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1 ご使用になる前に

ごあいさつ

このたびは『がんばれゴエモン外伝 きえ
た黄金キセル』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｢取扱説明書｣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、この取扱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

WARNING
Copying of any Nintendo software
or manual is illegal and is strictly
prohibited by copyright laws of
Japan and any other countries as
well as international laws.Please
no t e t ha t v i o l a t o r s w i l l b e
prosecuted. This warning does not
in t e r fe re w i t h y o u r r ig h t s f o r
personal use under copyright laws.

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。
FO R S AL E I N J AP A N O N L Y .
C O MM ER C IA L US E,
U N AU T HO RI ZE D C OP Y AN D
RENTAL PROHIBITED.



●むやみに電源をON/OFFする、データ
のセーブ中にゲームカードやSDカー
ドを抜き差しする、操作の誤り、端子
部の汚れなどの原因によってデータが
消えてしまった場合、復元はできませ
ん。ご了承ください。

●セーブデータを改造する装置の使用
は、ゲームを正常に進められなくなっ
たり、セーブデータが壊れたり消えた
りする原因となりますので、絶対にお
やめください。万一このような装置を
使用してセーブデータを改造された場
合には、改造する前の状態に復元する
ことはできませんので、十分にご注意
ください。

©1990 Konami Digital Entertainment
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-TCTJ-JPN



2 ゲーム紹介

『がんばれゴエモン外
伝 きえた黄金キセル』
は、大泥棒のゴエモン
が、仲間たちとともに
冒険するロールプレイ
ングゲームです。黄金
のキセルを盗み出した
犯人を追って、各地を
探索したり敵と戦ったりします。

ゴエモン



3 操作方法

と、と、 とは同じ
操作ができます。

項目の選択 

キャンセル 

決定 

その他の操作方法

移動 

話す・調べる
（人や物 の
前で）

メッセージを進め
る

///
/

メニュー画面を閉
じる

（メニュ ー
画面のとき）

メニュー画面の表
⺬

（MAP画面
のとき）

基本の操作方法



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

「つづける」を選び、1～３のたびにっき
を選びます。メッセージのスピードを選ぶ
と、前回の続きから再開します。

続きから遊ぶとき

最初から遊ぶとき

「はじめる」を選び、メッセージのスピー
ドを選びます。

タ イ ト ル 画 面 で
を押してモー

ドを選び、 を
押します。



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 データのセーブ（保存）

※データを上書きするときは、データの内
容を十分にご確認ください。上書きされ
たデータは元に戻せません。

※セーブ終了後に、リセットボタンを押し
ながら電源を切るようにメッセージが表
⺬されたら、VCメニュー（→8）の「リ
セット」をタッチしてタイトル画面に戻
ります。

メニュー画面の「きろく」（→10）を選
び、1～3のいずれかのたびにっきを選ぶ
と、ゲームの進行状況をセーブします。

データをセーブする



8 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。
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。

まるごとバックアップ機能を使用
する場合のご注意

バックアップしたデータをよみこむ
と、 ゲーム内でセーブデータを作成し
ていた場合、そのセーブデータが上書
きされる場合があります。

（例）

❶ 10月24日に、まるごと バックア
ップ機能を使って、ゲーム状況と
ゲーム内のセーブデータをバック
アップ（）します。

10/24



まるごとバックアップ
データ

ゲーム状況

セーブデータ

ゲーム内容

ゲーム状況

セーブデータ

10月24日

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



❷ 10月28日に、ゲームを進めた内容
（+α）をゲーム内のセーブデータに
保存します。

10/28

❸ この状態で、10月24日にバックア
ップしたデータをよみこむ（）



まるごとバックアップ
データ

10/28

❹ バックアップしたデータがゲーム
内のセーブデータを上書きして、
ゲームを進めた内容（+α）が失わ
れ、10月24日のゲームの内容に戻
ります。

10/28

セーブデータ +α

ゲーム内容

セーブデータ +α

ゲーム内容

ゲーム状況

セーブデータ

10月24日

ゲーム状況

セーブデータ

ゲーム内容

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



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
ゲーム状況とゲーム内
のセーブデータをバッ
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

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
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。



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。

●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。

※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。



9 ゲームの進めかた

メニュー画面（→10）
で、道具（→14）や
術（→17）を使った
り、武器や防具を装備
したりできます。

旅の準備を整える

フィールド

屋敷や洞くつ町や村

探索を行うMAP画面には、店で買い物を
したり人と話したりする「町や村」と、犯
人の手がかりや、大事な道具を探す「屋敷
や洞くつ」、次の町や村などへ移動する

「フィールド」があります。

探索する

黄金のキセルを盗んだ
犯人を追って、さまざ
ま な 場 所 を 探 索 し ま
す。手に入れた道具や
武器で旅の準備を整え
て、敵と戦います。



敵と出会うと戦闘画面
（→12）になり、仲間
とともに戦います。勝
つと経験値とお金が手
に入ります。

敵と戦う



10 メニュー画面でできること

道具リストの空白を「そうび」すると、装
備中の武器や防具をはずせます。

装備をはずす

※キャラクターごとに装備できる武器や防
具は異なります。

武器は「ぶき」に、防具は「あたま」「ど
う」「こて」に装備します。

装備について

どうぐ

道具を使ったり、捨てた
り、装備したりします。

「ねくすと」を選ぶと、道
具のリストが切り替わり
ます。

じゅつ 術を使います。

きろく
※「きろく」はフィールド

でのみ行えます。

ゲームの進行状況をセー
ブします。

ようす
ステータス画面（→11）
を表⺬します。

道具を使ったり、キャ
ラクターたちの強さを
見たりします。



11 ステータス画面の見かた

位（くらい）

キャラクターのレベルを
表します。けいけんちが
一定までたまると、1つ
上がります。

体力
体力（→12）の現在値／
最大値です。

忍術
忍術（→12）の現在値／
最大値です。

けいけんち 敵を倒すと増えます。

こうげき力

高いほど敵に与えるダメ
ージが多くなります。武
器を装備すると、数値が
変化します。

ステータス

選ぶと、持っている道具が表⺬されます。
でページを動かせます。

❷ どうぐをみる

集めたお金です。

❶ こばん

❷❶

キャラクターを選ぶと、よりくわしいステ
ータスが表⺬されます。



じゅつ ※術を覚えないキャラク
ターもいます。

覚えている術です。

ぼうぎょ力

高いほど敵から受けるダ
メージが少なくなります。
防具を装備すると、数値
が変化します。

すばやさ
高いほど敵より早く行動
したり、攻撃をかわしや
すくなったりします。

うん

高いほど敵の攻撃をかわ
しやすくなるなど、いろ
いろな力を発揮できるよ
うになります。

じょうたい
キャラクターの状態（→
12）です。

そうび 装備中の武器や防具です。



12 戦いかた

術を使うと減ります。
●忍術

敵の攻撃を受けると減ります。
●体力

❷ 体力と忍術

キャラクター全員がしぼう状態になる
とゲームオーバーになります。「は
い」を選び、1～3のたびにっきを選
ぶと、その続きからゲームを再開でき
ます。

ゲームオーバーについて

MAP画面を歩くと、体力が減って
いきます。

●どく

体力が0になった状態で、操作がで
きなくなります。

●しぼう

現在の状態をあらわします。「しぼう」や
「どく」の状態になると変化します。

❶ キャラクターの状態

❸

❷

❶

戦闘画面の見かた

キャラクターごとにコマンドを選んで、敵
と戦います。



❸ 戦闘コマンド

たたかう 武器や素手で攻撃します。

じどう

キャラクターが自動で戦
います。1ターン終了後
にを押すとキャンセル
できます。

じゅつ

術（→15～17）を使い
ます。「→」を選ぶと、
術のリストが切り替わり
ます。

ぼうぎょ
受けるダメージを減らし
ます。

にげる
敵から逃げます。逃げら
れないこともあります。

どうぐ
※道具を選んでから対象

選択画面でを押すと、
選んだ道具がリストの
最後に移動します。

道具を使います。



13 お店

道具を購入できます。いらなくなっ
た道具を売ることもできます。

万屋［よろずや］

武器を購入できます。

武器屋

しぼう状態や、どく状態を治しま
す。

復活屋

めし屋でご飯を食べると、全員の体
力と忍術が全回復します。ハンバー
ガーショップでセットを注文すると
全員の、単品を注文すると1人の体
力と忍術が全回復します。「もちか
えり」でハンバーガー（→14）を
購入できます。

めし屋・ハンバーガーショップ

防具を購入できます。

防具屋

宿屋・風呂屋

体力と忍術が全回復します。



定期便に乗って、特定の場所へ移動
できます。

船着場

「大小とばく」と「コレゾウくんを
さがせ」の2種類いずれかの賭けに
挑戦できます。

とばく屋

パスポートがあれば、飛行機や船などに乗
って、特定の場所へ移動できます。

空港・外国船乗り場

リニアかごに乗って、特定の場所へ移動で
きます。

リニアかご

外国に行くためのパスポートを購入
できます。

パスポート発行所

お金を稼ぐことができます。

アルバイト屋

さまざまなみせものを見ることがで
きます。

みせもの小屋



14 道具

※道具はほかにもあります。

おにぎり ※約45回復する梅干し入
りのものもあります。

体力を約35回復します。

がんやく どく状態を治します。

シーパーマン
ト

立ち寄ったことのある町
や村に一瞬で移動できま
す。

ハンバーガー 体力を全回復します。

こづち
※体力は1になります。
しぼう状態を治します。

まきもの
敵を攻撃する術（→15）
のいずれかを使います。

ちからのまき
もの

一時的に、全員のこうげ
き力が上がります。

たかげた
一定時間、ダメージを受
けることなくダメージゾ
ーンを歩けます。

ローラースケ
ート

一定時間、MAP画面をす
ばやく移動できます。

いんろう
一定時間、弱い敵と出会
わなくなります。

ひみつのかが
み

屋敷や洞くつから一瞬で
脱出できます。



15 敵を攻撃する術

カエン 火炎の術で攻撃します。

どカエン
全員を大火炎の術で攻撃
します。

ピカりん
全員を大雷電の術で攻撃
します。

スイスイ 水流の術で攻撃します。

どスイスイ
全員を大水流の術で攻撃
します。

ゴロりん
全員を雷電の術で攻撃し
ます。



16 敵を特定の状態にする術

つーうえ！ 防御力を下げます。

トンとん
全員の体力を、一番低い1
体と同じにします。

とじこめ 全員の術を封じ込めます。

うふふん
全員の動きをにぶらせま
す。

ネンコロり 眠らせます。

ウインク
※ヤエちゃんのみ使用で

きます。

全員の動きをにぶらせま
す。



17 仲間を補助する術

ばーりあ
敵の術を跳ね返せるよう
になります。

シーウ！
全員のぼうぎょ力が上が
ります。

スピーダ！
一定時間、MAP画面をす
ばやく移動できます。

ダボ！ こうげき力が上がります。

りふる 体力を小回復します。

りふりら 体力を大回復します。

りふおる
全員の体力を全回復しま
す。

どくぬけ どく状態を治します。

ワンナッぴ しぼう状態を治します。

とぶーん
立ち寄ったことのある町
や村に一瞬で移動できま
す。

デルデル
屋敷や洞くつから一瞬で
脱出できます。



18 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。

『がんばれゴエモン外伝
きえた黄金キセル』

に関するお問い合わせ先

株式会社
コナミデジタルエンタテインメント
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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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