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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。

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。

※ 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。

※ 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。

※ 現在地の確認は「魔法の地図」を手に入れるとできるように

なります。

移動／選択

決定／話す／調べる

キャンセル

HOMEボタンメニュー

現在地の確認（フィールド上）

コマンド画面の表⺬

基本の操作



※ 「たびのきろくをつくる」 ときや、コマンドの

「OP」 で、それぞれのボタンに操作を

割り当てたり、変更したりできます。
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3 リーースト

この世を数千年の⻑きにわたり、その強大な力と徳により

平和な統治を続けていた⻯の一族も、ついに悪しき女神、

ミリアの誘惑に負けた。

⻯の一族は悪しき女神ミリアの力をめぐり二つに分かれ、

戦った。⻯に姿を変えることが出来るという⻯の一族同士

の破壊的な力のぶつかり合いは、世界を破滅寸前まで追い

詰め、なお収まる様子を見せなかった。

⻯の一族から生まれた1人の勇者と7人の仲間が、ついに立

ち上がった。女神を倒すために⋯。

その旅は困難を極め、結局倒すに至らなかったものの、6つ

のカギにより女神を封印することは出来た。

二つに分かれた⻯の一族の片割れ、白⻯族は、その過ちを

戒めとし自らの強大な力を封印した。再びこの世界に危機

が訪れるまで封印は解かぬと⋯。

しかし、一族のもう一つの片割れ、黒⻯族の怪しい動き⋯。

彼らは再び、血塗られた歴史を繰り返そうというのだろう

か⋯。

時を越え、⻯族の因縁の物語が、今、始まろうとしている。



4 ータ 介紹ャキ クラ

⻯に変身することが出来る、⻯一族の末

裔です。彼の一族は数千年前の「女神戦

争」において世界を滅ぼしそうになって

以来、その強大な力を封印しています。が、世界が危機

に陥った時はその封印を解き、今度は世界を救うために

力を使ってよいことになっています。

両親を早くに失い、姉と二人で暮らしています。姉は⻯

の神に仕える巫女で、強力な魔法を使うことが出来ま

す。趣味は魚釣りです。

● 白⻯族の戦士 リュウ

成⻑すると巨大な鳥に変身し、人を乗せ

て空を飛ぶことが出来ます。飛翼人は争

いを好まない種族で、女神戦争の時も高

山に身を隠し、争いを避けていました。その為、この国

には古い時代の知識が消えずに残っています。

ニーナも幼いころからこのような古の知識を勉強させら

れてきました。ニーナはこれらの勉強が嫌で嫌でたまら

ず家出をしたこともありますが、今では例えば治療系の

魔法を使うことなどに活かせて重宝しているようです。

● 飛翼国のニーナ

ある超古代遺跡で精霊たちに守られて

眠っています。いつからそこに眠ってい

るのか誰も正確に知るものはいません。

ただ、ものすごい大魔法使いがそこに眠っている⋯、と

いう伝説が人から人へ語り継がれてきただけでした。

余りに⻑い間眠っていたので魔法の大半を忘れてしまっ

ていますし、また、間違いも多いのですがニーナ以外文

句を言うことが出来ません。頼りがいのある姉御？とい

うところです。

● 自称美貌の大魔法使い ディース



世界中の商売を仕切っていると豪語する

商業民族です。その行動範囲は海に面す

るところ⋯、つまり内陸部を除く全世界

と言えます。

あこぎで有名な海人ですが、その中でもマニーロは特に

あこぎで、現在元締めに破門されています。破門という

ことは大魚に変身する能力を封印されるということで、

商業活動を著しく制限されることになります。でも、こ

りていないのがマニーロの怖いところです。

● 海人の商人 マニーロ

地底に国を築き、ひっそりと暮らしてい

る種族です。今まで歴史の表舞台に現れ

ることがありませんでしたが、その一日

に数百メートル掘り進むことが出来る能力は有名です。

土喰人は身体の小さな人が多いですが、力が強く、重装

備が可能です。モグは気が弱く、おとなしい性格です

が、責任感は強く、戦士らしく勇敢に戦います。

● 土喰族の戦士 モグ

古くより、武器や道具を作る技術を継承

している種族で力も強く、壁を突き破っ

たり堅い岩を砕いたりすることが出来ま

す。鉄⻤衆は体が大きくてゴツイですが、見かけによら

ず繊細で細かな作業も得意です。ビルダーも奥さんにプ

ロポーズするときは金の髪飾りを作りました。

一番得意なものは武器作りですが、自分たちの作ったも

のが戦争に使われるのを嫌がるので、ほとんど作ること

はありません。

● 技術集団鉄⻤衆 ビルダー

森に住み、自然を愛する狩猟民族です。

この種族は森に大変精通しているので、

ギリアムを先頭にすれば森に入っても迷

うことがないでしょう。

ギリアムたちは狩猟が得意な種族なので、弓を使うのが

● 森の民の狩人 ギリアム



大変上手です。黒⻯族との戦いではギリアムが先頭と

なってかなり敵を悩ませました。しかし、あまりにも敵

の数が多く故郷である南の森を去ることになってしまい

ました。冷静で頼りになるタイプです。

幼いときに闇の町にある盗賊ギルドの親

方に拾われました。ダンクは自分の本当

の両親のことや、自分の故郷について何

も知りません。ダンクにとって興味があるのはどうした

ら究極の盗みテクニックを身につけることが出来るか

⋯、ということだけで、自分の生い立ちについては興味

がないようです。ギルドの親方は、そんなダンクにいつ

本当のことを言おうか悩んでいるようですが、そんなこ

とにはお構いなく、今日もダンクは修行のため家を飛び

出します。

● 盗賊集団夜走衆 ダンク



5 め始 たかーゲ のム

※ データを消すときは内容を十分にご確認ください。消したデ

ータは元には戻せません。

❸ メッセージスピードなどを選んで、かを押します。

❹ メニューで「たびをはじめる」を選び、続いて遊びた

いデータを選んでかを押すとゲームを始めます。

「たびのきろくをうつす」を選ぶとデータをコピーする

ことができ、「たびのきろくをけす」を選ぶとデータ

を消すことができます。

※ で1文字戻ることができ、でカタカナに切り替えられま

す。を再度押すとひらがなに切り替えられます。

❶ 初めてゲームをする場合は「たびのきろくをつくる」

を選んでかを押してください。

続いて「みとうろくです」を選んでかを押すと、

名前入力画面になります。

❷ とで主人公の名前を入力後、「おわり」を選んで

を押してください。

タイトル画面でを押すと、メニュ

ーが表⺬されます。



6 ド画面コマン

能

※ 使えない特殊能力は、文字の色が暗く表⺬されます。

特殊能力を表⺬します。カーソルを合わせて

を押すと使えます。

キャラクターのステイタス（状態）を表⺬します。ST

隊列 を変更します。隊

道

・使：アイテムを使います。

・説：アイテムの説明を表⺬します。

・替：アイテムの置き場所を入れ替えます。

・捨：アイテムを捨てます。

※ 捨てられない重要なアイテムは、文字の色が暗く

表⺬されます。

装 ※ 選択中のキャラクターが装備できない武器や防具

は、文字の色が暗く表⺬されます。

武器や防具などを装備します。

コマンド画面でを押すと表⺬されます。

● コマンド

現在のレベルです。L（LEVEL）

キャラクターのヒットポイントです。0

になると戦闘不能になります。
H（HP）

特殊能力を使うと消費します。A（AP）

パーティーの情報

パーティーの所持金です。

所持ゼニー

戦闘中やイベント中以外でを押すと、コマンド画面が

表⺬されます。

9
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コマンド画面の表⺬を終了します。END

戦闘に参加するキャラクター を入れ替え

ます。
替

ゲームの環境を変更します。OP

9



7 ついてに町や村

泊まるとパーティー全員のHPとAPが全回

復し、ステイタス異常も治ります。
宿屋

お金やアイテムを預かってくれます。預かり屋

薬草や毒消しなど、便利なアイテムを売っ

ています。
道具屋

武器屋

武器や防具などの装備品の売買ができます。

※ 「下」を選んで現在所持している装備品を下取り

して（買い取って）もらうと、新たな装備品を

その差額で買うことができます。下取りをした

場合、買った装備品は自動で装備されます。

世界のあちこちには町や村があり、

情報をくれる人がいたり、宿屋や武

器屋などのお店があります。また、

夜に訪れると、昼とは違うことが起

きるかもしれません。



8 闘戦

歩くとHPが減ります。毒

敵の攻撃によって、次のようなステイタス異常になる

ことがあります。ステイタス異常は宿屋に泊まった

り、特定のアイテムや魔法を使うと治せます。

● ステイタス異常について

を押すまで、全員が武器で攻撃し続けます。総

戦闘に参加していないキャラクターと入れ替わり

ます。
替

戦闘から逃げます。失敗することもあります。逃

キャラクターのステイタス（状態）を表⺬します。ST

隊列を変更します。隊

戦

・攻：敵を攻撃します。

・防：防御して受けるダメージを減らします。

・能：特殊能力を使います。

・道：アイテムを使います。

戦闘コマンド

※ を押すと戦闘に参加している全員分の情報が表⺬され

ます。このときを押すと戦闘コマンドが表⺬されます。

を押している間、HPとAPの最大値が表⺬されま

す。

キャラクターの情報

戦闘では敵を全滅させると勝利となり、経験値とゼニー、

まれにアイテムが手に入ります。戦闘に参加しているキャ

ラクター全員が戦闘不能になると、所持金が4分の3に減

り、前回セーブした⻯の社 まで戻されます。

2

1

1 2

12



※ 一部のステイタス異常は戦闘が終了すると治ります。

運の良さが低下し、攻撃や回避に悪影響が

出ます。
呪い

治すまで何もできなくなります。戦闘不能

数ターンの間、行動できなくなります。敵

の攻撃を受けたりターンが経過したりする

ことで、治ることがあります。

マヒ

1ターンだけ特殊能力が使えなくなります。沈黙

攻撃力と防御力が1になります。ゾンビ

1～4ターンの間、行動できなくなります。ストップ



9 ィーテパー

コマンドの「隊」を選ぶと、

キャラクターの隊列を前衛と後

衛（上段と下段）に分けられま

す。前衛は敵に狙われやすくな

りますが、剣やハンマーなどによる攻撃が効きやすく

なります。後衛には魔法や弓など、遠くから攻撃でき

るキャラクターを置くといいでしょう。

● 隊列

戦闘に参加できるキャラクター

は4人で、コマンドの「替」を

選ぶとキャラクターの並びを入

れ替えられます。移動中は先頭

にいるキャラクターの特技が使

えます。
戦闘に参加

● 入れ替え

パーティーを組むキャラクターは、物語が進むにつれて

最大8人まで増えます。



10 技特

● ニーナ

竿と餌を装備して特定の場所でを押すと、

アイテムが手に入ります。
釣り

● 主人公

※ いくつかの特技は最初から使うことはできず、特定のイベン

トをクリアすると使えるようになります。

ディース以外のキャラクターは固有

の特技を持っています。特技はパー

ティーの先頭にいるときに使えま

す。

海中でを押すと大魚に変身し、海溝を

渡ったり、敵と出会わずに移動できるよう

になります。を押すと元の姿に戻ります。

変身

● マニーロ

鍵のかかった扉を開けられます。鍵開け

隠れた落とし穴を、落ちる前に発見できま

す。

落とし穴

回避

宝箱にしかけられたトラップを解除できま

す。

トラップ

解除

● ダンク

森を移動できるようになります。森歩き

を押すと矢を撃ちます。フィールドにい

る動物を狩ると、アイテムが手に入ります。
狩り

● ギリアム

変身

を押すと巨大な鳥に変身し、海や山を越

えて移動できます。を押すと着地します。

※ 海や山に着地することはできません。



を押して穴掘りをすると、隠れた場所や

アイテムを発見できることがあります。
穴掘り

● モグ

を押すと岩やひびのある壁を壊せます。ぶん殴り

● ビルダー

フリーマ

ーケット

人のいないお店でフリーマーケットを開く

と、アイテムを売買できるようになります。

※ アイテムの品ぞろえは、物語の進み具合に

よって異なります。



11 能力特殊

※ 魔法はほかにもあります。

HPを50回復します。リリフ

防御力を20上げます。カテクト

ダンジョンから脱出します。デルダン

戦闘不能以外のステイタス異常を治します。ヤクリ

敵1体に炎による20のダメージを与えます。パダム

行ったことのある町や村にワープします。ヒュール

※ ニーナ、マニーロ、ディースは、レベルアップすること

で新たな魔法を覚えます。

ニーナ、ギリアム、マニーロ、ビルダー、ディースが

使う特殊能力です。戦闘中以外でも使えるものがあり

ます。

● 魔法

※ 足元が固い場所では逃げられません。

モグが使う特殊能力です。ボス以外の敵との戦闘から

逃げます。

● 穴掘り

※ 特定のイベントをクリアすると使えるようになります。

ダンクが使う特殊能力です。ギリアムやマニーロな

ど、ほかのキャラクターと合体して戦います。

● 合体

※ 特定のイベントをクリアすると使えるようになります。

主人公が使う特殊能力です。ドラゴンに変身して、強

力なブレスで敵を攻撃します。

● 変身

おもに戦闘中に使うことができ、使

える特殊能力はキャラクターごとに

異なります。使うとAPを消費しま

す。



12 ついてにセーブ

町や村などにある⻯の社を調べる

と、ゲームの進行状況をセーブでき

ます。



13 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。



14 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



15 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



16 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。



17 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。



18 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。

©CAPCOM CO., LTD. 1993, 2014 ALL RIGHTS RESERVED.

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。

「ブレス オブ ファイア」は株式会社カプコンの登録商標です。



19 わせ先合お問い

本ソフトに関するお問い合わせ先

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

株式会社カプコン

※ 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「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。


