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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

移動／項目の選択・切り替え

準備した魔法を使う

HOMEボタンメニュー


攻撃／

（ポーズ中）準備したアイテムを使う

ゲームのポーズ／決定

ゲームのポーズ



3 め始 たかーゲ のム

タイトル画面が表⺬されたらでメ

ニューを選び、を押してくださ

い。

主人公の設定を行って、ゲームを最初か

ら始めます。上下で星座・血液型・主

人公の色を選び、左右で設定を切り替え

ましょう（星座や血液型により主人公の

能力や成⻑傾向が変わります）。を押

すとゲームスタートです。

START

以前にプレイしたとき、宿でキーワード

を控えてあれば、ゲームを続きからプレ

イできます。左右でカーソルを動かし、

上下でキーワードを入力しましょう。正

しいキーワードを入力してを押すとゲ

ームを再開できます。なお、宿に立ち

寄ったあとでゲームオーバーになり、タ

イトル画面にもどった場合は、キーワー

ド入力なしでゲームを再開できます。

CONTINUE

※「CONTINUE」すると、経験点と所持金が少し減った

状態でスタート地点からゲームを再開します。また、

一部のアイテムは引き継がれません。



4 め進 たかーゲ のム

主人公ワルキューレとなってさまざ

まな敵と戦いながらマーベルランド

を旅し、悪の化身「ゾウナ」打倒を

めざしましょう。

敵や敵の攻撃に当たったり、毒の沼など危険な場所を歩

いたりすると体力が減ります。体力がなくなるとゲーム

オーバーとなり、タイトル画面にもどります。



5 見かた画面の

経験点

準備した魔法

準備したアイテム・剣

持ち物（8つまで持てます）

主人公の体力／敵の体力

持っている金貨
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6 の操作中ポーズ

ゲーム中にかを押すと、ポーズ

（一時停止）します。ポーズ中は以

下のような操作が行えます。

左右で準備するアイテムを切り替

えて、で使うことができます。

アイテムの切り

替え・使用

上下で準備する魔法を切り替え、

で使うことができます（魔法はポ

ーズ中以外でも使えます）。

魔法の切り替え



7 アル プッと宿 ベレ

マーベルランドのあちこちにある宿では、金貨を払って

ベッドで休むことができます。ベッドに入ると体力と知

力が回復し、毒状態が治ります。さらに、一定の経験点

を得ていればレベルアップして体力と知力が上がります。

なお、宿の中では伝言板が表⺬され、主人公の詳しい状

態を確認できます。

宿に入って⋯⋯ ベッドに入ろう

伝言板の見かた

経験点がこの値に達していれば、ベッド

に入ったときレベルアップできます。右

側には現在のレベルが表⺬されます。

次のレベル

体力の現在値／最大値です。体力

「CONTINUE」でゲームを再開するとき

に入力するキーワードです。忘れずにメ

モしておきましょう。

キーワード

魔法を使うとき消費する知力の現在値／

最大値です。なお、知力の最大値が一定

の値に達すると、新たな魔法を覚えます。

知力

覚えている魔法がアイコンで表⺬されま

す。
まほう



8 ラの店サンド

サンドラの店に行くと、さまざまなアイテムを売り買い

できます。なお、アイテムを買うのに必要な金貨は敵を

倒すなどすると手に入ります。

レジスター

買い取り場

売っているアイテム

持ち物

● 買いたいとき

欲しいアイテムの前に立つと、レジスターに値段が表⺬

されます。を押すと金貨を払ってアイテムを手に入れ

ます。

● 売りたいとき

買い取り場の前に立ってかを押します。左右で持

ち物から売りたいアイテムを選ぶと、レジスターに値段

が表⺬されます。を押すとアイテムを売ります。
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9 の説明ムアイテ

剣と船以外のアイテムには使用回数の制限があります。

より使用回数が多い、色違いのアイテムもあるようです。

初めから持っている剣です。

ショートソード

波止場から海に出ることができます。

船

知力を回復させます。

テント

暗闇を4回まで明るくできます。

ランプ

体力を回復できます。

回復剤

毒状態を治せます。

解毒剤

宝箱や扉を4回まで開けられます。

シルバーキー

木を40本まで切り倒すことができます。

おの

暑さや寒さから身を守れます。

マント

敵の攻撃によるダメージを半減させます。

ヘルメット



10 説明の魔法

魔法を使うと知力を消費します。知力が足りなければ魔

法を使うことはできません。

（消費知力：20／習得知力：40）

体力を回復できます。

薬の術

（消費知力：5／習得知力：60）

火の玉で攻撃できます。

火の玉

（消費知力：50／習得知力：240）

画面内の敵すべてを攻撃します。

いなずま

（消費知力：10／習得知力：80）

見えない宝が見えるようになります。

透視術

（消費知力：15／習得知力：120）

透明になることができます。

ガラスの術

（消費知力：32／習得知力：160）

笛の音で敵を金しばりにします。

星笛

（消費知力：20／習得知力：200）

毒状態を治します。

解毒の術



11 ドン の 図地ーマ ベ ラル

スタート地点

冒険者の宿

かんむり岬

船着き場

サンドラの店

えんえん砂漠

ズールの国

富の国
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12 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。



13 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。
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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



14 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



15 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。



16 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。

©1986 BANDAI NAMCO Games Inc.

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。



17 わせ先合お問い

本ソフト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

※ 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。


