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1 安全に使用するために

ごあいさつ

このたびはニンテンドー3DS専用ソフト
『メトロイドⅡ

 

ＲＥＴＵＲＮ

 

ＯＦ

 

Ｓ
ＡＭＵＳ』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「取扱説明書」をよくお読みいただ
き、正しい使用方法でご愛用ください。

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、ニンテンドー3DSの取扱説明書も
併せてお読みください。

本ソフトは、原作のゲーム内容(通信機
能を除く)をニンテンドー3DS上で再現
したものであり、動作・表現等に原作と
は若干の違いがありえます。あらかじめ
ご了承ください。



※ゲームの攻略情報についてはお答えしておりません。

『メトロイドⅡ

 

ＲＥＴＵＲＮ

 

ＯＦ
ＳＡＭＵＳ』

に関するお問い合わせ先

任天堂株式会社
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。

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、この取扱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

WARNING
Copying of any Nintendo software
or manual is illegal and is strictly
prohibited by copyright laws of
Japan and any other countries as
well as international laws.Please
no t e t ha t v i o l a t o r s w i l l b e
prosecuted. This warning does not
in t e r fe re w i t h y o u r r ig h t s f o r
personal use under copyright laws.



FO R S AL E I N J AP A N O N L Y .
C O MM ER C IA L US E,
U N AU T HO RI ZE D C OP Y AN D
RENTAL PROHIBITED.
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。

©1991-2011 Nintendo
GAME BOY・ゲームボーイは任天堂の登
録商標です。
Trademarks registered in Japan.
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-RA4J-JPN



2 ゲーム紹介

『メトロイドⅡ

 

ＲＥ
ＴＵＲＮ

 

ＯＦ

 

ＳＡ
ＭＵＳ』は、サムス
アランを操作して敵を
倒し、エリアを進んで
いくアクションシュー
ティングゲームです。

サムス

 

アラン

ストーリー

コスモ暦２０００年代、銀河では惑星間の
交流が盛んに行われ、かつてない繁栄の時
代を迎えていた。
多くの惑星から代表者を集め、「銀河連
邦」を設立し、銀河の平和につとめてい
た。
しかし、銀河にはまだ多くの未知の惑星が
残されており、様々な事件も起きていた。
そのひとつに、宇宙戦士

 

サムス

 

アラン
の活躍により解決された重大な事件があっ
た。

２０Ｘ５年ー
銀河連邦の調査船により、惑星ＳＲ３８８
で未知の生物が発見された。
それを採取した調査船は急遽［きゅうき
ょ］、銀河連邦へ帰還の途についた、その
とき…
宇宙海賊の奇襲［きしゅう］にあい、その
生物が奪われてしまったのだ。彼らはその
生物を使い、銀河を征服しようと企［くわ
だ］てた。



その生物の名を「メトロイド」という。
「メトロイド」とは一種の浮遊生命体であ
り、β［ベータ］線を照射するだけで増殖

［ぞうしょく］し、他の生物にとり付いて
そのエネルギーを全て吸いつくす能力を持
った、非常に危険な生物である。

サムスは銀河連邦の依頼により、宇宙海賊
の要塞［ようさい］惑星ゼーベスに単身乗
り込んだ。苦闘［くとう］の末メトロイド
を倒したサムスは、さらに要塞の中心であ
るマザーブレインをも破壊、その野望を打
ち砕いたのだ。

この事件を重く見た銀河連邦は、再び調査
船をＳＲ３８８へ向かわせた。前回の調査
で発見されていないメトロイドが存在して
いるかも知れないからだ。

そして数日後、緊急連絡が入った。
なんとＳＲ３８８の地底を調べに向かった
調査隊が、失踪［しっそう］したというの
だ。さらに救助に向かった部隊までもが…
…

銀河連邦は、ただちに連邦警察の武装兵士
から成る特殊部隊をＳＲ３８８へ派遣し、
地底に送り込んだ。しかし彼らもまた、わ
ずかな資料を送ってきただけで消息を絶っ
てしまった。
銀河連邦は数少ない調査データを調べてい
くうちに、ついにメトロイドの存在を確認
した。メトロイドはＳＲ３８８の地底深く
に潜［ひそ］んで、活動を続けているとい
うのである。



この噂［うわさ］は、またたくまに広が
り、再びメトロイドの恐怖が銀河全体をつ
つみ込んだ。
銀河連邦は緊急最高会議を開き、結論を急
いだ。
出席した全員の考えはひとつ……。それは
サムス

 

アランによるメトロイド絶滅指令
だった。

ＳＲ３８８の地下世界は、ドーム状の空間
が何層にも複雑に重なりあった構造をして
おり、いくつかは地上にもつながってい
た。それは、かつて栄えた文明の遺跡［い
せき］のようでもあった。
またそこには、ＳＲ３８８に生息するあら
ゆる生物がすみついていたのだ。
サムスは銀河連邦からの指令を受け、惑星
ＳＲ３８８へと向かった。

サムスとメトロイドの対決が、再び始まろ
うとしている。
銀河がメトロイドの恐怖からのがれるため
に……。



3 操作方法

地下世界での操作方法

移動 

ジャンプ 

回転ジャンプ （移動中）

ビー ム・ミサ
イルの発射



ビー ム・ミサ
イルの切 り替
え

/

銃口の向 きを
変える

押している間/
押してい る間

（ジャンプ中）

しゃがむ
/（丸くなっ
ているとき）

丸くなる
（しゃがんでい
るとき）

ゲームの 一時
中断・再開



アイテムを使った操作方法

爆弾を設 置す
る

（丸くなってい
るとき）

床にくっつく
（丸くなってい
るとき）

床から離れる
（床にくっつい
ているとき）

連続ジャンプ
（回転ジ ャン
プの落下中）

※＋＋ ＋ /＋＋
＋を同時に押すと、ゲームを

リセットしてタイトル画面に戻ります。

タイトル画面での操作方法

Ｓ Ｔ Ａ Ｒ Ｔ
ナンバー を選
ぶ



ゲームを 始め
る

バッテリーの消費を抑えてゲームを一時中
断できます。ゲーム中に3DS本体を閉じ
るとスリープモードになり、開くと続きか
ら再開します。

スリープモード



4 ゲームの始めかた

タイトル画面でＳＴＡ
ＲＴナンバーを選びま
す 。 を 押 す
と、ゲームが始まりま
す。

ＳＴＡＲＴナンバー

ＳＴＡＲＴナンバーについて

ＳＴＡＲＴナンバーは３つあります。それ
ぞれに、ゲームの進行状況をセーブ（→
６）することができます。すでにセーブさ
れているＳＴＡＲＴナンバーを選ぶと、続
きから再開することができます。



5 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して終了します。
これをVC中断機能といいます。詳しくは、

（→7）をご覧ください。



6 データのセーブ（保存）と消去

データのセーブについて

セーブポイントの上で を押すと、
タイトル画面で選んだＳＴＡＲＴナンバー
に、データをセーブすることができます。
データの内容は、セーブポイントの場所と
サムスの状態です。セーブポイントはゲー
ム中に数か所あります。

セーブポイント

データの消去について

タイトル画面でＳＴＡ
ＲＴナンバーを選び、

またはを押
し ま す 。「 Ｃ Ｌ Ｅ Ａ
Ｒ」の文字が表⺬され
たら、を押しながら

を押すと、デ
ータを消去できます。
※データを消去するときは、データの内容

を十分にご確認ください。消去したデー
タは元に戻せません。



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

ゲーム中に下画面をタッチ(もしくは⻑
押し)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

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。
まるごとバックアップ機能は、コピーする
際のゲーム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。



まるごとバックアップ機能を使用
する場合のご注意

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）

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

セーブデータ +α

ゲーム内容

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



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（）



まるごとバックアップ
データ

10/28

セーブデータ +α

ゲーム内容

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



まるごとバックアップ機能の有効無効
を切り替える

本ソフトを初めて起動し、下画面をタッチ
すると、まるごとバックアップ機能を有効
にするか聞かれます。「はい」を選ぶと有
効時のVCメニューが表⺬され、「いいえ」
を選ぶと無効時のVCメニューが表⺬され
ます。次回起動時からは、初回に選んだ
VCメニューが表⺬されます。
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。

まるごと保存
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。

リセット
タイトル画面に戻りま
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。



●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。

※ゲーム内のセーブデータを複数人で使用
している場合は、バックアップデータで
他の人のセーブデータを上書きしない
か、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。



おまけ

ソフトが発売された当時のゲームボーイの
雰囲気で遊ぶことができます。

ゲームボーイの画素数にする

HOMEメニューで本ソフトのアイコンをタ
ッチするとき、 または を
押しながらゲームを起動します。
元の画素数に戻す場合は、何も押さない状
態でゲームを起動してください。

ゲームボーイ風の画面色にする

ゲームを遊んでいるときに＋を同時に
押しながらで切り替えます。



8 画面の見かた

❶ ❷ ❸
❶ エネルギー表⺬

サムスが持っているエネルギーの量です。
なくなるとゲームオーバーになります。

❷ ミサイル表⺬

サムスが持っているミサイルの数です。な
くなると、ミサイルを発射できなくなりま
す。

❸ メトロイドレーダー

この惑星にいるメトロイドの総数です。



9 ゲームの進めかた

サムスを操作して、惑星ＳＲ３８８の地下
世界を進みます。サムスへの指令は、惑星
ＳＲ３８８に生息するメトロイドを絶滅さ
せることです。

地下世界について

壁や床を壊して進む

地 下 世 界 の 壁 や 床 に
は、ビームや爆弾で壊
せるものがあります。
壊さなければ先に進め
な い と こ ろ も あ り ま
す。また、見えない抜
け道や落とし穴もあり
ます。

しゃがんで敵の攻撃をよけたり、丸くなっ
て狭い通路を進んだりすることができま
す。

しゃがんだり、丸くなったりする



 



液体に注意する

地下は複数のエリアに
分かれています。エリ
アとエリアの間には、
エネルギーを吸収する
危険な液体が存在しま
す。地震とともにその
液体が現れたり消えた
りするので、隙間をぬって通過します。

アイテムを探し出す

洞窟のある部分には、
かつて栄えた高度な文
明の遺跡のようなとこ
ろがあります。遺跡の
中には、サムスをパワ
ーアップさせるアイテ
ムなどが隠されていま
す。アイテムを探し出し、装備すること
が、この指令を完了するための必須条件で
す。

メトロイドは、脱皮をくり返し、変身して
パワーアップします。銀河連邦特殊部隊の
残したわずかな資料によると、メトロイド
を倒す方法はミサイルのみだとか……。

メトロイドを攻撃する

ゲームオーバーについて

敵に当たったり、敵の攻撃を受けたりする
と、サムスのエネルギーが減ります。エネ
ルギーがなくなるとゲームオーバーにな
り、タイトル画面に戻ります。



10 サムス紹介

❶ ＨＥＬＭＥＴ

身⻑：１ｍ９０ｃｍ

 

体重：９０ｋｇ

❺❷

❶

❸

❹

❻

❼

❽

酸素供給装置です。

❷ ＯＸＹＧＥＮ

 

ＳＵＰＰＬＹ

 

Ｅ
ＱＵＩＰＭＥＮＴ

❸ ＷＥＡＰＯＮＳ

 

ＨＡＮＤ

ビームとミサイルを撃ち分けるウェポンハ
ンドです。ミサイル発射時には銃口が開き
ます。ミサイルは数に限りがあるので、補
給が必要です。
ビームには様々な種類があり、アイテムを
取ることで変化します（→１３）。



❻ ＮＯＲＭＡＬ

 

ＳＵＩＴ

❼ ＬＥＦＴ

 

ＨＡＮＤ

❹ ＨＩＧＨ

 

ＪＵＭＰ

 

ＢＯＯＴＳ

アイテムのハイジャンプブーツ（→１２）
を取ることで、ジャンプ力が飛躍的にアッ
プします。

❺ＩＮＦＲＡＲＥＤ

 

ＲＡＹ

 

ＳＣ
ＯＰＥ

暗闇をも透視できる赤外線スコープです。

❽ ＢＡＲＲＩＥＲ

 

ＳＵＩＴ

アイテムのバリア（→１２）を取ると装着
されるバリアスーツです。
※サムスが装備できるアイテムは全１４種

類です。このアイテムを駆使［くし］す
ることによって、強力なパワーを発揮で
きます。



11 アイテム紹介１

ミサイルとエネルギーボール
ＳＲ３８８に生息する生物を倒
すと、ミサイルやエネルギー
ボールを出すことがあります。
これを取ると、サムスのミサイ
ルやエネルギーを少し回復する
ことができます。

ミサイル系アイテム

ミサイルタンク

サムスが持てるミサイル量の枠が
増え、さらにミサイルが補給され
ます。

ミサイルバッテリー

ミサイルが枠いっぱいまで補給さ
れます。

エネルギー系アイテム

エネルギータンク

サムスが持てるエネルギータンク
の数が増え、さらにエネルギーが
満杯［まんぱい］になります。

ビッグエネルギーボール

エネルギータンクが満杯になりま
す。



12 アイテム紹介２

爆弾を設置するには、丸くなって
いるときにを押します。敵を倒
すだけでなく、特定の床や壁を壊
すこともできます。

爆弾（ＢＯＭＢ）

鳥人の像

古代文明の遺産で、神として祭
られていた像です。この像の手
の上にアイテムボールが置かれ
ています。

アイテムボール

ミサイル系とエネルギー系以外の
アイテムは、通常アイテムボール
の形で存在しています。このアイ
テムボールをビームなどで撃つこ
とにより、それぞれのアイテムが
出現します。

スパイダーボール
（ＳＰＩＤＥＲ

 

ＢＡＬＬ）

丸くなっているときにを押すと、
床にくっつきます。で床や天井
にくっついて移動できます。くっ
ついているときにを押すと、丸
い状態のまま離れます。



ハイジャンプブーツ
（ＨＩＧＨ

 

ＪＵＭＰ

 

ＢＯＯＴ
Ｓ）

ジャンプ力がアップします。ジャ
ンプできる高さはノーマル時の２
倍以上です。

スプリングボール
（ＳＰＲＩＮＧ

 

ＢＡＬＬ）

丸まっている状態でジャンプでき
ます。

スペースジャンプ
（ＳＰＡＣＥ

 

ＪＵＭＰ）

回転ジャンプ中に再びジャンプす
る、連続ジャンプができます。連
続ジャンプをするには、回転ジャ
ンプの落下中にを押します。テ
クニックが必要です。

スクリューアタック
（ＳＣＲＥＷ

 

ＡＴＴＡＣＫ）

回転ジャンプで敵に体当たりする
と、敵を倒すことができます。

バリア（ＶＡＲＩＡ）

ノーマルサムスからパワーアップ
サムスに変身するアイテムです。
パワーアップサムスになると、受
けるダメージが半減し、走るスピ
ードもアップします。



スターシップ
（ＳＴＡＲ

 

ＳＨＩＰ）

惑星間航行可能な小型の宇宙
船です。サムスはこれに乗って
惑星ＳＲ３８８にやってきまし
た。
また、この宇宙船はベース基地
になっていて、乗り込むとエネ
ルギーとミサイルが補給されま
す。



13 アイテム紹介３

ビーム系アイテム

ビーム系アイテムを取ると、ビームが変化
します。
※同時に２種類のビームを使うことはでき

ません。

敵を一定時間凍結［と
うけつ］させ、動きを
止めることができま
す。凍らせた敵には乗
ることができます。

アイスビーム
（ＩＣＥ

 

ＢＥＡＭ）

ビームが波動状に飛び
ます。命中する範囲が
広く、強い破壊力があ
ります。

ウェイブビーム
（ＷＡＶＥ

 

ＢＥＡＭ）



ビームが３発同時に発
射され、命中する範囲
が広くなります。

スペイザー
（ＳＰＡＺＥＲ）

壁などの障害物をすり
抜けます。ビーム系の
中では最強の破壊力を
持っています。

プラズマビーム
（ＰＬＡＳＭＡ

 

ＢＥＡＭ）



14 敵紹介１

惑星ＳＲ３８８には様々な生物や、先住者
が残したらしい機械生物たちがいます。彼
らの中には、サムスが近づくと攻撃を仕掛
けてくるものもいます。

空中をふらふらと飛んでいます。

ユンボ

粘着力の強い足を持ち、洞窟の側
壁［そくへき］や上部をはって進
みます。

ツムリ

おとなしい生物ですが、接触する
と触角［しょっかく］でダメージ
を受けます。

モヒーク

洞窟の中を跳びはねています。

ナード

空中や砂の中をグルグルまわって
います。

グルグ



洞窟の壁や岩にそって動いていま
す。トゲに注意する必要があります。

ニードラー

空中を行ったり来たりしています。

シールーク

壁にセットされており、口から火
を吹きます。

パプー

いつもは地面や水中で静かにして
いますが、サムスが近づくと飛び
上がり、木の葉が舞うように移動
しながら攻撃します。

チュート

空中に浮いています。接触しても
ダメージを受けず、上に乗ること
ができます。

セプトー

地中から飛び出し、鋭い角で突き
刺そうとしてきます。

ユーミー

巣の中に集団で棲んでおり、サム
スが近づくと次々と攻撃をしかけ
ます。

ガウロン



マルカラ

体をアルマジロのように丸めて
攻撃してきます。

地面から現れ、体当たり攻撃をし
かけ、再び地面に戻ります。

グルバル

壁や地面の穴から、円盤ノコギリ
で攻撃をします。

スコープ

壁に張りついて腹部を光らせてい
ます。サムスが近づくと、体を丸
めて体当たり攻撃をします。

グロー

フラゾ

植物のような生物で、地面に根
を下ろして子供をまき散らしま
す。

空中を飛び回っています。

ムンボ



15 敵紹介２

左右にあるリングを逆に回転させ
て空中に浮き、近づくものに攻撃
をしかけます。

センジュー

接触してもダメージを受けず、乗
ることもできます。また、姿を消
すこともあります。

フリット

空中を移動しているだけの単純な
ロボットです。

ＴＰＯ

空中をふらふらしています。左右
の甲羅［こうら］は強く、ビーム
を寄せつけません。

ハラーサン

ハエのような生物です。接触する
とダメージを受けますが、攻撃は
してきません。

ピンサー

地上や壁などいろいろなところに
セットされており、レーザーで攻
撃してきます。

オートラック



先住者が作ったと思われるロボッ
トです。今では制御されず、勝手に
動き回っています。

オートＡＤ

ロボットです。鋭い爪で体当たり
してきます。

シャーク

ロボットの一種で、強力な火を吐
きます。
破壊することはできません。

オートム

作業用のロボットとして使われて
いましたが、今は壊れて動きがめ
ちゃくちゃになっています。

プロボ

サムスが近づくと突進してきます。
殻［から］は堅く、ビームを通し
ません。

モーシン

ふだんは空中を飛んでいますが、
サムスが近づくと強い酸性の唾液

［だえき］を吐きます。

ドリベル



地面や液体の中に潜んでおり、突
然現れて口から弾を吐いて攻撃し
ます。

クリーク

銃で攻撃をしかけてくるロボット
です。

ガンズー

ただ左右に行ったり来たりしてい
る単細胞生物です。

メボー

堅い甲羅に包まれていて、ビーム
は効きません。唯一の弱点は甲羅
のない下側にあります。

ラムキ

普段はおとなしくしていますが、
サムスが近づくとひらひらと舞い
攻撃してきます。

オクトロル



16 メトロイド紹介

ＭＥＴＲＯＩＤ

 

（メトロイド）

卵から孵化［ふか］した最初の
姿です。
接触した相手からエネルギーを
奪って生きています。

ＡＬＰＨＡ

 

ＭＥＴＲＯＩＤ
（アルファ

 

メトロイド）

メトロイドが成⻑していく途中
の、第１回目の脱皮［だっぴ］
した姿です。

ＧＡＭＭＡ

 

ＭＥＴＲＯＩＤ
（ガンマ

 

メトロイド）

さらに大きく成⻑し、イナズマ
を出して攻撃します。

ＺＥＴＡ

 

ＭＥＴＲＯＩＤ
（ゼータ

 

メトロイド）

第２回目の脱皮した姿です。攻
撃がよりいっそう強くなってい
ます。



ＯＭＥＧＡ

 

ＭＥＴＲＯＩＤ
（オメガ

 

メトロイド）

メトロイドの成虫です。体が大
きく、攻撃力もはるかに強くな
っています。
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