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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 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



KTR-N-UA4J-00



2 操作方法

ーュニメEMOH

⺬表ウドンイウ行進

⺬表プッマ体全
／プッキスのーリートス

動移をル
ソーカにトッニユ動行未



動移をル
ソーカに城の内プッマ



動移速高のルソーカ 

⺬表
スタイテスのトッニユ



ルセンャキ 

るめ進み読を話会／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、タイトルメ
ューが表⺬されます。
めて遊ぶときは「最初
ら始める」のみ選ぶこ
ができます。

す消を録記

。うょ
しまけつを気でのいな
らどもに元はルイァフ
たし消度一。すまきで
がとこす消をルイァフ

るめ始らか初最 。すま
め始らか初最をムーゲ

るめ始らか録記
。すまし

開再をムーゲ、でん込
み読をルイァフブーセ

ーュニメルトイタ

と
か
初
ニ

で



5 ゲームの進めかた

主人公シグルドが率い
軍のユニット（キャラ
ターを表す駒）を操作
マップ画面で敵軍と戦
ましょう
敵の城にいるボスを倒し、その城門でコマ
ンドメニューの「せいあつ」を選ぶと城を
占領できます。マップ上にあるすべての敵
城を占領するとクリアとなり、次の章に進
むことができます。
※ ゲームが進むと、シグルドに代わってその

息子セリスが主人公になります。

主人公のHP（体力）が0になるか、スタ
ート地点の城（本城）を敵に奪われるとゲ
ームオーバーです。
前回記録したところからやり直しましょ
う。

ていつにーバーオムーゲ

。
い
、し

ク
る



6 ターンの進めかた

このゲームはターン制
自軍と敵軍が交互に戦
を繰り返して進みま
すべての行動が終わっ
ら、進行ウインドウ

「ターンエンド」を選び、敵軍のターンに
移ってください。
自軍のターンでは、以下の操作ができま
す。

● 自軍ユニットを選んでで指⺬を出す
ことができます。ユニットは1ターンに
1回ずつ行動できます。

● 本城にカーソルを合わせてで城内を
表⺬し、中にユニットがいれば、行動
させることができます。

（またはユニットがない場所
で）で進行ウインドウを表⺬すると、
さまざまな情報を見たり、ターンを進
めることができます。

● ユニットを選んでで、そのステイタ
スを見ることができます。

を押して全体マップを確認で
きます。
 ●

 ●

で
た
。す

略
、で



7 画面の見かた

自軍（行動前）

自軍（行動後）

敵軍

同盟軍

❸

❺

❹

❶ ❷

色緑

色赤

色灰

色⻘

力勢と色のトッニユ

トッニユ ❺

ルソーカ ❹

報情のトッニユ ❸

物建 ❷

報情の形地 ❶



中立軍

色黄



8 ユニットについて

ユニットにはさまざま
種類があり、それぞれ
動できる範囲や選べる
動が異なります

● 敵にダメージを与えたり、敵を倒した
りするとユニットは経験値を手に入れ、
経験値が100を超えるごとにレベルが1
つずつ上がります。多くのユニットは、
レベル20を超えるとクラスチェンジが
でき、より強いユニットに昇格できま
す。

● ユニットはHPが0になると倒されてし
まいます。多くの場合、倒された自軍
ユニットは、それ以降の章では登場し
ません。

● ユニットはそれぞれ武器や所持金を持
ちます。所持金は「本城や教会にいた
り、城の守備隊となってHPを回復す
る」「アイテムを修理する」「アイテ
ムを買う」などに使用できます。

● 男性と女性のユニットは、ゲームを進
めると恋人になることがあります。そ
の子供は、親のスキル（特殊能力）を
引き継いだり、親に似た能力を持ちま
す。

。
行
移
な



9 ユニットの移動

自軍ユニットにカーソルを合わせてを押
すと、ユニットの移動できる範囲が表⺬さ
れます。行きたい場所にカーソルを合わせ
てを押すと、その場所に移動したあとさ
まざまなコマンドを選択できます。
※ 馬などに乗ったユニットは、移動してコマ

ンドを選んだあと、再移動できることがあ
ります。

※ コマンドを選ぶ前にを押すと、移動をキ
ャンセルできます。

緑色になった場所に移動できます。また、
オレンジ色は移動後に攻撃できる場所で
す。

❶

囲範るきで動移 ❶



10 ユニットのコマンド

ユニットの移動先を決
るとコマンドが表⺬さ
さまざまな行動ができ
す
なお、表⺬されるメニ
ーはユニットの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「たいき」
を選びましょう。
※ 一部のコマンドを選んだ場合、続けてほか

のコマンドを選ぶことができます。

らむ

。すまきでがとこ
うらもをムテイアや金お
、りた得を報情なまざまさ
、きで択選きとるいに村

すなは

。すまきでり
たし得説をトッニユの敵
、りたけかし話にトッニユ

の方味るす接隣、きで択
選とすた満を件条の定特

えつ
。すまきでが

動行のどなるす復回をPH
の方味、い使を杖るな聖

きげうこ

。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

し撃攻をトッニユの軍敵

きげつと
。すまきで撃攻

をトッニユ敵る守を門城
、きで択選で門城の城の敵

ュ
。

ま
、れ

め



メニア 。すまきで
更変を出演のンーシ闘戦

びうそ
。すまきでがとこる

え変を器武う使にきとた
れさ撃攻らかトッニユ敵

るげあ

。すませ渡を金
持所全にトッニユのかほ
、はくぞうと。すませ渡

を金持所全に手相でドン
マコのこ、はトッニユる
あで士同人恋はたま婦夫

きいた 。すまりわ終を動行
、し機待に場のそずせも何

つあいせ

。す
まきでアリクを章、りだ
ん進が語物とぶ選をれこ
。すでドンマコるれさ⺬

表とる入に門城が公人主
、し倒をスボる守を城の敵

びゅし

。ん
せまりあはとこるれわ奪
に敵が城のそ、りぎかい
なれさ倒が隊備守。すま
しと隊備守の城をトッニ
ユ、きで択選で城の軍自

るいは

。すまきでがとこく
行に町下城、はきとるい
に城の外以れそ。すまき
でがとこるれ入に内城を
トッニユはきとるいに城
本、きで択選で城の軍自



11 建物紹介

ここにいると、ターン開始時にHP
が回復します。

最初に入ったユニットは、アイテ
ムやお金、情報などをもらえます。

守備隊となっているユニットは、
ターン開始時にHPが回復します。

※ スタート地点の城（本城）は、城内に「は
いる」ことができます。城内にいるユニッ
トは、ターン開始時にHPが回復します。

城

村

会教



12 戦闘について

コマンド「とつげき
「こうげき」を選んだ
敵ユニットの攻撃を受
ると戦闘が始まります
戦闘画面ではユニット
HPがゲージで表され、お互いに1回ずつ
攻撃を行います（特定のスキルを持つユニ
ットは再攻撃できます）。どちらかのHP
が0になって倒されるか、それぞれ攻撃を
行うと戦闘終了です。

VEL ルベレのトッニユ

CTA 力撃攻

FED 力備守

TIH 率確るた当が撃攻

報情の面画闘戦

の
。

け
、り

」



13 武器について

ユニットが持つ武器は
れぞれ攻撃範囲や威力
異なり、武器ごとの相
もあります。使える武
はユニットの種類によ
て異なり、武器レベルが上がると使える武
器の種類が増えていきます。なお、武器に
は「使用回数」があり、使うたびに減りま
す。使用回数が0になった武器は壊れてし
まうので、その前に城下町の修理屋で修理
しましょう。

っ
器
性
が
そ



14 進行ウインドウ

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、進行ウインドウが
⺬されます

グィフンコ

。す
まえ行を定設なまざまさ
の中ムーゲ、どな定設の
ブーセトーオ、ドーピス
のどなジーセッメ、⺬表
面画や出演のンーシ闘戦

ルキス

。す
まきで認確を前名のトッ
ニユつ持をれそ、と明説
の）力能殊特（ルキスな
まざまさつ持がトッニユ

ターデ

。すまきで認確をー
ダーリと城本の力勢のそ
、とす押をでん選を力勢
、おな。すまきで認確を

どな力戦の力勢各るいに
上プッマ、や的目の在現

ムテイア
。すまき

でがとこる見を覧一のム
テイアつ持がトッニユ各

トッニユ 。すまれさ⺬
表が覧一のトッニユ軍自

ーュニメのウドンイウ行進

。
表
す
ー
ニ



ドンエンータ 。すまり移にンータの敵
、てえ終をンータの軍自

ブーセ

。すまきで
択選みの）態状いないて
し動行もつ1がトッニユ
軍自（時始開のンータ軍
自はーュニメのこ、おな
。すまきで存保にルイァフ

ブーセを況状行進の在現



15 本城での行動（1）

自軍の本城でを押す
城内画面が表⺬されます
行動したいユニットに
ーソルを合わせてを
すと、通常のコマンド
代わりに以下のコマンドを選択できます。
※ 表⺬されるコマンドはユニットや城によっ

て異なります。
※ ユニットは本城の城門で「はいる」を選ぶ

と城に入れます。

るげあ 。すで様同と」る
げあ「の面画プッマ

えつ 。すで様同と
」えつ「の面画プッマ

ジンェチスラク
。すまきでジンェチ

スラクをトッニユ、ば
れいてした満を件条

びゅし 。すましに
隊備守の城をトッニユ

きげつゅし 。すまし撃出に
面画プッマ、て出を城

ちま 。すまき
でがとこく行に町下城

の
押
カ
。
、と



16 本城での行動（2）

本城で「まち」を選ん
り、それ以外の自軍の
で「はいる」を選ぶと
下町に行き、以下のメ
ューを選択できます
※ 表⺬されるメニューは城によって異なりま

す。

屋具道
。すま

きでがとこう買をムテイ
アな能可備装がトッニユ

屋い占
。す

まえらもてえ教をどな績
戦や係関愛恋のトッニユ

場技闘

。す
まきでがとこるす止中を
い戦、りたえ替ち持を器
武、とす押をに中闘戦
、おな。すまいましてっ

なに1がPHり残とるれさ
倒、がすまきでがとこる
得を金おや値験経とつ勝
。すまい戦と敵で場技闘

所り預 。すまきでりたし出き
引、りたけ預をムテイア

屋古中 。すま
きでい買り売をムテイア

屋理修
。す

ましどもに元を数回用使
、し理修をどな杖や器武

。
ニ
城
城
だ



17 ユニットの紹介

シグルド専用のユニット。セリスも
成⻑するとこのユニットになる。

剣に対して効果的な武器である、
槍を使いこなす騎士。

斧使いの騎士。槍使いに対して有
利に戦える。

重い鎧をまとった徒歩の剣士。剣
は斧に対して効果的な武器。

弓を専門とする騎士。離れた敵を
攻撃できる。

剣と槍を使える騎士。バランスの
取れた戦いができる。

剣で戦い、さらに杖も使いこなす
騎士。

魔道書を用い、強力な魔法で敵を
攻撃する魔道士。

ジーマ

ルードバルト

トイナルアシソ

トイナチーア

ーマーアドーソ

トイナスクッア

トイナスンラ

トイナドーロ



ランスナイトからクラスチェンジ
できるユニット。

トイナクーュデ



18 セーブについて

自軍ターンの開始時に
行ウインドウで「セー
を選ぶと、ゲームの進
状況をセーブできま
また、進行ウインドウ

「コンフィグ」でオートセーブをONにする
と、自軍ターン開始時にセーブの確認メッ
セージが表⺬され、「はい」を選ぶとセー
ブができます。
なお、セーブファイルは最大4つ作成でき
ます。
※ 各章のクリア時にもセーブが行えます。

の
。す

行
」ブ

進



19 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



20 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



21 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●



22 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※


