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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
『ゲームボーイギャラリー』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
あわ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。

『ゲームボーイギャラリー』
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。

©1980-2011 Nintendo
©1997 TOSE

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。

禁無断転載
CTR-RAKJ-JPN



2 ゲーム紹介

『ゲームボーイギャラリー』には、「ゲー
ム＆ウオッチ」で発売された４つのゲーム
が収録されています。

あのゲーム＆ウオッチの名作４本がリバイ
バル！
ただ懐かしいだけではありません。それぞ
れのゲームにはオリジナルに忠実な「むか
し」モードのほかに、現代アレンジの「い
ま」モードが楽しめます。
この「いま」モードがおもしろい！
アクションゲームの原点に還るような基本
的な動作と、高得点を狙う単純さが意外な
ほどに快感です！
さあ、ゲーム＆ウオッチ世代もそうでない
人も、『ゲームボーイギャラリー』の世界
を存分に楽しんでください。

ギャラリーにようこそ！



「ゲーム＆ウオッチ」は、１９８０年代に
発売された、携帯用液晶ゲーム機です。１
９８０年に発売されたシルバーシリーズの
『ボール』以降、液晶画面の大きくなった
「ワイドスクリーン」や、２画面の「マル
チスクリーン」などを含め、多数のシリー
ズ商品が発売されました。

大ダコの脚をくぐ
り 抜 け 、 海 底 深 く
に眠る財宝を引き
上げます。
１９８１年発売

配管が破裂。漏れ
るオイルを受け止
めて、危機を切り
抜けます。
１９８２年発売

通行人の動きに合
わせて、マンホー
ルをフタでふさぎ
ます。
１９８１、８３年
発売

マンホール

ゲーム＆ウオッチとは

ファイア

火災が発生。飛び
降りる人たちを救
急車まで運びます。

１９８０、８１年
発売

オクトパス オイルパニック



3 操作方法

各ゲームの操作方法

移動 

ナナメへ移動 

マンホール

移動 

左へ移動 

右へ移動 

ファイア

移動 

宝物を捨てる
（「いま」モー
ドのとき）

右へ移動 

オクトパス

宝物を拾う
/（宝箱の前
にいるとき）



移動 

回転
/（「い ま」
モードのとき）

オイル を受け
渡す

（一番端にいる
とき）

オイルパニック

※＋＋ ＋ 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。

その他の操作方法

項目を選ぶ 

成績の確認
（ゲームセレク
ト画面のとき）

決定 

キャンセル 

Ｐ ＡＵＳＥ
（一時中断）画
面の表⺬

「いま」モード
をプレ イする
ときの ＢＧＭ
を消す

（モード
セレクト画面のと
き）



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

※ゲームの説明で、「ぜんぶわかった」を
選ぶと、その後のプレイで説明が表⺬さ
れなくなります。

※「ギャラリーコーナー」（→１４）が出
現した後は、タイトル画面で「ＧＡＭ
Ｅ」を選ぶと、ゲームセレクト画面に進
みます。

タイトル画面でを押
す と 、 ゲ ー ム の 説 明
後、ゲームセレクト画
面に進みます。

１．タイトル画面

デモプレイについて
タイトル画面で操作せずにそのままに
しておくと、デモプレイを見ることが
できます。デモプレイ中にを押す
と、タイトル画面に戻ります。



中断データ（→６）があるときは、タイト
ル画面に「中断データ有り」と表⺬されま
す。を押すと、中断したゲームの続きか
らプレイできます。
※中断データは１つだけセーブすることが

できます。一度ゲームを再開すると、セ
ーブされていた中断データは消去されま
す。

ゲーム名やモード、
難易度が表⺬されま
す。

中断データから始める

中断データの内容



ゲームセレクト画面でゲームを選びます。
いずれかを選ぶと、モードセレクト画面に
進みます。

２．ゲームセレクト画面

成績について
を押すと成績を確認できます。

☆１つが２００
点を表します。
複数のゲームで
☆を５つずつ集
めると、なにか
が起こります。

成績

右が「難易度：むずかしい」、左が
「難易度：やさしい」、上段が「いま」
モード、下段が「むかし」モードの成
績です。



モードセレクト画面で、モードと難易度を
選びます。でモードを選び、で難易度
を選びます。

さいこうてん
選んでいるモードと
難易度での最高得点
です。

ＢＧＭ

「いま」モードでは、
Ｂ Ｇ Ｍ を 消 せ ま す 。

を押すと
が消えて、ＢＧＭが
オフになります。

モード
「 む か し 」 モ ー ド と
「いま」モードの２種
類があります。

難易度
「やさしい」と「むず
かしい」の２種類が
あります。

３．モードセレクト画面

さいこうてん

難易度

モード

操作方法

ＢＧＭ



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

このゲームでは、「最高得点」と「中断デ
ータ」をセーブできます。

各ゲームのゲームオーバー時に、最高得点
が自動的にセーブされます。セーブされた
最高得点は、モードセレクト画面で確認で
きます。

ＰＡＵＳＥ画面（→９）を表⺬し、リセッ
トすると、中断データがセーブされます。
中断データは、１つのみセーブできます。

中断データからゲームを再開すると、中断
データは消去されます。消去された中断デ
ータは元に戻せませんので、ご注意くださ
い。

データのセーブについて

最高得点のセーブ

中断データのセーブ

中断データの消去について



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

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

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

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

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

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。

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。



●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 ゲームの進めかた

ゲームやモード、難易度を決めると、ゲー
ムが始まります。各ゲームの遊びかたやミ
スの条件については、（→１０～１３）を
ご覧ください。

各ゲームでそれぞれの条件を満たすとミス
となります。

３回ミスをするとゲームオーバーとなり、
モードセレクト画面に戻ります。

ミスの回数が減ることを、「ミスクリア」
といいます。「むかし」モードの場合は、
一定の得点に達するたびに、すべてミスク
リアとなります。「いま」モードの場合
は 、 一 定 の 得 点 に 達 す る た び に ハ ー ト

（ ）が現れます。ハートに触れると、１
回分ミスクリアになります。

ミスについて

ゲームオーバー

ミスクリア

ヒント
ゲームオーバーの
ときに一定以下の
得点だと、ゲーム
のヒントが表⺬さ
れます。



9 画面の見かた

画面に表⺬される内容は、どのゲームも共
通です。表⺬される位置などは、ゲームや
モードによって変わります。
※以下の画面は「マンホール」（→１０）

のものです。

ＧＡＭＥ

 

Ａ：やさしい
ＧＡＭＥ

 

Ｂ：むずかしい

「むかし」モードの画面

現在の得点

ゲームの難易度

ミスの回数



触れると、１回
分ミスクリアと
なります。

：やさしい
：むずかしい

「いま」モードの画面

ミスの回数

現在の得点

ハート

ゲームの難易度

※ＰＡＵＳＥ画面を表⺬し、リセット
すると、中断データがセーブされま
す。

ＰＡＵＳＥ画面に
ついて
ゲームをプレイ中
に を押す
と、ＰＡＵＳＥ画
面になり、以下の
メニューが表⺬さ
れます。

ＣＯＮＴ
ＩＮＵＥ

ゲームを再開します。

ＥＸＩＴ
ゲームを終了して、モー
ドセレクト画面に戻りま
す。



10 マンホール

通行人の動きに合わせて、マンホールの下
からフタをするゲームです。通行人がフタ
のないマンホールの上を通り、落ちるとミ
スとなります。

ゲーム紹介

「むかし」モード

「いま」モード

フタが１つあります。
マンホールの上を通行
人が通るときに、下か
らフタで押さえます。

フタは４つあります。
マンホールの上を通行
人が通ると、フタが落
ちます。通行人を落と
さないよう、ヨッシー
でフタを操作します。



11 ファイア

火事の建物から飛び降りる人をトランポリ
ンで受け止め、救急車または馬車まで運ぶ
ゲームです。飛び降りる人を受け損なう
と、ミスとなります。

※難 易 度 が 「 や さ し
い」のときは４階か
らのみです。

ゲーム紹介

「むかし」モード

３階と４階から人が飛
び降りてきます。

飛び降りてくる場所は
一定です。受け止めた
ときに跳ね上がる高さ
が、キャラクターによ
って異なります。

「いま」モード



●スター

●ボムヘイ

タマゴについて
「いま」モードでは、タマゴ（ ）が
落ちてきます。タマゴを受け止める
と、スターかボムヘイが現れます。

トランポリンで受け止めるたび
に、ボーナス得点が手に入りま
す。

馬車まで運ぶとミスとなりま
す。途中で落とせば、ミスと
はなりません。



12 オクトパス

海底に眠る宝物を引き上げるゲームです。
タコが伸ばした脚に捕まると、ミスとなり
ます。
※「いま」モードでは、タコが吐き出した

スミに当たってもミスとなります。

ゲーム紹介

「むかし」モード

宝物を取って船に戻る
と、３点のボーナス得
点が手に入ります。

船に戻るごとに、取っ
た宝物の数の、倍のボ
ーナス得点が手に入り
ます。宝物をたくさん
取ると、宝物の重さで
動きが遅くなります。
宝物を捨ててタコの脚
に当てると、その脚はしばらくの間引っ込
みます。

「いま」モード



13 オイルパニック

天井から漏れるオイルをバケツで受け止
め、階下の相手にタイミングを見て渡すゲ
ームです。「オイルを床に落とす」または

「受け渡しに失敗する」とミスとなります。

※どちらかのミスの回数が３回になると、
ゲームオーバーです。

ゲーム紹介

オイルを床に
落とした回数

受け渡しに
失敗した回数

オイル３滴でバケツが
いっぱいになります。
あふれる前に階下の相
手 に オ イ ル を 渡 し ま
す。３滴ためた状態で
渡すとボーナス得点が
手に入ります。

「むかし」モード



オイルを３滴ためられ
るバケツを両手に持っ
ています。体を回転し
て、６滴までためられ
ます。あふれる前に階
下のヨッシーにオイル
を渡します。６滴のオ
イルを一度に渡すと、ボーナス得点が手に
入ります。

「いま」モード

ブロックについて
「いま」モードで、
ヨッシーが両端に
いるときに６滴の
オイルを一度に渡
すと、ヨッシーが
ブロックを吐き出
します。ブロックを増やしていくと、
なにかが起こります。



14 ギャラリー

ギャラリーでは、「ゲ
ーム＆ウオッチ」で発
売されたゲームが紹介
されます。一定以上の
得点を取ると、ゲーム
オーバーのときにギャ
ラリーを見ることがで
きます。

ギャラリーコーナー
一度見たギャラリーは、「ギャラリー
コーナー」で何度でも見ることができ
ます。ギャラリーを見ると、タイトル
画面に「ＧＡＬＬＥＲＹ」という項目
が追加されます。これを選ぶと、ギャ
ラリーコーナーを見ることができま
す。
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