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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 CO., LTD. 1994, 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-UBBJ-00

「ブレス オブ ファイア」は株式会社カプ
コンの登録商標です。



2 操作方法

ーュニメEMOH

)上ドル
ーィフ(⺬表プッマ界世

トータスのムーゲ

)中闘戦(ょぎうぼ／更変
の順び並のーィテーパ 

)中闘戦(いけんじ／更変
の順び並のーィテーパ 

う行をび遊 

⺬表の面画ーュニメ 

ルセンャキ 

るべ調／す話／定決 

択選／動移 

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、メニューが
⺬されます

❶ 初めてゲームをする場合は、｢たびのき
ろくをつくる｣を選択してを押してく
ださい。
｢みとうろくです｣を選んでを押すと
名前入力画面になります。

❷ とで主人公の名前を入力後、｢おわ
り｣を選んでを押してください。
※ で一文字戻ることができ、

でカタカナに切り替えること
ができます。

❸ メッセージスピードなどを選択し、｢エ
ンド｣を選んでを押します。

❹ ｢たびをはじめる｣を選択後、遊びたい
データを選ん を押すとゲー
ムスタートです。なお、｢たびのきろく
をうつす｣を選ぶとデータをコピーする
ことができ、｢たびのきろくをけす｣を
選ぶとデータを消すことができます。
一度消したデータは元に戻りませんの
で注意しましょう。

で

。
表

で



5 メニュー画面

戦闘中・イベント中以外でを押すと、メ
ニュー画面になります。

モンスターの動きが活発なほど、危険な地
域と言えます。

パーティーの所持金を表⺬します。

現在プレイヤーのいる地名や国名を表⺬し
ます。

メニュー画面で使用できるコマンドです。

パーティーに参加しているキャラクターの
顔と状態です。

現在のパーティーの陣形を表⺬します。

❺
❻

❹
❸

❷❶

能特
。すまきで用使とす押

をてせわ合をルソーカ
。すまし⺬表を力能殊特

具道 。すましり
たて捨りたし用使を具道

ドンマコ

⺬表形隊 ❻

態状のーィテーパ ❺

ドンマコ ❹

⺬表名国・名地 ❸

ーニゼ持所 ❷

ーターメータスンモ ❶



ドンエ 。す
まし了終を面画ーュニメ

ンョシプオ 。す
まし更変を境環のムーゲ

形隊

う
狙を所急の敵：ルレラパ

るめ
固をり守：フイラプーキ

念
専に撃攻：ルブンラクス

形陣な的準標
も最：トウバアクーォウ

。すまえかべ並
をータクラャキ、りたし
更変を形陣のーィテーパ

スタイテス 。すまし⺬表を態
状と力能のータクラャキ

備装 。すまし備装
をどな兜、盾、鎧、器武



6 町や城について

世界のあちこちには町
城があります。町や城
は、冒険の情報をくれ
人がいたり、武器屋・
具屋などがあります。
た、夜に訪れれば、昼とは違ったことが起
こるかもしれません。

屋宿

。す
まり治も常異スタイテス
、し復回全がPAとPHの

員全ーィテーパとるま泊

屋りか預 。すまれくて
っか預をムテイアや金お

屋具道
。す

まいてっ売をムテイアな
利便のどなし消毒や草薬

屋器武
。すまい

てっ売を具防のどな盾や
鎧、と器武のどな弓や剣

ま
道
る
で
や



7 戦闘について

敵を全滅させると戦闘は勝利となり、経験
値とゼニー、まれにアイテムが手に入りま
す。パーティーが全滅した場合は、所持金
が半分となり、前回セーブした地点から始
まります。

❹

❸

❷

❶

うのくと 。すまし用使を法魔や力能
殊特の有固ータクラャキ

】ぎくと【

。すまりな異にと
ごータクラャキは名技特 ※

。すまし用使を
技特の有固ータクラャキ

うかたた 。すまし撃攻を敵

ドンマコの時闘戦

ドンマコの時闘戦 ❹

態状のーィテーパ ❸

ータクラャキ敵 ❷

ータクラャキのーィテーパ ❶



戦闘中、敵の特殊攻撃によって、眠りや毒
などのステイタス異常が起きる場合があり
ます。

れ忘力能殊特

。すまし復回
で法魔のフリクヤ、くや
うのんば。すまりなくな
きで用使を」うのくと「

毒

。すま
し復回でどな法魔の系リ
クヤ、しけくど。すまり
減がPH、間るいてい歩

り眠

。すまし
復回とるけ受を撃攻や法
魔のフリクヤ。すまりな
に能不動行でま了終闘戦

ていつに常異スタイテス

ょぎうぼ
。すま

しら減をジーメダるけ受
らか敵、てし念専に御防

いけんじ 。すまし更変を形陣

いたって
。すまり

あもとこうましてし敗失
。すまし出げ逃らか闘戦

きげつと
。すまけ続を撃

攻常通でます押を。す
ませさ念専に撃攻を員全

ムテイア

。すまい
行を更変の備装、りたし
消を毒、りたせさ復回を
力体てし用使をムテイア



能不闘戦

。す
まし復回でどな薬けつき
、法魔のルバリ。んせま

きでも何でまるせさ復回

ビンゾ全完

。す
まし復回でどな法魔の
フリクヤ。すまりなに態
状」能不闘戦「は後了終
闘戦。すまし撃攻を方味

ビンゾ

。すまし復回でどな法魔
の系リクヤ、だみなのム
ベ。すまりなに態状」ビ
ンゾ全完「とくおてっ放

い呪

。す
まし復回で法魔の系リク
ヤ、ゆつのめよき。すま
りなに」調不絶「が子調



8 遊びについて

主人公を含む各キャラ
ターは固有の｢遊び｣を
っています。珍しいア
テムや宝箱が手に入っ
り、通常では通れない
所を通れるようになったりします。
を押すと先頭のキャラクターの遊びを行
います。
※ 主人公は、ボタンを使います。ニーナ

とアスパーは先頭にいるだけで遊びを行え
ます。

」り
ぐなうぼ「ープンリ 。すませ壊を岩

」遊浮中空「ナーニ 。すまき
で避回をプッラト

」ュシ
ッダンピス「ドンラ

。すまりな
に倍2が度速動移

」り狩「
ープンリ、ュシッボ

。すまきでが
｣り狩｢で｣らむ草｢

」り釣「公人主

。すまきでが
とこす戻き巻をさ
えで、たま。す
ませ寄き引を魚
でくよグンミイ
タらたいつい食が
魚、しか動で
をさえたち落。す
まげ投を竿で

。すまきでが｣り
釣｢で｣場魚｢、と
るす入購で屋具道
を｣さえ｢と｣おさ｢

場
た
イ
持
ク



」行歩林森「ーパスア 。す
まれ通を中の森

」化変ルエカ「タペタ
。すま

げ泳を川、りたし
越び飛を崖や差段

」しば伸腕「ンテス 。すまれ渡を崖



9 共同体について

ゲームが進むと、主人公たち8人のアジト
となる「共同体」ができます。

3人の「大工さん」のうち誰を選ぶかによ
って、共同体の発展のしかたが違ってきま
す。共同体の空きの建物には、世界各地か
ら様々な職業の住人を連れてくることがで
きます。

「共同体の合体小屋」で、キャラクターは
最大2人の「シャーマン（巫女）」と合体
することができます。どのシャーマンと合
体するかによって、合体後の能力が変化し
ます。合体の解除も「共同体の合体小屋」
で行うことができます。また、戦闘中に一
定のダメージを受けると合体が解除される
ので注意しましょう。

ていつに体合

たかしの展発



10 魔法紹介

※ ほかにも習得できる魔法があります。

クーラ るえ抑を率現出の敵

ムダパ 撃攻で炎を体1敵

リバシナ るめ
止ンータ数をき動の体1敵

トクテカ 昇上し少を
力御防の人1ータクラャキ

リクヤ 復回を態状ビン
ゾ・毒の人1ータクラャキ

フリリ 復回し
少をPHの人1ータクラャキ



11 ドラゴンズ・ティア

ドラゴンズ・ティアとは、主人公がいつも
肌身離さず持っている、母親の形見です。
この宝石は、話しかけた相手の感情に応じ
て、千変万化に色が変化します。人と話す
ときに会話ウィンドウのドラゴンズ・ティ
アの色に注意してみてください。

】色虹【命運 。間仲たけつ
び結が力な的越超

】色水【誠忠 。るけ助を公人主
もてて捨を身が我

】ン
ーリグドルラメエ【

力協、意好

るれくてし力協
、りおてっ持を意

好てし対に公人主

】緑黄【感共、鳴共
。るす

成賛に的極積に動
行、見意の公人主

】黄【解理、切親 。ちた人村な的
般一。人いよの気

】橙【立中 。点準基。い
なわ思もとんな

】赤【心疑、審不
。る

いてっ思といし怪
、いないてし用信

】黒赤【意敵
。る

なにとこるす戦交
、合場のどんとほ

】黒【意殺 。どなスボの敵
。るいでん憎く深



12 セーブについて

村や町にある｢教会｣の神父か、｢⻯神のほ
こら｣に話しかけると、進行状況を保存で
きます。
※ パーティーが4人以上いるときに｢⻯神のほ

こら｣に話しかけると、メンバーの入れ替え
ができます。

会教 らこほの神⻯



13 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



14 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



15 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●



16 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※


