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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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2 操作方法

※ マップの確認中は、／で表⺬するマッ
プを切り替えることができます。

※ 戦闘中はで「まえへでる」を、で「う
しろへさがる」を選べます。

ーュニメEMOH

認確のプッマ

ズーポ

定固のき向 ／

択
選の所場）面画プッマ（
／⺬表の面画ーュニメ



択
選の所場）面画プッマ（



ルセンャキ 

り降り乗の物り乗
／るべ調／す話／定決 

動移／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

タイトル画面が表⺬さ
たら、以下のメニュー
いずれかを選んでゲー
を始めてください

初めからゲームをプレイします。以下の項
目を順に設定し、主人公を作成してくださ
い。

続きからゲームをプレイします。3つのセ
ーブデータから、いずれかを選んでくださ
い。

DAOL

腕き利 。すまりわ変がジーメダる
え与に敵てっよに腕き利

）業職（力能
の親母／親父

。すまりわ変がど
な備装やスターテスの公
人主、りよに力能の親両

前名 。すまめ決を前
名の公人主で内以字文8

ータクラャキ

。すまりわ変が語
物、てっよにータクラャ
キだん選。すまび選らか
かなの人4性女／人4性男

別性 。すまりわ変がータクラャ
キるべ選、てっよに別性

EMAG WEN

。
ム
の
れ



5 ゲームの進めかた

このゲームはおおまかに「フィールド画
面｣「マップ画面｣「メニュー画面｣「戦闘
画面｣の4つに分けられます。世界にはさ
まざまなフィールドがあります。フィール
ドを移動して人と話したり、敵と戦って冒
険を進めてください。

このゲームの中心とな
画面で、町やダンジョ
などがあります

フィールドから出ると
⺬され、別のフィール
に移動できます

フィールド画面でを
すと表⺬され、装備を
えたり、アイテムや術
を使用できます

敵と戦う画面です。フ
ールドで敵にぶつかる
表⺬されます。

と
ィ

面画闘戦

。
法
整
押

面画ーュニメ

。
ド
表

面画プッマ

。
ン
る

面画ドルーィフ



6 仲間について

本ゲームでは、主人公
含めて最大6人のキャラ
ターがパーティーを組
で行動します。キャラ
ターは町で話しかけた
イベントを進めることなどで仲間にできま
す。

酒場では、仲間をパーティーからはずすこ
とができます。パーティーからはずした仲
間は、どこかに旅立っていきます。
※ 別れた仲間は、二度と仲間にできないこと

があります。

すずはを間仲

、り
ク
ん
ク
を



7 フィールド画面

フィールド画面では、で移動してくださ
い。敵にぶつかると、戦闘画面に移りま
す。

フィールドでを押す
人に話しかけたり、そ
場所を調べることがで
ます。宝箱を調べる
アイテムなどが手に入
ます。

り
、と

き
の
、と

るべ調、す話



8 町の施設

町や村には以下の施設があり、お金（金）
を払って利用できます。

戦いで消費したHPやMPを回復で
きます。
※ 無料で利用できます。

武器や防具を購入できます。売っ
ている品物の種類は、町によって異
なります。

術法を購入して習得できます。習
得できる術法の系統は、町によっ
て異なります。

さまざまな情報を入手できます。ま
た、仲間をパーティからはずすこと
ができます。

回復用のアイテムなど、さまざま
なアイテムを購入できます。

パンチやキックなどの技を購入し
て習得できます。また、アイテムを
購入することもできます。

お金は9999金まで持ち歩けます。お店で
アイテムを売って所持金が10000金以上
になった場合は、

ていつに金お

屋術拳

屋具道

場酒

屋法魔

屋具防・器武

屋宿



10000金を1ジュエルに交換してくれま
す。
※ ジュエルを持っているときに所持金がなく

なるとジュエルが自動的に換金されます。



9 マップ画面

フィールドから出ると
ップ画面が表⺬され、
かのフィールドに移動
きます。移動先は地図
手に入れたり、情報を
手することで増えていきます。
※ 地図は、まだ行ったことのない土地に船で

移動しても手に入ります。

または／で移動先を選び、で決定
してください。

るす動移

入
を
で
ほ
マ



10 メニュー画面

フィールド画面でを押すと、メニュー画
面が表⺬されます。でいずれかのコマン
ドか仲間を選び、で決定してください。
仲間を選んだ場合は、各キャラクターのス
テータスの確認や装備の変更、術法の使用
ができます。

現在のHP／最大HPが表⺬されます。

❹❸

❷

❶

ブーセ

。いさだ
くでん選をルイァフるす
ブーセ、らかルイァフの
つ3。すまきで）ブーセ（

存保を況状行進の在現

ムテイア

。すまし表を数回
るえ使や数持所、は字数
の右の名ムテイア。すま
きでりたっ使、りたし認
確をムテイアるいてっ持

ドンマコ

数のルエュジるいてっ持 ❹

）金（金持所の在現 ❸

ドンマコ ❷

間仲 ❶



くがんお 。すまべ選らかルラノ
モとオレテスを力出声音

ドーピス 。すまきで更変
を度速⺬表のジーセッメ

えかびらな

。いさだくてし
置配をータクラャキ各に
中のスマの列3コヨ、列3
テタ。すまきで更変をン
ョシーメーォフの時闘戦



11 ステータスについて

メニュー画面で仲間を選ぶと、選んだ仲間
のステータスを確認できます。

利き腕によって武器で与えられるダメージ
が異なります。

❸

❷❶

神精 。すまし響影にジーメ
ダのきとたけ受を法術系撃攻

力知 。すまし響影にジ
ーメダと率功成の法術系撃攻

さやばす 。すまし響影に
率避回の撃攻理物、や順動行

さうよき 。す
まし響影に率中命の撃攻理物

力体 。すまし響影に量加増のPH

力腕 。すまし響影
にジーメダるえ与で撃攻理物

御防 。すまし響影にジー
メダのきとたけ受を撃攻理物

）業職（力能の親両 ❸

PH大最／PHの在現 ❷

腕き利と別性 ❶



キャラクターステータス表⺬中にを押す
と、以下のメニューが表⺬されます。

ぐうぼ 。すまし備装を具防

きぶ

。すまきでもと
こう使をムテイアの中備装 ※

。い
さだくてし意注でのるど
もに0が度練熟の器武のそ
、とすずはを器武の中備装
。すまきで備装でま個8をム

テイアや器武う使に中闘戦

法術

。すま
きでもとこう使を法術の部
一、おな。いさだくてえ替
り切で右左は統系。すま
きで認確を法術るいてえ覚

ーュニメスターテス

力魅 。すまし響影に量復回と率功
成のきとたけ受を法術系復回

愛 。すまし響影に
量復回と率功成の法術系復回



12 術法について

術法には10系統があり、系統によってさ
まざまな術があります。術法は誰でも魔法
屋で購入すると習得できますが、反する系
統の術法を同時に覚えることはできませ
ん。
※ 主人公と仲間のキャラクターは、闇と邪気

の術法は覚えられません。

術法を使うには一定量のMPが必要で、
MPは系統ごとに設定されています。戦闘
で使った系統は、最大MPが上昇すること
があります。

❸

❷

❶

統系の中択選 ❷

PM大最／PMの在現 ❶

ていつにPM

気邪

気

風

土

術魔

術幻

闇

光

水

火

統系るす反



右の数字は、現在のMPで使える回数を表
します。

法術 ❸



13 武器について

戦闘で使った武器は、熟練度がアップする
ことがあります。熟練度が高くなると、そ
の武器で与えるダメージが大きくなりま
す。
※ 装備中の武器をはずした場合は、その武器

の熟練度が0にもどり、覚えた技も忘れてし
まいます。

右の数字は武器なら熟練度、アイテムなら
使える回数を表します。

武器の熟練度が一定の値に達すると、武器
に対応した技を覚えます。覚えた技と使え
る回数は、戦闘中にのみ確認できます。
※ 使える回数はすべての技で共有しており、

使った技に応じて、ほかの技の使える回数
も減っていきます。

覚えた技は武器名の下に表⺬され、その技
を使える回数が右側に表⺬されます。

❸

❷

❶

技と器武 ❸

ていつに技

）ムテイア（器武るいてっ持 ❷

）ムテイア（器武の中備装 ❶



14 戦闘画面

フィールドで敵にぶつかると戦闘開始で
す。戦闘開始時の仲間の配置は、「ならび
かえ」で設定したフォーメーションと、敵
とぶつかった方向によって変わります。

技名や術法名の右には、使える回数が表⺬
されます。

コマンドを選び、敵と戦ってください。
左右で武器や術法の系統を選び、上下で
技や術法を選んだら、で決定しましょ
う。敵をすべて倒すと勝利となり、金を獲
得できます。武器の熟練度やステータスが
アップすることもあります。

武器や技によっては、敵に近づかないと使

❶

ていつに離距のと敵

るがさへろしう 。すまれ離らか敵

るでへえま 。すまきづ近に敵

るげに 。すまげ逃らか闘戦み
のータクラャキだん選

ょぎうぼ 。すましら減をジー
メダるけ受、てし御防

ドンマコな殊特

う行を闘戦

ドンマコ ❶



えないものがあります。攻撃できない場合
は、「まえへでる」で敵に近づいてくださ
い。また、「うしろへさがる」で敵から離
れると、敵の攻撃を受けにくくなります。

敵の特殊な攻撃を受けると、状態異常にな
ることがあります。術法やアイテムで回復
しましょう。
なお、｢石」以外の状態異常は、戦闘終了
後に回復します。

全員のHPが0になったり、一部の状態異
常になって行動できなくなるとゲームオー
バーとなり、タイトル画面にもどります。

ーバーオムーゲ

ていつに常異態状



15 セーブについて

メニュー画面で「セー
を選ぶと、進行状況を
ーブ（保存）できます。
つのファイルから、セ
ブするファイルを選び
しょう。
なお、すでにデータのあるファイルにセー
ブすると、以前のデータは消えてしまうの
でご注意ください。

ま
ー
3

セ
」ブ



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※


