
1 ご使用になる前に

遊びかた

2 操作方法

3 1Pと2Pの切り替え

4 ゲームの始めかた

5 ゲームの進めかた

6 ゲームの遊びかた

7 画面の見かた

8 プレイヤーの攻撃

9 アイテムの説明

10 ゲームの終わりかた

11 VCで使える機能

12 セーブに関するご注意

困ったときは

13 お問い合わせ先



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。

©1993 Konami Digital Entertainment

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。

KTR-N-UBCJ-00

 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



2 操作方法

1PコントローラーでTWINBEE(ツインビ
ー)、2PコントローラーでWINBEE(ウイ
ンビー)を操作します。

※ このゲームは1Pプレイ・2P同時プレイで遊
べます。
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※ これは初期設定ですので、～ボタンの
設定はOPTION(オプション)で自由に変更
できます。



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同時プレイで遊ぶ場合には、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 ゲームの始めかた

❶ タイトル
ボタン、また

ボタン上下でカーソ
を「1PLAYER」

「2PLAYERS」に合わ
ボタンを押し

ください。
なまえのとうろく画面に変わります。

※ 2Pコントローラーで「1PLAYER」を選択
すれば、ウインビーで1Pプレイを楽しむこ
とができます

※ デモ ボタンを押すとタイトル
画面に戻ります。

❷ なまえのとうろく
ボタンで文字選択、
ボタンで入力できま
また、文字入力のカー
ルを戻したい時には
タンを押してください
ここで入力した名前はランキングに表⺬さ
れます

「END」を選択するか ボタンを
押すと、ぶんしんせれくと画面に変わりま
す。
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ボタン上下でぶんし
選択 ボタン
決定します
決定すると、ゲームス
ートです。
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5 ゲームの進めかた

次々やってくるどんぐり隊をやっつけ、
Dr.マードックの基地を破壊しましょう。

全7ステージ構成で、各ステージの最後に
ボス敵が出てきます。ボス敵を倒すとステ
ージクリアになり、次のステージへ進めま
す。

ライフが全てなくなるとプレイヤーアウト
になります。ライフはステージ途中に出て
くるライフアイテムで回復できます。ま
た、ステージクリアで全回復します。

プレイヤーアウトになると、コンティニュ
ー画面になります。「まだやるぜ!!」か

「もーやめちゃう!」のどちらかを、10カ
ウント以内にカーソルで選 ボ
タンで決定してください。

「まだやるぜ!!」を選ぶと、そのステージ
の最初からプレイを続けることができま
す。

クレジットがなくなるとゲームオーバーに
なります。
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ゲームオーバー画面の
ランキング画面に変わ
ます。STAGE(ステー
の表⺬は「(ゲーム開始
の周回数、ステージ)-(
ーム終了時の周回数、ステージ)」となっ
ています。
※ 1プレイごとのスコアを記録することができ

ます。
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6 ゲームの遊びかた

雲を撃つとベルが出現します。そのベルを
撃って、いろんな色に変えてください。取
るベルによっていろいろなパワーアップが
できます。

相手を振り回して敵を倒す投げ攻撃やライ
フ受け渡し、また、カップルモードなどふ
たりでプレイすればゲームがもっと楽しく
なります。

1Pプレイでゲームスタートしても、あい
ているコントローラー ボタンを
押せば途中参加することができます。
※ ただし、CONTINUE(コンティニュー)表⺬

中のみです。
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7 画面の見かた
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8 プレイヤーの攻撃

ショットはベルによっ
パワーアップすること
できます
空中の敵を攻撃します

両手にバクダンを1発ず
持って敵に投げつけま
照準はAUTO(オート)
す。地上の敵を攻撃し
す

ボタンを押し続けると
ワーがたまり、ボタン
はなすとパンチが出ま
たくさんパワーをため
とパンチは強力になり
す。空中の敵に超強力攻撃します。

ぶんしんはベルパワーアップによって装備
できます。
ダメージを受けると装備が1つなくなりま
す。タイプは各プレイヤーごとに3種類の
中から設定できます。
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プレイヤーどうしが重なりあっている時に
ボタンを押すと、ボタンを押した方が相手
を振り回して投げることができます。投げ
られたプレイヤーは無敵状態で画面上を跳
ね回り、敵をやっつけます。
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プレイヤーどうしを重
てボタンを押し続けて
ださい
多い方から少ない方へ
イフを仲良く分けあい
す。

ま
ラ

。
く
ね



9 アイテムの説明

画面上にぷかぷかと浮かんでいる雲をショ
ットするとベルが出現します。最初ベルは
黄色ですが、ショットが4発当たるごとに
色が変化します。
取るベルによって下のようなパワーアップ
ができます。

連続して取ると得点が増えていき
ます。

4段階までスピードアップすると、
1段階に戻ります。

敵を貫通する強力なショット。
※ SHOTボタンで使用。

攻撃範囲が広いショット。
※ SHOTボタンで使用。

ダメージを一定量ふせぎます。

選んだタイプのぶんしんを1つ装備
ます。(最高4つ装備)

4つ以上取るとストックすることが
できます。(最高9つまで)
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画面内全ての敵にダメージを与える
攻撃を1発ストックできます。(最
高9発まで)
攻撃中、プレイヤーは無敵です。
※ スタート時、3発ストックしていま

す。
CHIBIボタンで使用。

※ パワーアップの中には同時に持つことので
きるものとできないものがあります。

※ また、1Pプレイ時と2Pプレイ時とでも異な
ってきます。

ある地上敵をやっつけ
と、「ライフ回復ハー
か「スカ」が出てきま
うまくアイテムを取っ
ライフ回復してください。
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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
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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。
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●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
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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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

トンメンイテタンエルタジデミナコ
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※


