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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。

©CAPCOM U.S.A., INC. 1993, 2016
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



KTR-N-UA6J-00

「ファイナルファイト」はCAPCOM U.S.
A., INC.の登録商標です。



2 操作方法

※ この操作は初期設定のものです。タイトル
画面の｢OPTION MODE｣から変更できま
す。

撃攻

。すまし
出を技みかつ、とす押をンタ
ボ撃攻で態状だんかつ、みか
つを敵とるかつぶ。すま出が
技続連、とるす打連をンタボ
撃攻。すまし出を撃攻のどな
クッキやチンパでンタボ撃攻

プンャジ

。すまし
出を技プンャジ、とす押をン
タボ撃攻に中プンャジ。すま
しプンャジでンタボプンャジ

動移 。すまき
で動移に向方8、し用使を

作操ンョシクア

ーュニメEMOH

除解ズーポ／ズ
ーポ／トータス／定決

撃攻 

プンャジ 

動移 

作操の本基



技殺必

。すまりな
くなせ出が技殺必、合場るい
てっなくな少り残が力体。す
まり減し少が力体、とるて当
に敵を技殺必、しだた。すま
出が技殺必、とす押に時同を
ンタボ撃攻とンタボプンャジ



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 START」では、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 プロローグ

平和を取り戻したかに見えたメトロシテ
ィ。しかし市⻑ハガーは不安に包まれてい
た。マッド・ギアの残党が『世界征服計
画』を声明したからだ。

そんなある日、市⻑室の電話が鳴った。
「マッド・ギアの連中に父とレナ姉さんが
さらわれてしまったの」
緊迫した声は、源柳⻫の娘でガイの幼なじ
みでもあるマキだ。

「なにっ、とうとうマッド・ギアの奴らが･
･･」
ガイが修業の旅で不在の今、すべてはハガ
ーの双肩にかかっている。

2人が拉致されている香港で、マキと落ち
合う約束をしたハガー。ハガーのもとにい
る格闘家カルロス・宮本を仲間に加え、香
港へと飛び立つのであった。

よりハードでリアルに繰り広げられる、世
紀末ファイト。
世界各国を舞台に、マキ、ハガー、カルロ
スの死闘が始まる。



5 プロフィール

ガイの師匠「源柳⻫」の次女
ガイの婚約者「麗奈」の妹。
けん気の強いじゃじゃうま
学生時代は暴走族のヘッドだ
た。ガイに好意を寄せていた
性格が邪魔をして、会えば文句ばかり言っ
ている。女扱いされるのを極端に嫌うが、
なかなかの美人だ。

ご存知マイク・ハガー。スト
ートファイターをやめて、い
はメトロシティの市⻑をやっ
いる。正義感が強く、曲がっ
ことが嫌い。座右の銘は “Lo
& Peace”。

南米方面からやって来た（ら
い）格闘家。現在、ハガーの
とにいる。見かけは、クール
ニヒルな印象を抱くが、たま

「ボケ」をする。関⻄系の日
人かもしれない。

系
に
で
も
し

本宮・スロルカ
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た
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ま
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）ーガハ・クイマ（ーガハ
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、で

）紀真 ⻫柳源（キマ



6 ゲームの始めかた

タイトル画面でまた
で｢GAM

START｣を選び
を押すとモー

セレクト画面になりま
｢1P START｣か｢2
START｣を選び

を押してくだ
い
の左右で好きなプレ
ヤー（ハガー、マキ、カルロス・宮本）を
選 を押してください。
｢OPTION MODE｣では、ゲームの難易度
や操作ボタンの変更、サウンドなどの設定
ができます。

CISUM 。すまきでがと
こく聴をMGBの中ムーゲ

YOJ ARTXE 。すまきで定設を」技
殺必「、にンタボの意任

NOTTUB
PMUJ

。すまきでが
とこるけ分り振を」プン
ャジ「、にンタボの意任

NOTTUB
KCATTA

。すま
きでがとこるけ分り振を
」撃攻「、にンタボの意任

LEVEL
EMAG

。すまきで定設に階段4の
」TREPXE「、」DRAH「

、」LAMRON「
、」YSAE「

を度易難の体全ムーゲ

EDOM NOITPO

、び

イ
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P
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ド
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は



OERETS
。す

まきでがとこるす更変を
FFO/NOの声音オレテス

DNUOS 。すまきでが
とこく聴をESの中ムーゲ



7 ゲームの進めかた

次々に現れる敵を倒し
がら進んでいきます
プレイヤーがダメージ
受けたり、必殺技を敵
当てたりすると体力が
ります。
体力か残り時間がなくなるとプレイヤーの
残り数が1減り、残り数が0のときに体力
か残り時間がなくなるとゲームオーバーで
す。

ゲームオーバー時
を押し

｢CONTINUE｣すると
｢CREDIT｣を消費して同
ラウンドからプレイを
開できます。

再
じ
、

て
に

TIDERCとEUNITNOC

減
に
を

。
な



8 画面の見かた

❺
❹

❸❷❶

力体と前名の敵 ❺

数り残のーヤイレプ ❹

間時り残 ❸

アコスの在現 ❷

力体のーヤイレプ ❶



9 アイテム

アイテムは道に落ちていたり、ドラム缶の
中に隠されていたりします。画面上を注意
して探してみましょう。

武器アイテムの近くで攻撃ボタンを押す
と、武器を装備します。

ファイナルファイト定番の武
器。マキ、ハガーが使うと飛び
道具に、カルロスが使うと！？

初登場の武器。
ひじ打ちの時に有効だ。

これも初登場の武器。
鉄パイプより痛そう。

回復アイテムの近くで攻撃ボタンを押す
と、アイテムを拾って体力が回復します。

ータスブロ
点000,5

復回分半約

んま肉 点000,5
復回分半約

丼天 点000,5
復回分半約

肉始原 点000,01
復回%001ぼほ

ムテイア復回

材角

ァフント

フイナ

ムテイア器武



※ 体力が満タンの時に拾うと、得点になりま
す。

得点アイテムの近くで攻撃ボタンを押す
と、アイテムを拾って得点になります。

計時 点000,1

物置の香線り取蚊 点000,3

セカジラ 点000,3

ーィフロト 点000,5

袋ルド 点000,5

棒べ延の金 点000,01

ドンモヤイダ 点000,01

ムテイア点得

トーレコョチ 点000,1
復回9/1約

ーヒーコプッカ 点000,1
復回9/1約

乳牛 点000,1
復回9/1約

ラーコ 点000,1
復回9/1約

缶草んれうほ 点000,3
復回4/1約

ツナード 点000,3
復回4/1約

ンパ 点000,3
復回4/1約



チンレ 点000,1

つく 点000,1



10 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



11 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。
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。

初回起動時は有効になっています
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。

＋
。

るえ替り切を
効無効有の能機プッアクッバとごるま

。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



●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
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。

※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

。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

時の効無が能機プッアクッバとごるま

。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



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
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

ドーモトッドイバトッド



12 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●



13 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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ンコプカ社会式株

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※


