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1 ご使用になる前に

ごあいさつ

このたびは『マイティファイナルファイ
ト』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。

©CAPCOM U.S.A., INC. 1993, 2014
ALL RIGHTS RESERVED.
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-TDMJ-JPN-00

●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。

「マ イ テ ィ フ ァ イ ナ ル フ ァ イ ト 」 は
CAPCOM U.S.A., INC.の登録商標です。



2 ゲーム紹介

『マイティファイナル
ファイト』は、「コー
ディー」「ガイ」「ハ
ガー」のいずれかを操
作して、「マッドギ
ア」にさらわれた「ジ
ェシカ」を救うために
戦うアクションゲームです。

プロローグ

巨大都市メトロシティ。そこの市⻑マイク
=ハガーの娘、ジェシカは飛び抜けた美し
さと屈託の無い明るさで街の人たちの心の
支えになっていた。
だが、そんな彼女を自分一人のものにしよ
うと企む者がいることに気付いた人間はま
だ誰もいなかった。

「市⻑、大変です！

 

お嬢様が、お嬢様が
！」
「なにー、マッドギアの奴等にジェシカが
さらわれた!?」

いま、三人の愛をかけた闘いが始まった。



3 操作方法

ゲーム中の操作

移動 

攻撃 

連続攻撃 連打

ジャン プキッ
ク

（ジャンプ中）

バックジ ャン
プ

向いている方向
と逆に押す（ジャ
ンプ中）

ジャンプ 

投げ（コ ーデ
ィー、ガイ）

+（連続攻撃
の3発目の後）

アイテ ムを拾
う

（アイテ ムの
上にいるとき）

攻撃アイ テム
を使う

（攻撃ア イテ
ムを持っていると
き）

バックド ロッ
プ（ハガー）

+（連続攻撃
の3発目の後）



ゲームの 一時
中断・再開

ジャン ピング
ニーパッ ト

（ コーディー 、
ガイ）

+（ジャンプ
中）

敵にぶつかると相手をつかみ、以下のこと
ができます。

つかみ技

必殺技※ +

ひざ蹴り 

投げ +

※ハガーは必殺技を出すときにを押す
と、必殺技中に左右に移動できます。



その他の操作

トルネード ス
ウィー プ（コ
ーディー）

+（右向きの
とき） /+

（左向きのとき）

スクランブル・
ハガープ レス

（ハガー）

+（右向きの
とき） /+

（左向きのとき）

ソニッ クキッ
ク（ガイ）

→着地 と同
時に押す（バック
ジャンプ中）

特殊技

コーディーとハガーはレベル（→8）4か
ら、ガイはレベル1から使用できます。

※「スクランブル・ハガープレス」を敵に
当てると、相手をつかむことができま
す。そのまま連続攻撃をすることもで
きます。

※「スクランブル・ハガープレス」は攻撃
アイテムを持っていると使えません。

項目の選択 

会話のス キッ
プ

決定 

会話の早送り 押している間



と、と、 とは同じ
操作ができます。



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

タ イ ト ル 画 面 で
を押すと、プ

レイヤーセレクト画面
に移動します。

プレイヤーセレクト画面

使うキャラクター（→
10）を3人の中から選
ぶと、ゲームが始まり
ます。

※ハガーはレベルが3の状態でスタートし
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 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。



VCメニュー

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。

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。



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。

●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

パンチやキックで敵を倒しながら進みま
す。ボスを倒すとラウンドクリアとなり、
次のラウンドに進みます。

敵の攻撃を受けたり、必殺技を敵に当てた
りすると減ります。

❶ プレイヤーのライフゲージ

❷ 敵のライフゲージ

❸ プレイヤーの現在のレベル

攻撃したり、つかんでいる敵の残りライフ
ゲージです。

❹ 現在のラウンド

❺ プレイヤーの残り数

❻ 獲得した経験値／レベルアップ
に必要な経験値

敵を倒すと経験値を獲得します。

❹❶

❺

❻❸

❷



レベルアップについて

レベルアップに必要な経験値を獲得する
と、レベルアップし、ライフゲージの上限
が増え、すべての技の威力が上がります。

ミスとコンティニュー

ゲームオーバー

敵の攻撃でプレイヤー
のライフゲージがなく
なったり、穴に落ちた
りするとミスになり、
残り数が1減ります。
残り数が0のときにミ
スするとコンティニュ
ー 画 面 に な り ま す 。

「YES」を選ぶとプレ
イヤーセレクト画面に移動し、キャラクタ
ーを選んでラウンドの最初からやり直すこ
とができます。このとき、クレジットが1
減ります。「NO」を選ぶとタイトル画面
に戻ります。

クレジット

プレイヤーの残り数とクレジットがともに
0のときにミスすると、ゲームオーバーに
なります。

※敵を倒して獲得できる経験値は、状況に
よって変化します。

※コンティニューすると、レベルはそのラ
ウンドに入ったときのレベルに戻り、経
験値は0になります。

※「YES」を選んだ後のプレイヤーセレク
ト画面で違うキャラクターを選んでも、
前のキャラクターのレベルを引き継ぎま
す。



9 アイテム紹介

ナイフ（コ
ーディー）

敵が近くにいる場合
は切りつけ、遠くにい
る場合は投げつけま
す。投げるとなくな
ります。

ハ ン マ ー
（ハガー）

目の前にハンマーを
振り下ろします。

手裏剣（ガ
イ）

スピードは3人の武器
の中で一番ですが、8
発投げるとなくなり
ます。

ドラム缶を破壊すると、中からアイテムが
出現することがあります。また、一部のア
イテムが落ちていることもあります。

キャラクターによって、出現する武器アイ
テムが異なります。

武器アイテム



ハート
プレイヤーの残り数
が1増えます。

ドル袋
クレジットが1増えま
す。

モビちゃん
プレイヤーの残り数
が2増えます。

食べ物

ライフゲージを回復
できます。回復する
量 は 食 べ 物 の 種 類

（全4種類）によって
異なります。

その他のアイテム



10 キャラクター紹介

主人公。生まれながらのケンカ
の天才で、ナイフを扱わせたら
右に出るものがいない。マーシ
ャルアーツを技の中に取り入れ
てはいるが、現在はほとんど自己流のケン
カスタイルで闘い、スピード、パワーの両
方に最もバランスが取れている。3人のプ
レイヤーの中では初めてゲームをする人に
おすすめ。これと言った得意な技はない
が、経験を積み重ねることによって技を体
得していく。

コーディー

武神流忍法39代目伝承者。現代
に生きる忍者の末裔。素早い動
きと多彩な技で攻撃する。アメ
リカには武者修行をするために
やって来た。義と人情に厚く、正義と友情
のためならどんな不利な状況でも飛び込ん
でいく。身のこなしとレベルの上がり具合
の早さは3人の中で最も早いが、技の威力
は低いので、耐久力のある敵には苦しい闘
いを強いられそう。得意技はバック転して
高速で蹴りを打ち出すソニックキック。

ガイ



メトロシティの熱血市⻑。現役
は退いたものの豪快な破壊力を
誇るプロレス技は今も健在で

「まだ若者には負けん。」と今で
も鍛錬を怠らない。パワーは3人中最高で、
威力はあるが、スピードが最も鈍く、ま
た、レベルアップも最も遅い。得意技はフ
ライング・パイルドライバー。

ハガー



11 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。

『マイティファイナルファイト』
に関するお問い合わせ先

株式会社カプコン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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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