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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。

©1993 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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2 操作方法

ーュニメEMOH

作操の面画プッマ域地
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を態状のトッニユ軍国帝
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)ぶ選をトッニユ軍乱反(



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

タイトル画面が表⺬されたら、で
「NewGame」と「Continue」のどちら
かを選び、で決定してください(初めて
プレイするときは、「NewGame」のみ選
ぶことができます)。

最初からゲームをプレ
します。初めに主人

（オピニオンリーダー）
名前と性別を決めまし
う
続いて質問が表⺬されるので、自分に一番
合っていると思う答えを選んでください。
答えによって、オピニオンリーダーのパラ
メータや攻撃方法などが変化します。

続きからプレイします
3つのファイルから読み
むものを選んでください。

込
。
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ょ
の

公
イ

emaGweN



5 ゲームの進めかた

反乱軍のリーダー（オピニオンリーダー）
となって配下のユニット（キャラクター数
人からなる部隊）を率い、多くの地域を帝
国軍の支配から解放していきましょう。全
体マップ画面で進軍する地域を選ぶと地域
マップ画面に移ります。さまざまな敵ユニ
ットと戦いながら地域マップを進み、ボス
を倒すとその地域を解放（クリア）できま
す。

全体マップメニュー
「編成画面」を選んだ
地域マップメニュー

「へんせいがめん」を選
ことで、ユニット編成
面が表⺬されます。ここでは、ユニットの
編成やアイテムの装備などができます。

面画プッマ体全 面画プッマ域地

画
ぶ

の
、り

の
面画成編トッニユ



6 全体マップ画面

全体マップ画面が表⺬されたら、進軍する
地域を選んでください。選べる地域は、各
地域をクリアしたり、特定の条件を満たす
と増えていきます。
なお、一度クリアした地域に行くこともで
きます。

を押すと以下のメニューが表⺬され、ユ
ニットの編成やゲームの各種設定、進行状
況のセーブやロードなどができます。

❶

❷

ターデ 。すまきでがド
ーロやブーセの況状行進

ータニモ

。す
まきでがどな定設の度速
⺬表のジーセッメ、やえ
替り切FFO／NOのMGB

面画成編 。すま
り移に面画成編トッニユ

ーュニメプッマ体全

域地の後アリク ❷

域地の前アリク ❶



7 ユニット編成画面

ユニット編成画面では、各ユニットに所属
させるキャラクターを選んだり、ユニット
のリーダーの変更などができます。ユニッ
ト編成メニューを選び、編成するユニット
を選びましょう。
※ 地域マップ画面からユニット編成画面に移

った場合、派遣中のユニットは編成できま
せん。

所持金（Goth）です。

25ユニットまで作成できます。

100人まで仲間にすることができます。

❹
❸

❶

❷

るみをスターテス
。すまきでがとこ

るす認確をスターテ
スのータクラャキ各

ーュニメ成編トッニユ

トスリータクラャキのえ控 ❹

数ータクラャキ総 ❸

数トッニユ総 ❷

産資総 ❶



ジンェチーダーリ

。すまき
つが†はにーダーリ
、おな。すまえ変を

ーダーリのトッニユ

ジンェチスラク 。すまえ変をス
ラクのータクラャキ

ょじくさをラャキ

。いさだくて
し意注でのいならど
もに軍乱反はータク
ラャキたし除削、お
な。すまし除削を
ータクラャキだん選

ンョシーメーォフ

。す
まきで更変を置配の
ータクラャキるす属
所にトッニユだん選

すずはをラャキ

。す
まりなに散解はト
ッニユのそ、はきと
たしずはをーダーリ
のトッニユ。すまし
ずはをータクラャキ
らかトッニユだん選

るれいをラャキ

。うょし
まび選をータクラャ
キるすにーダーリら
かトスリータクラャ
キのえ控、はきとる
作をトッニユにた新
。すまきで成作をト
ッニユにた新、りた
し加追をータクラャ
キにトッニユだん選



ムテイア
。すまきでが

どな理整、却売、備
装や用使のムテイア



8 ユニットについて

1つのユニットには、Sサイズのキャラク
ターを最大5人まで入れることができ、そ
のうち1人がリーダーになります。各キャ
ラクターは配置した場所によって前衛と後
衛が変わり、攻撃方法や攻撃回数、攻撃の
受けやすさが変わります。
※ Lサイズのキャラクターは、Sサイズのキャ

ラクター2人分になります。

キャラクターごとの職業です。

左側が前衛、右側が後衛です。

Fは前衛時の攻撃、Bは後衛時の攻撃です。

ユニット内のキャラクターの移動タイプな
どにより、ユニットの移動タイプが決まり
ます。

❼

❻

❹ ❺

❸❶

❽

❷

ムテイア備装 ❽

プイタ動移 ❼

数回撃攻と法方撃攻 ❻

ターメラパ ❺

ンョシーメーォフ ❹

前名 ❸

スラク ❷

ズイサ ❶



vL TXEN 。すで値験経な
要必にめたるなにvLの次

tsoC 。すで額金な要必に遣派

.kuL 。すまりあがとこいよど
ほい高、し表をさよの運

.ilA
。す

まし響影にどなジンェチ
スラク、し表を心の悪善

.ahC
。す

まし響影にどなジンェチ
スラク、し表をマスリカ

.tnI

。すまり減がジーメダ
るけ受たま、え増がジー
メダるえ与で撃攻法魔ど
ほい高、し表をさよの頭

.igA
。すまりなくすやけ避たま
、りなくすやて当を撃攻ど

ほい高、し表をさやばす

.rtS

。すまり減がジ
ーメダるけ受たま、え増
がジーメダるえ与で撃攻
理物どほい高、し表を力

.pH 。すまりなに能不闘戦
とるなに0、し表を力体

vL

。すまえ増が
」tsoC「」.tnI「」.igA「
」.rtS「」.pH「とるが

上がれこ、し表をルベレ

ていつにターメラパ



9 地域マップ画面

地域マップ画面は帝国軍と戦うための画面
です。
ユニットを選ぶとユニットメニューが表⺬
されるので、「いどう」を選んで各ユニッ
トを移動させてください。反乱軍と帝国軍
のユニットが一定距離まで近づくと戦闘が
始まります。
※ 移動していると、隠れている都市や教会、

アイテムを見つけることがあります。
※ 移動中、姿が見えない中立軍ユニットに遭

遇して戦闘になることがあります。

自動的に進みます。

反乱軍ユニットが近づくと画面に表⺬され
ます。

反乱軍全体への民衆の支持度を表し、さま
ざまな行動で変動します。

❼

❺

❹

❶

❻

❸
❷

会教 ❼

トッニユ軍乱反 ❻

市都 ❺

ムーレフスオカ ❹

トッニユ軍国帝 ❸

間時の在現 ❷

産資総 ❶



で以下のメニューが表⺬されます。

毎日正午にはユニットの派遣費を払いま
す。
また、解放した都市から援助金をもらえま

ていつに算決

るどもへプッマ

。す
まきでがとこるど
もに面画プッマ体全
とぶ選、れさ⺬表に
きとるいてしイレプ
をプッマたしアリク

ータニモ

。すまきでがどな
定設の度速⺬表のジ
ーセッメ、やえ替り
切FFO／NOのMGB

うそよのんさっけ 。すまきで
認確を支収の時算決

ドーカトッロタ
。すまきでがと

こるす認確をドーカ
トッロタるいてっ持

んめがいせんへ 。すまり移
に面画成編トッニユ

ムテイア
。すまきでが

どな理整、却売、備
装や用使のムテイア

んけはをトッニユ

。す
まきで遣派でまトッ
ニユ01に時同。す
まし遣派をトッニ
ユに面画プッマ域地

ーュニメプッマ域地



す。

ボスを倒すと勝ちとなり、お金が手に入り
ます。
反乱軍の本拠地を制圧されると負けです。
勝敗が決まると、全体マップ画面にもどり
ます。

オピニオンリーダーが倒されるとゲームオ
ーバーになり、データをロードする画面に
もどります。

ていつにーバーオムーゲ

ていつに敗勝



10 ユニットメニュー

地域マップ画面で派遣
のユニットを選ぶと、
ニットメニューが表⺬
れます
また、ユニットメニュ
表⺬中にキャラクターを選ぶと、ステータ
スを確認できます。

うかをムテイア

。すまき
でがとこう買をムテ
イア、きで択選にき
とるいに市都の部一

うゅじほをラャキ

。すまり
わ変てっよにスラク
のーダーリ、はータ
クラャキるきで充補

。すまきでがとこ
るす充補をータクラ
ャキにトッニユ、き
で択選とるいに市都

いせんへ
。すまい行を

どな定設のーダーリ
やンョシーメーォフ

ドンマコルトバ 。すまし
定指を戦作の時闘戦

うどい

。すまきでも認
確の先動移は中動移
。すまきでがとこる
せさ動移をトッニユ

ー
。

さ
ユ
中



きしぎのつかっふ

。すまきで
がとこるせさ活復を
ータクラャキの能不
闘戦の内トッニユて
っ払を金お、きで択
選にきとるいに会教



11 都市と教会

都市や教会はユニット
そこに移動させること
帝国軍から解放でき、
の際タロットカードを
らうことができます。
らったタロットカードによってキャラクタ
ーのパラメータやカオスフレームが変化し
ます。
また、さまざまな情報を聞くことができる
ので、参考にしてゲームを進めましょう。
※ 都市や教会にいるユニットは、「Hp.」が少

しずつ回復していきます。
※ 解放した都市や教会に帝国軍ユニットが移

動すると、ふたたび帝国軍に制圧されてし
まいます。

都市ではアイテムを買ったり、キャラクタ
ーを補充できます。また、都市にカーソル
を合わせてを押すと、都市のステータス
が表⺬されます。

都市に住む人の数で「援助金の額」に影響
します。

カオスフレームの変化に影響します。

❹

❶

❷ ❸

ルラモ ❷

口人 ❶

ていつに市都

も
も
そ
で
を



カオスフレームの変化に影響します。

決算時にもらえる金額の目安です。
※ 赤色の都市は解放前、⻘色の都市は解放後

です。

解放したあとの教会で
ユニット内の戦闘不能
キャラクターを復活さ
ることができます

※ 教会にカーソルを合わせてを押すと、解
放前は赤色、解放後は⻘色で名前が表⺬さ
れます。

。
せ
の
、は

ていつに会教

額の金助援 ❹

度意好 ❸



12 戦闘の進めかた

戦闘は選んだ作戦に応
各キャラクターが自動
に行動して進みます。
員の行動がすべて終わ
と戦闘終了となり、勝
が発表されます。
なお、を押すと以下のメニューが表⺬さ
れます。

戦闘終了までに、より多くのダメージを与
えたユニットが勝ちになり、負けたユニッ
トは現在の位置から少し撤退します。
リーダーが倒されたユニットは自動的に本
拠地にもどっていき、全員倒されたユニッ
トはその場から排除されます。なお、タロ
ットカードで与えたダメージや回復魔法で

ルールの闘戦

くとっせ
。すまきでがとこう誘に

軍乱反を手相、れさ⺬
表にきとう戦と軍立中

ンョシーメニア
。すま

え替り切をFFO／NO
のンョシーメニア闘戦

るげに
。す

まし退撤し少らか置位
の在現、げ逃らか闘戦

ドンマコルトバ

。すまめ
決を向傾の撃攻のてし
対に手相、び選をかれ
ずいちうの戦作のつ4

ドーカトッロタ 。すまきで用使をドー
カトッロタるいてっ持

敗
る
全
的
、じ



回復したダメージは、勝敗の決定に含まれ
ません。
※ 両ユニットとも同じダメージを与えていた

場合は引き分けとなり、両ユニットとも現
在の位置から少し撤退します。

※ 全滅した反乱軍ユニットは自動的にユニッ
ト編成画面へもどります。

※ マヒや眠りなどの状態で戦闘が終わったキ
ャラクターは、自動的に元の状態にもどり
ます。

戦闘が終わると倒した敵の数などにより、
キャラクターは経験値を獲得します。

「NEXT Lv」の値が0になるとレベルアッ
プし、パラメータが上昇します。

プッアルベレと値験経



13 クラスについて

キャラクターにはさまざまなクラスが設定
されており、一定の条件を満たすことでほ
かのクラスに移ることができます。

ントルケス
。すで骨骸

く動で態状の0が」.pH「

ルビデ 。すで魔悪
う使を法魔系黒暗やマカ

ンマクーホ 。すまきで動移でん飛を空

クッリレク
。すでスラクるえ使を

法魔復回や撃攻の系聖神

ーリキルァヴ 。すまい
戦てっ使を法魔系雷や槍

スネゾマア
。すまい戦で

矢弓、でスラクるなと本
基のータクラャキ系性女

ーマ
イテトスービ

。すでスラクるすと
意得をい扱のータスンモ

ドーザィウ 。すでスラク
るえ使を法魔なまざまさ

ャジンニ 。すまい
戦てっ使を術忍や剣裏手

トイナ 。すでスラクきべう
いと版化強のータイァフ

ータイァフ 。すでスラクるなと本
基のータクラャキ系性男

部一の類種のスラク



ムーアイワ 。すましと
意得を撃攻るよにぽっし

ンゴラド 。す
で⻯な力強が炎火や撃攻

トスーゴ 。すで霊幽
く動で態状の0が」.pH「



14 タロットカード

都市や教会を解放したときに手に入るタロ
ットカードは、戦闘中に使用できます。

ンマドグンハ 。すま
げ下を力備守の員全敵

スィテスャジ 。すまえ与をジ
ーメダに員全敵で気冷

ンュチーォフ 。す
ませさ却退に実確を敵

トッミーハ 。すまえ与を
ジーメダに員全敵で雷

スグンレトス 。すましら減を
ジーメダるけ受らか敵

トッオリャチ 。すまえ与をジーメダに
員全敵で撃攻の系理物

ズーァヴラ 。すましにうよるせさち
討士同、せら切裏を敵

トン
ァフロエイハ

。すましに
能不動行てせら眠を敵

ーラペンエ 。すましや増回
1を数回撃攻の員全方味

スレプンエ 。すまし復回全
を」.pH「の員全方味

ステスエリプ 。すまし復回05
を」.pH「の員全方味

ンャシジマ 。すまえ与をジ
ーメダに員全敵で炎火



ルーフ
。すま

せさ却退をータクラャ
キの外以ーダーリの敵

ドルーワ
。すまり張に

員全方味をアリバるす
に効無を法魔るゆらあ

ト
ンメジッャジ

。すまえ与をジーメダに
員全敵で撃攻の系聖神

ンサ

。す
まりなくき大がジーメ
ダるけ受どほのもい低
の」.ilA「。すまえ与を
ジーメダに員全方味敵

ンーム 。すまえ替
れ入を衛後と衛前の敵

ータス 。すまげ上トンイポ05
を」.igA「の員全方味

ーワタ 。すまえ与をジ
ーメダに員全敵で震地

ルビデ 。すまえ与をジーメダに
員全敵で撃攻の系黒暗

スンラパンテ
。すましどもに

元を態状るゆらあ、ど
なり切裏やり眠の方味

スデ 。すまきでがとこす倒を
敵の下以分半が」.pH「



15 セーブについて

地域マップ画面をクリ
するか、全体マップメ
ューから「データ」

「セーブ」の順に選ぶ
それまでの進行状況を
存できます。3つのファイルから、保存場
所を選んでください。なお、上書き保存す
ると以前のデータにもどすことはできませ
ん。ご注意ください。

保
、と

→
ニ
ア



16 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



17 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



18 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●



19 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※


