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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。

©1995 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



KTR-N-UA9J-00



2 操作方法

能機トッカトーョシの時闘戦

ーュニメEMOH

⺬表プルヘ

定
決)時成編ムーチクッタ
ア(／え替り切⺬表)面画
成編(／トータスムーゲ

え
替り切の⺬表トッニユ ／

⺬
表け分軍)ドルーィフ闘
戦(／⺬表のスターテス

)時成編ムーチクッタア(



⺬表のスター
テス)時成編ムーチクッ
タア(／⺬表のドンマコ



ルセンャキ 

⺬表のスターテス
)ドルーィフ闘戦(／定決 

動移
のルソーカ／択選の目項 

作操の本基



※ ショートカット機能を使うには、コマンド
の「環境」で「オプション」を選び、「シ
ョートカットの表⺬」を「ON」にする必要
があります。

＋ 滅点がトッニユ
つ持をトンメレエの」地大「

＋ 滅点がトッニ
ユつ持をトンメレエの」水「

＋ 滅点がトッニ
ユつ持をトンメレエの」風「

＋ 滅点がトッニ
ユつ持をトンメレエの」炎「

＋ 滅点が
トッニユの下以%01がPM

＋ 滅点が
トッニユの下以%01がPH

＋ 滅点がトッニユたし備装
をムテイアたし減半が果効

＋ 滅点に順トッ
ニユい早がTA間るいてし押



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。

「トレーニング」で対戦プレイを行う場合
は、キャラクターが交代するたびに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。
※「トレーニング」で対戦プレイを行う場

合以外では、2Pに切り替えると操作が
できません。1Pに切り替えてください。

＋



4 ゲームの始めかた

デモ画面が表⺬された
とにタイトル画面に移
ます。で項目を選
で決定してください

DNUOS
。すまび選らか

」ルラノモ「」オレテス「
」ドイワ「を力出声音

ELIF
OBRUT

。んせまきで用使は
でルーソンコルャチーバ

LAIROTUT
。すまき

でがとこる見をどな法方
作操やルール本基の闘戦

EUNITNOC

。いさ
だくでん選らか」るけ続
らかターデ間ジーテス「
か」るけ続らかターデ
断中「。すましイレプら
か所場たし存保をターデ

EMAG WEN

。す
まり移に」LAIROTUT「

、とぶ選を
」に前るすイレプ「。いさ

だくてし力入をどな前名
の公人主、び選を」るめ
じはをムーゲ「。すまし
イレプらか初最をムーゲ

ーュニメルトイタ

。
、び

り
あ



5 ゲームの進めかた

主人公となり、自軍を
いて敵軍と戦っていき
しょう
ゲームは「地域マッ
や「アタックチームの
成」、「戦闘」などを繰り返しながら進め
ていきます。

「地域マップ」では、さまざまな場所に移
動したり、自軍の編成などができ、「アタ
ックチームの編成」では戦闘に参加するユ
ニットを選びます。「戦闘」では敵軍と戦
います。
城など複数のマップで構成されている場所
では、「戦闘」が連続で行われ、戦闘と戦
闘との間では、ユニットの編成のみ行うこ
とができます。
※ ゲームプレイ中、操作方法やルール、アイ

テムや呪文書の内容を知りたいときは、
を押してください。選択中の項目

の説明などを確認できます。

編
」プ

。
ま
率



6 地域マップ

自軍を移動させて敵陣にのり込んだり、自
軍の編成を整えたりできます。移動すると
きはで移動先を選び、で決定してくだ
さい。を押すと、コマンドが表⺬されま
す。

おもにここで敵との戦闘になります。

❷
❶

トーポレ
・ンレーォウ

。すまきでがとこる見を
どなトンヒの略攻、やと
ごきでたき起にでまれこ

成編
。すまきでがどな認確

のスターテス、りたし更
変を備装のトッニユ軍自

グンニーレト

。すまきでがと
こるす戦対でーヤイレプ
2、みの」グンニーレト「
、おな。すまきでがとこ

るえ鍛、せわ戦てけ分に
ムーチ2をトッニユ軍自

プッョシ
。すまきでがどな却売

や充補のトッニユ、りた
っ買を書文呪やムテイア

ドンマコ

所場の達到未 ❷

地在現 ❶



ンョシプオ 。すまい行をどな定
設の⺬表面画やルソーカ

ターデ
。すまきでがとこむ

込み読をターデたし存保
、りたし存保を況状行進



7 アタックチームの編成

戦闘に参加するユニッ
を10人まで選んでくだ
い。すでに配置してい
ユニットを選んでを
すと、ステータスが表
されます。さらに詳しいステータスを見る
ときはを押してください を押
すと戦闘が始まります。
なお、ユニットの中には自動で行動する

「GUEST」と表⺬されたキャラクターがい
ます。GUESTがいる場合は、ここで編成
するアタックチームとは別に自動で参加す
るため、自軍ユニットが10人以上の状態
で戦うことがあります。

。

⺬
押
る
さ
ト



8 戦闘の基本ルール

自軍のユニットを動か
て敵軍と戦ってくださ
敵を倒すとアイテムな
が入ったトレジャー
ユニットのパラメータ
変化させるカードが現れることがあり、そ
の場所にユニットが移動すると取ることが
できます。
また、特定の場所に移動するとアイテムが
手に入ることもあります。
※ トレジャーは敵軍に奪い返されない限り、

取りにいかなくてもクリア時に自動で入手
できます。

勝利条件を満たすとクリアになります。お
もな勝利条件には、「敵を殲滅せよ」と

「敵リーダーを倒せ」があります。また、
特定の条件を満たしてクリアすると、ボー
ナスマネーなどが入手できることがありま
す。

主人公が倒されるとゲームオーバーです。
保存したデータからやり直してください。

ーバーオムーゲ

ていつにアリク

を
、や

ど
。い

し



9 戦闘フィールド画面

を押すと選択中のユニットのステータス
を見ることができます。ステータス画面は
2ページあり、を押すたびに切り替える
ことができます
なお、ステータス画面 を押すと

が表⺬されます。これを項目に合わせ
てを押すと、説明を見ることができます

（ヘルプ表⺬）。ヘルプ表⺬を終えるとき
はを押してください。

2111

01❾❽❼❻❺

❹

❷

❸

❶

で
。

たか見のスターテス

スターテス易簡のトッニユ ❹

ドンマコ ❸

数トッニユ総の上ドル
ーィフ／順動行のトッニユ中択選 ❷

さ高の地在現 ❶



71 81 91

61514131

)値力能(ターメラパのトッニユ 81

プイタ動移 71

PMのり残 61

ルベレの在現 51

PHのり残 41

号番録登 31

値験経 21

備装 11

力御防・力撃攻ので撃攻各 01

)るな
にTAとるなに0が値在現(値大最
／値在現の)ンータトイェウ(TW ❾

値大最／値在現の)力魔(PM ❽

値大最／値在現の)力体(PH ❼

スラクと前名のトッニユ ❻

トンメ
ンイラアとトンメレエのトッニユ ❺



数回能可用使
とPM費消の書文呪るいてし備装 91



10 ユニットの行動

各ユニットにはWT（ウ
イトターン）があり、
れが0になってAT（ア
ックターン）になった
ニットから行動順が回
てきます。
自軍ユニットに行動順が回ってきたら、
を押してコマンドを表⺬し、この中から各
コマンドを選びましょう。「移動」と「行
動」を1回ずつ選ぶか、「待機」を選ぶと
次のユニットに行動順が移ります。
※ 自軍ユニットの中には、一部自動で行動す

るもの（GUEST）もいます。

境環
。すまきで更変

を境環イレプでンョシプ
オ、りたし断中をムーゲ

機待
。す

まり移へトッニユの次が
順動行、し機待に場のそ

動行
。すまきでがとこるすを
動行なまざまさ、どな用
使ムテイア、法魔や撃攻

動移

。い
さだくてめ決に順のき向
のトッニユ→先動移、で
のるれさ⺬表が囲範動移
。すませさ動移をトッニユ

ドンマコ

っ
ユ
タ
こ
ェ



※ 選べるコマンドは、ユニットの種類や状況
によって異なります。

ユニットの中には呪文書を装備すること
で、戦闘時にMPを消費して魔法を使える
ものもいます。
MPは戦闘開始時は0ですが、時間ととも
に増えていきます。MPがたまったら「行
動」→「魔法」→使う魔法の順に選んでく
ださい。なお、消費したMPも時間ととも
に回復します。

デミヒューマン系や魔獣系ユニットの中に
は、自身の特徴を活かした特別な攻撃方法
をもつものもいます。「スペシャル」と呼
ばれるこの攻撃は、魔法と似ているものも
ありますが、攻撃範囲が狭い点とMPを消
費しない点が異なります。

ていつにルャシペス

ていつに法魔

覧一トッニユ

。すまき
でがとこるえ替り切をタ
ーメラパ⺬表で

。いさだくてし押
をでん選でをトッニ
ユいたし⺬表を細詳。す
まれさ⺬表が覧一のトッ
ニユるいてし加参に闘戦



11 ユニットとクラス

ユニットは大きく4つの
統に分かれています。
系統にはさまざまなク
ス（職業）があり、そ
ぞれ移動範囲やできる
動などが異なります。

ズイサのトッニユ

系獣魔

。すまいがどな」ンォ
フリグ「」ンゴラド「や
」スパトクオ「。すでト

ッニユのちたータスンモ

系ドッデンア

。すまし滅消
とるれさ倒で法魔の定特 ※

。すまいがど
な」トスーゴ「や」ント
ルケス「。すまきでがと
こるす活復とつた間時定
ーもてれさ倒、めたのそ
。すでトッニユ体命生非る

いてし動活てっよに力魔

系ン
マーュヒミデ

。すまいが
どな」ンマドーザリ「や
」ンマクーホ「。すでトッ

ニユつ持をーワパの獣魔
、とさ用器や性知の間人

系間人

。すで」スネゾマア「は性
女、」ーャジルソ「はス
ラク本基の性男、りおが
性女と性男。すでトッニ
ユな能可ジンェチスラク

統系のトッニユ

行
れ
ラ
各
系



ユニットにはサイズがあり、ほとんどのユ
ニットはSサイズです。ただし、魔獣系ユ
ニットのなかには「ドラゴン」や「オクト
パス」などLサイズのものもおり、彼らは
アタックチームに2ユニットまでしか参加
させることができません。

人間系ユニットは、ある程度成⻑して一定
条件を満たすと、クラスチェンジすること
ができます。地域マップ画面の「編成」で

「クラスチェンジ」を選んでください。な
お、男性と女性では、なれるクラスが異な
ります。

ジンェチスラク



12 地域と天候

戦闘フィールドは、さ
ざまな地形で構成され
おり、各ユニットの移
範囲や攻撃の効果など
変化します
また、戦闘フィールドの天候は時間ととも
に変化し、攻撃の命中率などに影響しま
す。クラスやエレメントなどにより苦手な
地形や天候などもあるので、配慮しながら
ユニットを動かしてください。

。
が
動
て
ま



13 セーブについて

進行状況の保存は、地
マップの「データ」

「セーブ」を選ぶと行え
す。2つのファイルから
存場所を選んでくださ
すでにデータが保存されているファイルを
選ぶと、上書きされます。保存したデータ
から始めるときは、タイトルメニューの

「CONTINUE」で「ステージ間データから
続ける」を選んでください。

戦闘時にコマンドで「環境」→「中断」を
選ぶと、戦闘の状態を中断データとして保
存できます。中断した場所からプレイを再
開するときは、タイトルメニューの

「CONTINUE」で「中断データから続け
る」を選んでください。なお、一度再開す
ると、中断データは消えてしまうので注意
しましょう。
※ この中断機能はゲーム独自の機能であり、

バーチャルコンソール対応ソフトの中断機
能とは別のものです。

ブーセ断中

。い
保
ま

で
域



14 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



15 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



16 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●



17 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※


