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1 ご使用になる前に

ごあいさつ

このたびは『SDガンダムワールド

 

ガチャ
ポン戦士

 

スクランブルウォーズ』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。

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。



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。

●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。

©創通・サンライズ 
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-TDHJ-JPN-00 



2 ゲーム紹介

『SDガンダムワールド
ガチャポン戦士

 

スク
ラ ン ブ ル ウ ォ ー ズ 』
は、SDガンダム（ス
ーパーディフォルメ・
ガンダム）を操作する
対戦シミュレーション
ゲームです。マップ上で自軍のユニット

（モビルスーツや戦艦）に指⺬を与え、敵
軍首都の占領を目指します。

ストーリー

少年は百円玉を握りしめていた。目の前に
は美しくも輝く、夢を売ってくれるマシー
ンが、少年の百円玉を今や遅しと待ってい
る。百円玉を所定の穴に押し込み、つ、つ
いに銀色に光るハンドルを右に回した――
―。ガチャッ！

 

とどうしたことかいつも
なら、赤や⻘、色とりどりのカプセルが出
るはずなのに……。ハンドルを握っていた
手にはいつの間にかコントローラーⅠ（も
ちろんファミコンよ！）が……目の前のガ
チャポンマシーンはいつのまにか消え……
何と夢か幻かSDガンダムがTV画面の中で
メチャクチャ暴れていたのだった……！！
ジャーン、ついに出ました、全国のオモチ
ャ屋の2頭身ヒーロー、足が短いと言われ
ながらも、君たちの心をつかんで離さない
爆笑軍団。その名もスーパーディフォルメ

・ガンダム・ワールド（ちょっとなげ～な）
ガチャポン戦士のスクランブル・ウォーズ
の始まりョ。



3 操作方法

マップモードの操作方法

カーソ ル・ユ
ニットの移動



セーブメ ニュ
ーの表⺬

（1P の
み）

決定 

キャンセル 

生産する ユニ
ットの選択

（首都選択時）

パスメニ ュー
の表⺬

を押しな がら




バトルモードの操作方法

ユニット の移
動



バトルの開始
（バトル

開始画面のとき）
（1Pのみ）

武器1の使用 

武器2の使用・
変形

（武器2、また
は変形する能力を
持っているユニッ
トのみ）

ゲームの 一時
中断・再開

（1P の
み）

その他の操作方法

と、と、 とは同じ
操作ができます。

カーソ ルの移
動

（1Pのみ）

ゲームス ター
ト

（タイト
ル画面 のとき）

（1Pのみ）

決定 （1Pのみ）



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。
※1台の本体では、1Pと2Pを同時に操作

することはできません。同時に操作する
場合は、2台の本体でダウンロードプレ
イを行ってください。(→5)

※「1 PLAY」「WATCH」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。

※ダウンロードプレイ中は、1Pと2Pの切
り替えができません。



5 ダウンロードプレイ

『SDガンダムワールド

 

ガチャポン戦士

 

ス
クランブルウォーズ』が保存されている本
体がひとつあれば、プレイする人数分の本
体同士で通信し、ダウンロードプレイを楽
しむことができます。

ニンテンドー3DS LL/3DS本体･････････
･･････プレイする人数分の台数（最大2台）
※『SDガンダムワールド

 

ガチャポン戦士
スクランブルウォーズ』が保存されてい
る本体が1台必要です。

2 PLAY
(ダウンロードプレイ)

用意するもの

はじめかた

●ソフトを送る側(親機)の場合

3.モード選択画面（→6）で「2 PLAY」
を選んでください。

1.VCメニューで｢ダウン
ロードプレイをはじめ
る｣をタッチしてくださ
い。

2.同時に遊ぶ子機が接続
されたことを確認して、
｢開始｣をタッチしてく
ださい。



●ソフトを受け取る側(子機)の場合

3.『SDガンダムワールド

 

ガチャポン戦士
スクランブルウォーズ』をタッチし、ソ
フトをダウンロードしてください。

1.HOMEメニューで｢ダウ
ンロードプレイ｣のアイ
コンをタッチし、｢はじ
める｣をタッチしてくだ
さい。

2.｢ニンテンドー3DSロ
ゴ｣をタッチしてくださ
い。

VCメニューで「ダウンロードプレイをお
わる」をタッチすると、終了できます。

終わりかた

ダウンロードプレイ中は、本体を閉じても
スリープモードになりません。

スリープモードについて



6 ゲームの始めかた

※「2 PLAY」を選んだ場合は、対戦プレ
イができます。詳しくは、ダウンロード
プレイ（→5）をご覧ください。

タイトル画面で を押すと、モード
選択画面が表⺬されます。

1 PLAY
⻘色の軍を操作して
C O M（ コ ン ピ ュ ー
タ）と対戦します。

CONTINUE
セーブデータがある
場合、続きから遊べ
ます。

2 PLAY
1Pは⻘色、2Pは赤
色の軍を操作して対
戦します。

WATCH
COM同士の対戦を観
戦します。

ゲームの初期設定

以下の項目を1Pが順番に設定すると、ゲ
ームが始まります。

マップの選択

ゲームの舞台となるマ
ップを選びます。



※選んだマップによって、初期に配置され
るユニットは異なります。

初期の兵力

ゲーム開始時にマップ
上に配置されるユニッ
トの数を設定します。

相手のタイプ選択

COMが対戦に参加す
る場合、COMのタイ
プ（戦いかた）を4人
のキャラクターの中か
ら選びます。



7 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。



8 データのセーブ（保存）

※セーブデータは1つです。すでにセーブ
データがある場合、新しいデータが上書
きされます。

※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。

※COMの思考中やユニットの選択・移動
中は、セーブできません。

マップモードで を押すとセーブメ
ニューが表⺬され、を押すと、これまで
の進行状況をセーブできます。セーブが終
わると、タイトル画面に戻ります。



9 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。
※ダウンロードプレイ中は、VC中断機能

を使うことはできません。



VCメニュー

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。
※ダウンロードプレイ中は、まるごとバッ

クアップ機能を使うことはできません。



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

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

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

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

セーブデータ +α

ゲーム内容

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



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

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有効の時

ゲームを再開 ゲームを再開します。

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。

ダウンロードプ
レイをはじめる

ダウンロードプレイを
はじめます。

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。

●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。

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、ダウンロード
プレイをはじめたいときは「ダウンロード
プレイをはじめる」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。



10 画面の見かた

マップモード

❶ 自軍のインフォメーション

❸

❷ マップの全体図

❷

❸ 現在のターン数

⻘い点と赤い点が両軍の首都、黄色のワク
が現在画面に表⺬されている範囲です。

❶



❸

❺

インフォメーションの見かた

❶ ❷

❻

❼

❹

❻ 現在のユニット数

❹ CT（CAPITAL）

❸ IC（INCOME）

各軍それぞれ最大で32ユニットまで生産
（→12）できます。

現在の所持金です。

毎ターンの収入額です。

❺ 生産中のユニット

❶ 選択中のユニット名

完成すると自軍の色に変わり、音と点滅で
知らせます。

❷ 選択中のユニットの移動力残量

❼ 1フェイズ内の残り行動回数



バトルモード

❶ ユニットの残りエネルギー

❷ 残り時間

❷

❶



11 ゲームの進めかた

このゲームには2つのモードがあります。
マップモードでは、ユニットに指⺬を出し
たり、首都で新たなユニットを生産したり
して戦力を強化していきます。バトルモー
ドでは、1対1で戦います。
先に敵軍首都にいるボスを倒して占領した
軍の勝ちです。

マップモード バトルモード

ターンとフェイズ

マップモードでは、自軍と敵軍でフェイズ
（行動する順番）を交互に行います。フェ
イズの開始時には、占領した都市やサイド
からの収入があり、生産中のユニットが完
成すると配備されます。
両軍のフェイズが1回ずつ終わると1ター
ン終了となり、これを繰り返してゲームを
進めます。



12 マップモード

ユニットの移動

マップモードでは、1回のフェイズにユニ
ットの移動、戦艦の攻撃、ユニットの生産
などを、3回まで行えます。行動を終えた
ユニットはEマークが表⺬されます。

ユニットを選んで移動させます。移動する
とユニットの「移動力」が減ります。地形

（→14）によって必要な移動力が異なりま
す。移動先に敵ユニットがいたり、敵軍首
都に入るとバトルモード（→13）が始ま
ります。

戦艦ユニットの移動・攻撃

戦艦ユニットを選ぶと
戦艦メニューが表⺬さ
れます。「MOVE」を
選ぶと移動、「FIRE」
を選ぶとマップモード
で４マス以内にいる敵
ユニットを攻撃できま
す。攻撃方法は以下の
2種類から選べます。

戦艦メニュー

BEAM
ダメージは少ないで
すが、命中率が高い
攻撃です。

MISSILE
ダメージは大きいで
すが、命中率が低い
攻撃です。



都市の占領とエネルギーの回復

ユニットが都市やサイドのマスで止まると
占領します。占領すると、マスの色が変わ
ります。都市やサイドを占領すると収入が
増えたり、占領した都市やサイドで1ター
ン待つとユニットのエネルギーが回復した
りします。
※戦艦ユニットは、都市を占領したり、敵

軍の首都に入ったりできません。
※自軍ユニットがいる都市やサイドが攻撃

され、エネルギーが減ってしまった場合
は、一度都市やサイドの外に出てからも
う一度戻らないと、エネルギーが回復し
ません。

※自軍の首都には入ることができず、回復
もできません。

ユニットの生産

自軍の首都を選ぶと、
敵軍のインフォメーシ
ョン画面に生産指令が
表⺬され、ユニットを
選んで生産できます。
完成したユニットは、
首都を選んで出撃させ
ることができます。 生産指令

※選んだマップによって、生産できるユニ
ットは異なります。



生産指令には、生産可能なユニットの情報
が表⺬されます。

生産指令の見かた

PC 生産に必要な費用です。

MV ユニットの移動力です。

EN ユニットの最大エネルギーです。

TN 生産に必要なターン数です。

動かせるユニット
がいない場合や、
これ以上行動した
くない場合は、パ
スメニューを表⺬
してを押すと、
フェイズをパスし
ます。

自軍フェイズのパス

パスメニュー



13 バトルモード

バトルの勝敗

60秒の制限時間内に敵ユニットのエネル
ギーを0にすると勝ちとなり、敵ユニット
を破壊します。時間切れの場合、残りエネ
ルギーが少ない方のユニットが進行方向と
は逆方向に数マス追い出されます。
※マップの端などで追い出されると、後退

できず、ユニットが破壊されることがあ
ります。

マップモードで敵ユニットのいるマス、ま
たは敵軍首都に入ると、バトルモードにな
ります。



短縮時間
残り時間が10秒減り
ます。

金縛りのお
札

取ったユニットは、5
秒間動けなくなりま
す。

チカラドリ
ンク

ユニットのエネルギ
ーが回復します。

激走足袋[た
び]

一時的にユニットが
スピードアップしま
す。

バトル中、ステージ上
のアイテムを取ると、
様々な効果が発生しま
す。

アイテムについて



14 地形紹介

アステロイド（ASTEROID）

移動コスト：3
バトルモード時、障害物があり、
フィールドに慣性が働きます。

大気圏（ATMOSPHERE）

移動コスト：移動力すべて消費
バトルモード時、フィールドに下
向きの引力が働き、一番下まで落
ちるとダメージを受けます。

森林（FOREST）

移動コスト：2
バトルモード時、障害物がありま
す。

平野（PLAIN）

移動コスト：1
バトルモード時、障害物がなく自
由に動けます。

宇宙（SPACE）

移動コスト：1
バトルモード時、障害物がなく、
フィールドに慣性が働きます。

マップには、様々な地形があります。地形
によって、マップモードでの移動に必要な
コストやバトルモードのフィールドが変わ
ります。



海（SEA）

移動コスト：3（水中用ユニットは
1）
バトルモード時、フィールドに上
向きの浮力が働きます。

サイド（SPACECOLONY）

移動コスト：1
宇宙にあるエネルギー補給地です。
占領すると毎ターンの収入額（IC）
が増えます。

都市（CITY）

移動コスト：1
地上にあるエネルギー補給地です。
占領すると毎ターンの収入額（IC）
が増えます。

砂漠（DESERT）

移動コスト：3
乾燥した砂漠地帯です。移動コス
トが高い地形です。

首都（CAPITAL）

移動コスト：3
ユニットの生産ができます。
首都が陥落するとゲーム終了です。

火山（VOLCANO）

移動不可
唯一、進入不可な地形です。



15 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 。 

『SDガンダムワールド ガチャポン戦士 
スクランブルウォーズ』 
に関するお問い合わせ先 

株式会社バンダイナムコゲームス 
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

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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