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1 ご使用になる前に

ごあいさつ

このたびは『へべれけ』をお買い上げいた
だき、誠にありがとうございます。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。

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
ニューの 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。

本ソフトは、原作のゲーム内容をニンテ
ンドー3DS上で再現したものであり、
動作・表現などに原作とは若干の違いが
ありえます。あらかじめご了承くださ
い。

任天堂のゲームやソフトの複製は違法で
あり、国内および外国の著作権法によっ
て厳重に禁じられています。違反は罰せ
られますのでご注意ください。なお、こ
の警告は、私的使用を目的とする著作権
法上の権利を妨げるものではありませ
ん。また、この電子説明書も国内および
外国の著作権法で保護されています。

警 告



本品は日本国内だけの販売とし、また商
業目的の使用や無断複製および賃貸は禁
止されています。

©SUNSOFT
ファミコン・ファミリーコンピュータ・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。

CTR-N-TC9J-JPN-00



2 ゲーム紹介

はるか昔、平和だったこの世界もいつの日
か大きな戦争を始めてしまいました。
その戦いはまわりの世界をまきこみ、時空
はねじれ世界は崩壊してしまったのです。
主人公へべは戦いのあおりをうけ、時空の
裂け目に落ちてしまいました。
へべは悲嘆にくれたのですが、やがて気を
とりなおし、元の世界へかえる冒険を始め
ることを決意しました。

ストーリー

『へべれけ』は、「へ
べ」や仲間たちを操作
して世界を冒険するア
クションゲームです。

へべ



3 操作方法

タイトル画面の操作方法

決定

項目の選択 /

移動 

ゲームの一時中
断・再開

ふせる 

起き上がる
（ふせている
とき）

セレクト画面の
表⺬

ロープなどの上
り下り



ジャンプ 

基本の操作方法



と、と、 とは同じ
操作ができます。

項目の選択 

決定・前の画面
に戻る

アイテムを使う 

セレクト画面の操作方法



4 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。



5 ゲームの始めかた

パスワードを入力して、続きから遊びま
す。

PASS WORD

最初から遊びます。

START

いずれかのボタンを押
すと、項目が表⺬され
ます。どちらかを選び
ます。

タイトル画面



色・項目の選択

「END」を選ぶ

場所の選択 

決定 

キャンセル 

※「EXIT」を選ぶと、タイトル画面に戻り
ます。

※パスワードはセレクト画面（→9）で確
認できます。

※アイテムなどを引き継ぎ、ライフが10
の状態でスタート地点から再開します。

パスワードを以下の操
作で入力します。 の
色と配置する場所を選
び 、 終 わ っ た ら

「END」を選びます。

パスワード入力画面



6 ゲームの終わりかた

プレイ中に 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。
詳しくは、｢VCで使える機能｣のページを
ご覧ください。



7 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。

VCメニュー

VC中断機能

でゲームを中断し、ゲームの状況
を保存する機能です。
ゲーム中に 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、ゲームの途中で他のソ
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
詳しくは以下をご覧ください。

有効時 無効時



まるごとバックアップ機能

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。

まるごとバックアップ機能が有効の時

ゲームを再開 ゲームを再開します。

まるごと復元

まるごと保存でバック
アップしたデータをよ
みこみます。
※データがある場合の

み表⺬されます。

まるごと保存
ゲーム状況をバックア
ップします。

リセット
タイトル画面に戻りま
す。

まるごとバックアップ機能の有効無効
を切り替える

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。



●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が無効の時

ゲームを再開したいときは「ゲームを再
開」をタッチ、タイトル画面に戻りたいと
きは「リセット」をタッチしてください。
※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。



8 ゲームの進めかた

ボスを倒すと、新たな
通路が開いたりアイテ
ムを入手できたりしま
す。

ボスとのバトル

キャラクターには、それぞれ得意なことが
あります（→11）。状況に応じて交代す
ると、水中などの場所もスムーズに移動で
きます。

交代する

※負けても再挑戦でき、ゲームオーバーに
はなりません。

はじめに対戦バトルを
挑んできます。勝つと
仲間に加わります。

3人の仲間たち

敵と戦いながらいろいろな場所を探索し、
「この世界の出口」といわれる神殿をめざ
します。特定の場所に行くと、仲間と出会
ったりボスに遭遇したりします。



タイトル画面に戻ります。

END

アイテムなどを引き継いだ状態で、スター
ト地点から再開します。

CONTINUE

キャラクター全員の体力を表すライフ（→
9）がなくなると、ゲームオーバーです。

ゲームオーバー



9 画面の見かた

❹ 入手したカギ（→12）

持っているだけで効果を発揮します。

❸ 所持アイテム（→12）

アイテムを選ぶと、使えます。

❷ 使用アイテム（→12）

キャラクターを選ぶと、交代できます。

❶ キャラクターセレクト

❶

❹
❷ ❸

を押すと、表⺬されます。

セレクト画面

ハートの器（→12）を取ると増えます。

❷ ライフの器

※触れたものによって、ダメージ量は異な
ります。

※最大で49まで回復できます。

敵やトゲなどに触れると減ります。

❶ ライフ

❶

❷



10 敵の倒しかた

※キャラクターごとに技が異なり、特定の
アイテムを入手すると使えるようになり
ます。（→11）。

※1つになったハートは、一定時間が経過
すると消えてしまいます。

を押し続けると、キャラクターの周りに
ハートが集まります。1つになってから
を押すと、発動します。

すぺしゃるあたーく

ぽぷーんの近くでを押すと、持ち上げま
す。もう一度を押すと、投げます。

ぽぷーんあたーく

※おしりあたーくで倒した敵は、ぽぷーん
か命の実（→12）になります。

ジャンプ中にを押し続ける
と、敵を踏みます。

おしりあたーく



11 へべと仲間たち

を入手すると、すぺしゃるあ
たーくが使えます。目玉の誘導
弾を飛ばせます。

めんたまとびであたーく

ふわふわと⻑くジャンプできます。

助左衛門

を入手すると、すぺしゃるあ
たーくが使えます。敵を一定時
間凍らせて、足場にできます。

あいすこちこちあたーく

氷の上を滑らずに歩いたり、水面を
泳いだりできます。

おーちゃん

を入手すると、すぺしゃるあ
たーくが使えます。首を伸ばし
て、遠くの敵を攻撃できます。

くびちょんぱあたーく

壁に向かってを押しながらを連打する
と、登ります。

へべのぼり

足が速く、きゅうばん（ ）を入手
すると壁を登れます。

へべ



を入手すると、すぺしゃるあ
たーくが使えます。特定のブロ
ックを壊す爆弾を吐き出せま
す。

うげーばくだんあたーく

水中でを連打すると、泳ぎます。

泳ぐ

水中を泳いで、深いところまで潜れ
ます。

ヂェニファー



12 アイテム

使うと、ライフが全回復します。

命の水

使うと、ライフが一定量回復しま
す。

くすり

セレクト画面で、マップを確認でき
るようになります。

マップ

セレクト画面で、パスワードを確認
できるようになります。

すいしょう

使用アイテム

取ると、ライフの器が1つ増えます。

ハートの器

取ると、ライフが2回復します。

命の実



指輪と同じく3色あり、そろえると
神殿の扉が開きます。

カギ

赤・⻘・緑の3色あります。マップ
に、同じ色のカギのありか（ ）が
表⺬されます。

力の指輪

マップに、アイテムのありか（ ）
が表⺬されます。

心の目

マップに、自分の位置（ ）が表⺬
されます。

コンパス

所持アイテム



13 お問い合わせ先

※ゲームの攻略情報についてはお答えしておりません。

『へべれけ』
に関するお問い合わせ先

サン電子株式会社
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ニンテンドー3DSのサービス全般、お
よび各ソフトに関するお問い合わせ先
につきましては、ニンテンドーeショッ
プの「設定・その他」の「お問い合わ
せについて」をご覧ください。
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