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1 るな に前使ご に用

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。

Wii Uメニューの  ( 安全に使用するために )は、ご使

用になる前に必ずお読みください。ここには、お客様の

健康と安全のための大切な内容が書かれています。

ご使用になる方が小さなお子様の場合は、保護者の方が

よく読んでご説明ください。

安全に使用するために



2 方法操作

本体に登録した、次のいずれかのコントローラーを使用

します。

※ クラシックコントローラPROの代わりに、クラシックコント

ローラも使用できます。

コントローラーの登録方法

HOMEボタンメニューで

「コントローラーの設定」を

選ぶと、右の画面が表⺬され

ます。「登録」を選んだあ

と、画面の案内に従って操作してください。

使用できるコントローラー

Wii U
GamePad

Wii U PRO
コントローラー

Wiiリモコン
＋ クラシック

コントローラPRO
Wiiリモコン

※ Wii U GamePadは、1台しか登録できません。

※ Wiiリモコンの代わりに､Wiiリモコンプラスも使用できます。

基本の操作

勇者の移動／カーソルの移動

コマンドの決定

HOMEボタンメニュー

キャンセル



3 のー 介紹タャキ クラ

あんまり魔法は得意じゃないけど攻撃力は抜

群！ 全体的にバランスがとれていてどんな

場面でも活躍できそうだ。

ファイター

体がとっても弱いけど、強力な攻撃魔法をビ

シバシおぼえるぞ！ もう少し体力があれば

安心して冒険できるんだけどなあ。

エルフ

攻撃補助魔法の達人。だけどレベルが低いう

ちはなかなか苦労させられる。魔法を唱える

タイミングを間違えなければ活躍してくれる

だろう。

ハーフエルフ

戦闘中に主人公を助けてくれるお助け

キャラがダイスマンで、全部で6匹い

ます。1号～6号までいます。数字が

大きいほど、よい働きをします。

ダイスマンたち

肉弾戦をやらせたら彼の右に出る者はいない

ぞ。だけどそんな彼にも弱点はある。魔法が

あまり使えないんだ⋯。

ドワーフ



4 め始 たかーゲ のム

基本操作はで決定､でキャンセル。上下左右でカー

ソル移動をするんだ。これさえ覚えればあとはずっと同

じ操作方法だからとっても簡単。

● START

ゲームを始めるときはSTARTを選びを押します。

● CONTINUE

冒険の記録がセーブされているとCONTINUEと表⺬

され、これを選びを押すと続きがプレイできます。

サイランド王国の冒険者ギルド

からこのゲームは始まります。

冒険を進めていく為に必要な、

いろいろなお店が立ち並んでい

ます。

● サイランド王国

王様から役に立つありがたいお話

を聞くことができます。
王様に会う

冒険に必要な沢山の道具を売って

います。

日用雑貨の店

「キートス」

店の主人は無愛想ですが、品揃え

は天下一の武器屋で、4人が装備す

る武器、防具、盾が買えます。  

いくさ道具の店

「ランタナ」

冒険の途中経過をセーブします。
冒険の記録所

「エスカルゴ」

4人の勇者の強さを表す様々な数値

を見たり、武器防具を装備したり、

唱えることが出来る魔法の一覧を

見ます。

ステータスを

見る



初めに誰が冒険に出発するのかを

選びます。次にどの冒険をするの

か選びます。最初に選べるのはス

テージ1の「旅立ち」だけですが、

この冒険に成功して帰ってくると

選べるステージが増えます。

冒険に出発する



5 ーテ スタ者勇 スの

4人の勇者には、強さなどを表す様

々な数値があります。

レベル。経験を積むことによって最高

30までアップします。
LV

お金。これは4人の共有です。GOLD

「たいりょく」に装備品の強さをプラ

スした値。敵から受けるダメージを減

らします。

しゅびりょく

現在の経験値／次のレベルまでに必要

な経験値。
EX

力を表すダイスの「出目」の範囲を表

しています。
ちからのダイス

魔力を表すダイスの「出目」の範囲を

表しています。 
まほうのダイス

力の強さを表します。わんりょく

この数値が増えると、敵の特殊な攻撃

のダメージを減少させます。
かしこさ

この数値が増えると、敵からの攻撃の

ダメージを減少させます。
たいりょく

「わんりょく」に装備品の強さをプラ

スした値。敵に与えるダメージが増し

ます。

こうげきりょく



6 シーンマップ

冒険に出発するとあなたは見知らぬ

土地に立っています。これからこの

マップ上を旅して人々から情報を得

たり、敵と戦っていかなければなり

ません。マップ上を移動するには「いどうのダイス」を

振って、出た目に従ってマスの上を進まなくてはなりま

せん。マスには色々な種類があり、止まったマスによっ

て色々な事が起こります。



7 シーンバトル

戦闘はコマンドを選んで行います。

装備している武器で敵を攻撃するコマン

ド。
たたかう

このコマンドを入力すると使用可能な魔

法のリストが表⺬され、使いたい魔法を

選ぶと魔法のダイスを投げ合います。

まほう

お助けキャラのダイスマンを呼ぶコマン

ドです。ダイスマンがいる間は「かえ

す」というコマンドが表⺬されます。

よぶ

道具リストが表⺬されます。使うと結果

が表⺬されます。
どうぐ

このコマンドは戦闘から逃げ出すために

使います。
にげる



8 ついてにセーブ

サイランド王国の冒険者ギルドで冒

険の記録所「エスカルゴ」へ行く

と、冒険の途中経過をセーブ（保

存）できます｡

｢ぼうけんのきろく」を選び、を押してください。



9 セーブ断VC中

プレイ中にを押すと、HOMEボタンメニューが表⺬さ

れます。その際、ゲームは中断され、ゲームの進行状況

が自動的に保存されます。

本体の電源をOFFにしたり、他のソフトを起動しても、

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進行状況は消え

ます。



10 ニューVCメ

まるごと保存

まるごと復元

リセット

コントローラー設定

プレイヤー番号

ゲームの進行状況をバックアップ（コピーして保存し

ておくこと）します。

プレイ中にWii U GamePadの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。

タイトル画面に戻ります。

コントローラーの設定やボタンの割り当ての確認、変

更などができます。詳しくは「コントローラー設定」

のページをご覧ください。

Wii U GamePadのプレイヤー番号の変更ができます。

設定したいプレイヤー番号のイ

ンジケーターを選びます。

※ プレイヤー番号の変更はWii U GamePadだけの機

能です。

1

2

3

4

5

21

3

4

6

5



とじる

VCメニューを閉じます。

を押しこみながらVCメニューを閉じると、ゲーム

をプレイしながら、Wii U GamePadの画面表⺬を消

すことができます。再度、表⺬したい場合は、Wii U

GamePadの画面をタッチしてください。

Wii U GamePadの画面表⺬を消すには

6



11 ッアク 能機プごるま ッバと

プレイ中に、バックアップしたいところでVCメニューを

開き、「まるごと保存」を選びます。バックアップした

データを「まるごと復元」でよみこむと、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は、コピーする際のゲームの

進行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

されるまで消えません。

※ 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。

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)

ゲーム内でセーブデータが作成できる場合の

ご注意

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

ゲーム内容

セーブデータ +α

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（）

10/28



まるごとバックアップ
データ

ゲーム内容

セーブデータ +α

ゲーム状況

セーブデータ

10月24日

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

ゲーム状況

セーブデータ

ゲーム内容



12 ーラ 定設ーンコ ロト

コントローラー選択

接続しているコントローラーが表⺬

されます。

ボタンの割り当て

画面の左側に並んでいるボタン

を選ぶと、ボタンの割り当てを

確認できます。

● ボタンの割り当てを確認する

※ ボタンの割り当ての設定は、ゲームごとに保存されます。

画面の左側に並んでいるボタン

を選び、「割り当ての変更」を

選ぶと、当時のコントローラー

のボタンが右側に表⺬されます。

割り当てたいボタンを選んで変更します。「決定」を

選ぶと、変更したボタンが保存されます。

● ボタンの割り当てを変更する

※ 画面はファミコンソフトの場合です。



13 記など権利表

重要

本品は著作権により保護されています。ソフトウェアや説明
書の無断複製や無断配布は法律で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
著作権法上認められている私的使用を目的とする行為を制限

するものではありません。
本品は日本仕様のWii U本体でのみ使用可能です。法律で認
められている場合を除き、商業的使用は禁止されています。

本ソフトは、原作のゲーム内容を通信機能・拡張機能を除
いてWii U上で再現したものです。原作とは、動作や表現等
が異なる場合があります。

© Million Co.,Ltd.

ファミコン・ファミリーコンピュータ・Wii Uのロゴ・Wii Uは
任天堂の商標です。



14 わせ先合お問い

本ソフトに関するお問い合わせ先

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

アークシステムワークス株式会社

※ 攻略情報についてはお答えをしておりません。

Wii U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「マイメニュー」で「ヘルプ」を選び、

「お問い合わせについて」をご覧ください。


