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1 るな に前使ご に用

このたびは｢スーパーチャイニーズワールド｣をお買い上

げいただきまして、誠にありがとうございます。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

HOMEボタンメニュー

サブ画面の表⺬

キャンセル／メッセージ送り

決定／メッセージ送り

項目の選択／移動

基本の操作

次のいずれかのコントローラーを、本体に登録して使用

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台しか接続できません。

※ 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。

※ WiiリモコンまたはWiiリモコンプラスで遊ぶ場合は、「Wii

リモコンを使用する」のページをご覧ください。

※ 「2プレイ」や途中参加で2人プレイを行う場合は、コントロ

ーラーが2つ必要です。



ダウンしている敵や味方の近くで

を押すと、持ち上げます。再度で

投げます。

キャラを持ち上

げる

剣などの近くでを押すと、拾いま

す。
アイテムを拾う

※ ロープのときも同じ操作です。

壁にジャンプするとはりつきます。

上下で登り降り、キャラの向きと

逆に＋で飛び降ります。
壁はりつき

かっとび走法・かっとびジャンプ中

にタイミングよくパンチすると、敵

を一発でダウンできます。

かっとびアク

ション

※ 大きな穴は、かっとびジャンプでの

み跳び越えられます。

かっとび走法中にで、勢いよく

ジャンプします。かっとびジャン

プ

左右を進行方向に2回続けて押し、

2回目で⻑押ししていると突っ走り

ます。

かっとび走法

※ NP（ニンジャポイント）が1必要で

す。

左右を押しながらで、飛距離が

⻑く威力もあるミラクルキックをし

ます。ミラクルキック

を押しながらで、その方向に回

転キックをします。

ムーンサルト

キック

でジャンプします。跳びながら

左右でコントロールできます。
ジャンプ

※ 剣などの武器を持ったときは、武器で

攻撃します。

でパンチします。

パンチ

左右で移動します。移動

アクション



忍術で手裏剣を選ぶと、一定時間手

裏剣で攻撃できます。
手裏剣攻撃

忍術「スパイダーシューズ」を使う

と、天井にジャンプではりつけるよ

うになります。で飛び降ります。

天井はりつき

忍術アクション

敵に抱きつかれたときは、左右を

押すか／を連打します。
敵を振り払う



3 め始 たかーゲ のム

入力を終わる

1文字進む

／1文字戻る

決定

文字の選択

ゲーム中に表⺬されるパスワードで

す。メモをとっておき、入力すると

続きから再開できます。

やくそくのことば

※ 難易度は記録されないため、ゲーム開始時に毎回選びます。

※ 初めてプレイするときは、「やさしい」がおすすめです。

「やさしい」「ふつう」「むずかしい」の3種類あります。

● 難易度

2人で協力しながら遊びます。2プレイ

1プレイ 1人で遊びます。

● プレイ人数

「やくそくのことば」を入力して、

続きから再開します。
つづきから

はじめから 最初からゲームを始めます。

● 始めかた

タイトル画面でを押します。その

あと、項目を1つずつ上下で選び、

で決定します。



※ 再開時は、最後に聞いたコンビニ屋から始まります。レベル

や集めたアイテムは引き継がれますが、¥袋 のみ持

ち数がリセットされます。

「やくそくのことば」は、サブ画面でいつでも確認できま

す。コンビニ屋 で聞くこともできます。

● 確認のしかた

10
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4 め進 たかーゲ のム

・ダメージを受けて、HP（ヒットポイント）がなく

なる

・穴などに落ちる

・トゲに当たる

以下の状況になると力尽き、最後に行ったコンビニ屋

に移動します。このとき、持ち金は半分になります。

● 力尽きたときは

特定の場所に行くと、アスレ

チックステージになります。前

に進んでいき、ゴールするとク

リアです。

● アスレチック戦

移動中に敵に出会うと、戦闘が

始まります。一定数倒すと勝利

できます。

● フィールド戦

ジャックやリュウを操作し、チャイ

ニーズワールドを冒険します。フィ

ールドマップを移動して、街やダン

ジョンをめぐりましょう。

敵との戦闘
※ ボスキャラのみ、コマンド戦 で戦います。9



5 マド プッィフ ルー

冒険を進めると登場します。で乗ることができ、平

地でを押すと着陸できます。

空飛ぶ巨人兵

※ 森や山などには着陸できません。

「かっとびタイフーン」に乗っていると、潜

ることができます。

海の中

乗り物「ホバーボート」や「かっとびシャー

ク」などに乗り降りできます。

船つき場

中には一体誰がいるのでしょうか⋯⋯？

不気味な塔

地下に広がるダンジョンです。

地下迷路の入口

歩くことはできません。

茶色の山

歩いて通ることができます。

森

住人たちがいて、いろいろな建物 が

あります。

街

で移動します。冒険を進めると、便利な乗り物も登場

します。

6



6 街

扉が閉じている建物には入れません。

建物2

扉が開いている建物には、冒険の助けとなる

人々が住んでいます。

建物1

体力とNP を全回復できます。

やど屋

アイテム を買うことができます。

どうぐ屋

仲間の復活とプレイ人数の変更ができます。

「やくそくのことば」やレベルアップに必要

な修行値を聞くこともできます。

コンビニ屋

街の建物

住人たちの近くでを押すと、いろいろな話が聞けます。

8

11



7 画面サブ

にんじゃスピン

キック

一定時間、当たった敵を弾き飛ば

せます。この間は妖術弾などに当

たってもダメージを受けません。

※ ¥袋を6個消費します。

パワーボール

を呼び出します。攻撃して取

ると、一定時間無敵アタックがで

きます。

※ ¥袋を6個消費します。

剣を取り出して、攻撃します。けんをもつ

剣をしまいます。けんをもたない

● そうび

戦闘中はコマンドが変化して、剣や技が使えます。

「どうぐ」「にんじゅつ」「そうび」の3項目が選べます。

戦闘中

「やくそくのことば」を見ます。
やくそくの

ことば

集めた宝物を見ます。たから

修行値や強さ、持ち金などを見ます。つよさ

そうび

装備中のアイテム を見ます。

※ 一番強いアイテムが自動的に装備される

ため、変更はできません。

忍術 が使えます。にんじゅつ

道具 が使えます。どうぐ

6つの項目が選べます。

フィールドマップ

※ フィールドマップと戦闘中では、表⺬される項目が異なりま

す。

を押すと表⺬されます。情報を見

たり、アイテムや忍術を使ったりで

きます。

11

12

11



※ 拾ったり敵から奪うこともできますが、その場合は戦闘

が終わるとなくなります。

冒険を進めると、もらったり買ったりして

入手できます。「けんをもつ」を選ぶと、

戦闘中に使えます。

剣について



8 ルド戦フィー

¥袋の持ち数

LV（レベル）

体力を表します。

HP（ヒットポイント）

忍術やミラクルキックを使うと、消費されます。

NP（ニンジャポイント）

● 表⺬部の見かた

にげる
敵から逃げます。

※ 追いつかれることもあります。

戦闘が始まります。たたかう

※ 敵を穴などに投げ落とした場合は、倒した数に含まれません

のでご注意ください。

敵に出会うと、右のような画面が表

⺬されます。「LV」は敵の強さ、

「クリア」は倒す必要がある敵の数

です。

4

3

2

1

1 2

3 4



9 ド戦ンコマ

1人プレイのときは、ジャックが力尽きるとコンビニ

屋に移動します。2人プレイのときは、2人が力尽き

るまで戦えます。

● プレイ人数の違い

ボスから逃げます。にげる

忍術を使います。にんじゅつ

道具を使います。どうぐ

パンチかキックが自動的に出ます。こうげき

※ 参加時、リュウは自動的に戦います。

ボスキャラとはコマンドを選んで戦

います。1人プレイのときもリュウ

が参加して、いっしょに戦ってくれ

ます。



10 アる イ ムテれ闘戦 で ら得

¥袋が1個減ります。

ハズレです。

¥袋が1個増えます。6個集めると、パワーボ

ールやにんじゃスピンキックが使えます。

※ 最大15個まで持てます。

が現れたときは、攻撃すると以下のいずれかを取

ることができます。

● ￥（エン）集め

敵にダメージを与えたり、特定の壁を壊した

りできます。

ビックリボム

※ どうぐ屋で買うこともできます。

体力が30回復します。

ギョーザ

拾ったり敵から奪ったりすると、武器を使っ

て攻撃できます。

剣、ヌンチャク

戦闘中に を攻撃すると、現れます。

※ 剣、ヌンチャクは戦闘が終わるとなくなります。



11 ア備 イ ムテうど ぐ 装・

アイテムのレベルに応じて、戦闘開

始時に敵の強さを確認できます。

レベルカウンタ

ー

敵の妖術弾をはね返せます。盾

受けるダメージが減ります。ヨロイ、カブト

戦闘中に持つと使えます。攻撃力が

高くリーチが⻑いため、有利に戦え

ます。

剣

パンチの威力とスピードが増します。
パンチ（てっこ

う）

装備するアイテム

力尽きた仲間を復活させてくれます。こぼうずくん

おつかいくん

頼んだものを街で買ってきてくれま

す。

※ 戦闘中やダンジョンでは使えません。

飛龍のたまご

お助けモンスター、パタパタドラゴ

ンの卵。一定時間、ドラゴンに乗っ

て空を飛べます。

※ アスレチックステージで力尽きると自

動的に1つ消費され、ステージのはじ

めから再開できます。

※ から現れることもあります。

戦闘中に飲むと、敵にかけられた術

を解くことができます。
まよけカプセル

体力とNPが全回復します。肉まん

体力が40回復します。あんまん

どうぐ

どうぐ屋で買ったり、宝箱から入手したりできます。



12 術忍

ラブリーマンローちゃんがお色気を振りま

き、敵の注意を引き付けます（10）。

幻惑の術

カールイスくんが登場し、小ささと脚の速さ

を活かして細い通路を通れます（0）。

地走（ちばしり）の術

※ 再度術を使うと、元の姿に戻ります。

SUN坊主くんが頭の光で敵の目をくらませ、

戦闘から脱出します（4）。

光輪（こうりん）の術

忍術お助けキャラ

「やくそくのことば」を聞いた最

後の街に帰ります（15）。
カエールドア

地下迷路から脱出します（10）。ドアツケール

オーラコントロール

敵と出会わなくなります（20）。

※ ダンジョンにいるときや、レベル

の高い敵には効果がありません。

姿を消した敵が見えるようになり

ます（5）。
ミエールライト

敵の動きを遅くします（10）。タイムスローダー

手裏剣

手裏剣で攻撃できます。

※ 4種類あり、威力や消費NPは異

なります。

アスレチックステージで、天井

はりつきができます（10）。
スパイダーシューズ

体力が40回復します（10）。パワーデルン

忍法アイテム

※ （）内は消費NPを表します。

冒険を進めると使えます。忍法アイテムで行うもの、忍

術お助けキャラの力を借りて行うものと2種類あります。



シルフルちゃんが華麗な舞で突風を起こし、

敵を攻撃します（15）。

風切りの術

爆龍さんが爆発を起こし、敵を攻撃します

（40）。

爆裂の術



13 つに ていイ人2 レプ

※ 上のキャラがジャンプすると、飛び降ります。

※ 下のキャラがで投げたときは、相手の体力が減ります。

味方の近くでジャンプすると、上に乗って2人1組で

行動できます。乗せているキャラが移動を担当し、持

ち上げていてもいろいろなアクションができます。

● タワーメガトンアタック！

※ 別々にアイテムを集めることはできません。

道具や¥袋などは共有で使います。回復アイテムなど

を使うと、2人とも回復します。

● アイテムについて

※ 強さが同じなので、ジャックとリュウで別々の「やくそ

くのことば」はありません。

ジャック（1P）とリュウ（2P）はいっしょに成⻑し

ます。途中参加の場合も強さは同じです。

2人とも力尽きたときは、コンビニ屋に移動します。

● 基本ルール

ゲーム開始時に「2プレイ」を選ぶ、

またはコンビニ屋でプレイ人数を変

更すると、2人でコンビを組んで遊

べます。



14 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。



15 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



16 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



17 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、「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。



18 使をン るす用iiW コモリ

Wiiリモコンのを押しながらゲームを起動すると、Wiiリ

モコンでも操作ができるようになります。

※ ゲームが起動するまでを押し続けてください。

※ Wiiリモコンを接続しておく必要があります。

※ 一部のゲームでは、ボタン数が足りないため、ゲーム

の進行に影響がでる場合があります。



19 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、発売当時の原作のゲーム内容や動作・表現等
を忠実に再現しており、原則プログラム、キャラクター、
サウンド等の変更は行っておりません。
ただし、Wii U上で再現しているため、映像や音声等のゲー

ムの表現に若干影響する場合があります。あらかじめご了
承ください。

©1991カルチャーブレーン

スーパーファミコン・Wii Uのロゴ・Wii Uは任天堂の商標です。



20 わせ先合お問い

『スーパーチャイニーズワールド』

に関するお問い合わせ先

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

株式会社カルチャーブレーン

※ 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「メニュー」から「設定・その他」を

選び、「お問い合わせについて」をご覧ください。


