗って
動することができま
降りる場合は、降りら
る場所でを押してく
さい。

町ドルーィフ

ていつにトンイポブーセ

だ
れ
。す

移
上

るす用利を物り乗

う
買
す
店
器

るす用利を設施

。
と
た


るべ調／す話



一部のダンジョンに
「セーブポイント」が
り、上に乗るとメニュ
画面で「セーブ」がで
たり、「テント」など
アイテムを使って休め
す。

トンイポブーセま
の
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7 町の施設

町にはおもに以下のような施設がありま
す。

泊まると、HPやMPを全回復でき
るほか、ステータス異常も一部を除
いて、すべて回復します。

剣や杖などの武器を買うことがで
きます。

酒場にいる人から、さまざまな情
報を聞くことができます。

盾や鎧などの防具を買うことがで
きます。

HPやMP、ステータス異常などを
回復させるアイテムを買うことが
できます。

さまざまな魔法を買うことができま
す。

屋法魔

屋具道

屋具防

場酒

屋器武

屋宿



8 メニュー画面

マップ画面でを押すと、メニュー画面が
表⺬されます。上下でいずれかのメニュ
ーを選び、で決定してください。

現在のジョブとジョブレベル、現在の
ABP(アビリティポイント)／ジョブレベル
アップに必要なABPです。

上が現在のHP／最大HP、下が現在のMP
／最大MPです。

❼

❺

❻

報情ータクラャキ

❸❹

❶

❷

ーュニメ

報情PM・PH ❼

ルベレの在現 ❻

報情ブョジ ❺

報情ータクラャキ ❹

)ルギ(金持所 ❸

間時イレプ ❷

ーュニメ ❶



メニュー画面で左を
すと、キャラクターの
闘時の位置(前衛／後衛)
並び順を変更すること
できます。なお、前衛(
は物理攻撃の威力が上がりますが、受ける
ダメージが多くなり、後衛(右)は物理攻撃
の威力が下がりますが、受けるダメージが
少なくなります。
※ 一部、威力の変わらない武器もあります。

)左
が
や
戦
押

るす更変をいけいた

ブーセ
。すまし存保を況状行進の

ムーゲ、べ選みのでトン
イポブーセやドルーィフ

グィフンコ 。すまきで更変を定設な
まざまさるす関にムーゲ

スターテス 。すまきで認確をス
ターテスのータクラャキ

びうそ 。すまきで更
変を備装のータクラャキ

うほま 。すまきで認確、り
たっ使を法魔るいてえ覚

ムテイア 。すまきで用
使をムテイアるいてっ持

ィテリビア
。すま

きで更変をィテリビアる
いてけつにータクラャキ

ブョジ 。すまきで更変
をブョジのータクラャキ



9 戦闘画面

マップ画面で、敵に遭遇すると、戦闘画面
になります。戦闘中は時間が流れており、
ATBゲージがいっぱいになったキャラクタ
ーから順に、戦闘コマンドを選んで行動で
きます。なお、とを押し続けると、戦
闘から逃げることができます。
※ 戦闘によっては逃げられない場合もありま

す。

戦闘中、キャラクターは魔法や敵の特殊な
攻撃によって、「どく」や「せきか」など
のステータス異常になることがあります。
ステータス異常は、アイテムや魔法を使う
と回復できます。
なお、ステータス異常のなかには、戦闘が
終了すると自動的に回復するものもありま
す。

すべての敵を倒すと戦闘に勝利します。経
験値やABP、お金を獲得し、アイテムを
獲得できることもあります。経験値がたま
ると、キャラクターがレベルアップしてス

❸

❷

❶

了終闘戦

常異スターテス

ドンマコ闘戦 ❸

ジーゲBTA ❷

ータクラャキの中択選動行 ❶



テータスが上昇し、ABPがたまるとジョ
ブレベルが上がります。

戦闘中にキャラクター全員のHPが0にな
ったり、特定のステータス異常になって行
動できなくなったり、制限時間を守れなか
ったりするとゲームオーバーとなります。

ーバーオムーゲ



10 戦闘コマンド

戦闘コマンドには、大きく分けて基本コマ
ンドと特殊コマンドの2種類があります。

すべてのジョブが選べるコマンドです。
「チェンジ」は左を押すと、「ぼうぎょ」
は右を押すと選べます。

ドンマコ殊特

ょぎうぼ 。すましら減を
ジーメダるけ受てし御防

ジンェチ
。すま

え替れ入に衛前らか衛後
、に衛後らか衛前を置位

ムテイア

。すまきで更変
を備装、れさ⺬表がどな
器武るいてし備装在現と
るけ続し押を上、たま
。いさだくでん選を象対
、とあたし押回2をで

ん選をのもう使。すまい
使をムテイアるいてっ持

うかたた 。すまし撃攻で
手素や器武るいてし備装

ドンマコ本基



ナイトの「まもり」や
魔道士の｢しろまほう」
ど、特定のジョブが選
るコマンドです
なお、「しろまほう」
どは、味方(敵)全員に使えるものがありま
す。
使う対象を選ぶときに味方(敵)のいる方向
にを押し続けると、味方(敵)全員を選択
できます。

な
。

べ
な
白



11 ジョブ

ジョブとは、キャラク
ーの職業です。キャラ
ターはジョブにつくこ
でさまざまな能力を得
ことができます。「す
ぴん」以外のジョブにはジョブレベルがあ
り、戦闘終了時に手に入るABPが一定以上
たまるとレベルが上がります。
※ 冒険を進めると選べるジョブが増えていき

ます。

ジョブはメニュー画面の｢ジョブ」で変え
ることができます。変更可能なジョブのな
かから、つきたいものを選んでを2回押
してください。

現在のジョブとジョブレベル、ABPなど
が表⺬されます。

選んだジョブの現在のジョブレベルや
ABPなどが表⺬されます。

❸

❷

❶

明説のブョジ ❸

ブョジな能可更変 ❷

報情ータクラャキ ❶

るす更変をブョジ

っ
る
と
ク
タ



12 ジョブ紹介

物語の序盤で登場するジョブを紹介しま
す。

キャラクターが最初についている
ジョブです。

剣を使った攻撃が得意で、攻守の
バランスが取れたジョブです。

敵が使う特殊攻撃を覚えて、「⻘
魔法」として使いこなすジョブで
す。

素手での戦いが得意なジョブです。

器用ですばやい動きが得意なジョ
ブです。
敵からアイテムを盗むこともでき
ます。

味方を回復したり、攻撃の助けと
なる「白魔法」を使いこなすジョ
ブです。

炎や電撃などで敵を攻撃する「黒
魔法」を使いこなすジョブです。

士道魔黒

士道魔白

フーシ

クンモ

士道魔⻘

トイナ

んぴっす



13 アビリティ

アビリティとは、ジョ
が持つ特別な能力で、
ョブレベルを上げるこ
で覚えていきます。一
覚えたアビリティは、
かのジョブでも能力を発揮できます。

覚えたアビリティは、メニュー画面の「ジ
ョブ」でジョブを変更したあとや、メニュ
ー画面の「アビリティ」を選ぶと、ほかの
ジョブにつけることができます。現在つけ
ているアビリティを選び、覚えているアビ
リティのなかからつけたいものを選んでく
ださい。最後に「しゅうりょう」を選ぶと
完了です。
※ アビリティをつけ終わると、キャラクター

が持っている装備の中でそのジョブにおけ
る最強の装備に自動で変更されます。

現在のジョブが持つ特殊コマンドです。

「!」のついたものは、戦闘中に特殊コマン
ドとして選べます。

❷

❸

❶

ィテリビアるいてえ覚 ❸

ィテリビアるいてけつ在現 ❷

ドンマコブョジ ❶

るけつをィテリビア

ほ
度
と
ジ
ブ



14 セーブについて

フィールドやセーブポ
ントの上では、進行状
をセーブ(保存)できます
セーブする場合はメニ
ー画面で「セーブ」を
び、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。

選
ュ
。
況
イ



15 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



16 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



17 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●



18 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※


