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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
『ロックマンワールド』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。

『ロックマンワールド』
に関するお問い合わせ先

株式会社カプコン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。

©CAPCOM CO., LTD. 1991, 2011
ALL RIGHTS RESERVED.
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-RAWJ-JPN

ロックマンワールドは株式会社カプコンの
登録商標です。



2 ゲーム紹介

『ロックマンワールド』
は、ファミコンで発売
された『ロックマン』
と『ロックマン２』の
世界を、ゲームボーイ
版として１つにまとめ
たゲームです。
主人公のロックマンを操作してステージを
進み、ボスを倒していきます。

ストーリー

２００Ｘ＋α年、ライト博士の生み出した
スーパーロボット『ロックマン』によって
謎の天才科学者Ｄｒ

 

. ワイリーの世界征
服の野望は阻止［そし］され、世界に平和
が戻った。
しかし、Ｄｒ

 

. ワイリーは秘かにライト博
士の開発した作業用ロボット達を改造し、
再び世界征服を企んでいたのだった。
その情報を知ったロックマンはＤｒ

 

. ワイ
リーの野望を打ち砕くために街へと向かっ
た……。



3 操作方法

ステージでの操作方法

キャリー を出
す



攻撃 

ジャンプ 

武器を装 備す
る

//
（武器ウインドウ
表⺬中）

武器ウイ ンド
ウの表 ⺬・非
表⺬

移動 

階段の上 り下
り





※＋＋ ＋ 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

カーソ ルの移
動

/

現在のス テー
ジをやり直す

（コンティニュ
ー画面のとき）

決定

コン ティニュ
ー画面の表⺬

//
（ゲームオーバー
のとき）

ステー ジを選
び直す

（コンティニュ
ー画面のとき）

スリープモード

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。



4 ゲームの始めかた

タイトル画面で２つの
メニューのどちらかを
選びます。

各ステージのボスが表
⺬されます。ボスを選
ぶと、ステージが始ま
ります。４つのステー
ジのどこからでも始め
られます。

ＧＡＭＥ

 

ＳＴＡＲＴ



カーソルの移動 

チップを消す 

チップを置く 

ＰＡＳＳ

 

ＷＯＲＤ

ステージをクリアした
り 、 ゲ ー ム オ ー バ ー

（→７）になったりす
ると、パスワード（チ
ップの配置）が表⺬さ
れます。パスワードを
以下の操作で入力する
と、ゲームを続きから始められます。
※パスワードに記憶されている情報は、前

半の４つのステージで倒したボスと、入
手した特殊武器です。



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（保存）して終了
します。
これをVC中断機能といいます。詳しくは、

（→6）をご覧ください。



6 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。



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。
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の有効無効
を切り替える

初回起動時は有効になっています。
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。

無効時

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



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。



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。



7 ゲームの進めかた

ロ ッ ク マ ン を 操 作 し
て、ステージを進みま
す。ステージの最後に
いるボスを倒すと、ス
テージクリアです。前
半の４つのステージを
すべてクリアすると、
新たなステージに行けるようになります。

ロックマンは、最初は
「ロ ッ ク バ ス タ ー 」
（Ｐ）のみを装備して
います。各ステージの
ボスを倒すと、そのボ
スが使用していた特殊
武器（→９）を入手し
ます。装備する武器は、武器ウインドウ

（→８）で切り替えます。

武器について

ミスについて

ライフエネルギーゲージ（→８）がなくな
ったり、トゲなどの上に落ちたりするとミ
スになります。ミスになるとロックマンの
残り数が１減り、ステージの特定の場所か
らやり直しになります。



ゲームオーバー

ロックマンの残り数が０のときにミスにな
るとゲームオーバーとなり、パスワードが
表⺬されます。 を押すと、コンテ
ィニュー画面が表⺬されます。
ステージを選び直すときはを、現在のス
テージを最初からやり直すときはを選び
ます。ステージは何回でもやり直すことが
できます。

パスワードについて
タイトル画面の「ＰＡＳＳ

 

ＷＯＲＤ」
でパスワードを入力すると、ゲームを
続きから始められます。



8 画面の見かた

❺❷

装備中の武器の残りエネルギーです。特殊
武器(→９)の装備中にのみ表⺬されます。

❶ 武器エネルギーゲージ

❷ 装備中の武器

ロックマンの体力です。ダメージを受ける
と減っていきます。

❸ ライフエネルギーゲージ

❹ ロックマンの残り数

ボスの体力です。ボスがいるときにのみ表
⺬されます。

❺ ボスエネルギーゲージ

メイン画面

❶

❹❸



を押すと表⺬されます。
で武器を選んで を押すと、装備
することができます。

持っている武器と、それぞれのエネルギー
ゲージです。

❷ 持っている武器

❶ ❸

❶ 装備中の武器

❹ ライフエネルギーゲージ

❸ ロックマンの残り数

❷

武器ウインドウ

❹



9 特殊武器

各ステージのボスを倒すと入手できる、特
殊武器です。
※「エネルギー消費量」は、１発撃ったと

きに消費する、武器エネルギーゲージの
量です。

ローリングカッター（ＣＵ）

ブーメランのようにだ円を
描いて飛び、再びロックマ
ンのところに戻ってきます。
カットマンを倒すと手に入
ります。
＜エネルギー消費量

 

１＞

サンダービーム（ＥＬ）

高電圧のビームを３方向の
広範囲に発射します。
エレキマンを倒すと手に入
ります。
＜エネルギー消費量

 

１＞

アイススラッシャー（ＩＣ）

横方向に攻撃でき、５秒間、
相手の動きを停止させます。
ただし、ボスは停止させら
れません。
アイスマンを倒すと手に入
ります。
＜エネルギー消費量

 

１＞



ファイヤーストーム（Ｆ

 

I）

ロックマンのまわりを炎が
回転し、横方向に弾を１発
発射します。
ファイヤーマンを倒すと手
に入ります。
＜エネルギー消費量

 

１＞

アトミックファイヤー（ＨＥ）

を押し続けることで、弾
の威力を３段階に切り替え
ることができます。
ヒートマンを倒すと手に入り
ます。
＜エネルギー消費量

 

小１

 

中２

 

大４＞

タイムストッパー（ＦＬ）

武器エネルギーゲージがな
くなるまで、画面内の敵の
動きを停止させることがで
きます。
フラッシュマンを倒すと手
に入ります。
＜タイムストッパーを使用している間、武
器エネルギーを消費し続けます＞



クイックブーメラン（ＱＵ）

ブーメランのように、再び
ロックマンのところに戻っ
てきます。を押し続ける
と連射できます。
クイックマンを倒すと手に
入ります。
＜エネルギー消費量

 

１/８＞

バブルリード（ＢＵ）

地形に沿って移動する弾を
発射します。
バブルマンを倒すと手に入
ります。
＜エネルギー消費量

 

１/２＞

ミラーバスター（ＥＮ）

謎の武器です。どこで入手できるのか、ど
んな攻撃をするのかは不明です。

キャリー（ＣＡ）
前半の４つのステージの
ボスを倒すと手に入るア
イテムです。
攻 撃 は で き ま せ ん が 、
を押すとロックマンの向いている方
向に現れ、上に乗ることができます。
ジャンプ中に出すとロックマンの足元
に現れるため、高いところに行くとき
に使えます。
キャリーが画面内に出ている間は、武
器エネルギーを消費し続けます。



10 アイテム

武器エネルギーゲージが１０回復
します。

武器エネルギー大

ステージ内で入手できるアイテムです。

武器エネルギーゲージが２回復し
ます。

武器エネルギー小

ライフエネルギーゲージが１０回
復します。

ライフエネルギー大

ライフエネルギーゲージが２回復
します。

ライフエネルギー小

ロックマンの残り数が１増えます。

１ＵＰアイテム



11 テクニック

ボスと弱点

強力なボスにも、必ず
弱点があります。どの
特殊武器が効果的かわ
かると、戦いを楽に進
められるようになりま
す。

氷の上では……

滑る［すべる］氷の上
では、一度その場でジ
ャンプすると、止まる
ことができます。

アイテムを集める

敵を倒すと、アイテム
を落とすことがありま
す。いざというときは
多くの敵を倒して、ア
イテムを集めるのも有
効です。



特殊武器のエネルギー

特 殊 武 器 を 使 う と き
は、武器エネルギーに
注意する必要がありま
す 。 使 い す ぎ て い る
と、ボスとの戦いのと
きに、武器エネルギー
が切れてしまうかもし
れません。



12 キャラクター紹介

カベとカベの間を行ったり来た
りしています。カベにくっつい
ているときに攻撃するのが有効
です。

くっつきスージー

ステージに登場する、敵やしかけです。

天井と地面から現れ、そのまま
直進します。特殊武器で攻撃す
るのが有効です。

モール

床の上で左右に動いています。
ジャンプで飛び越すのが有効で
す。

ガビョール

天井から降ってきたり、チャン
キーメーカーから発射されま
す。

チャンキー

自分の頭でチャンキーを造り、
投げてきます。

チャンキーメーカー



ジャンプ中にのみダメージを与
えることができます。大ジャン
プをしたときに下をくぐりぬけ
るか、特殊武器で攻撃するのが
有効です。

ビッグアイ

空中を雲に乗って移動していま
す。ゴローを倒すと、雲に乗っ
て移動できるようになります。

カミナリゴロー

スナイパージョー

定期的に弾を３発撃ち、攻撃中
以外は盾で防御します。弾をジ
ャンプでかわしながら攻撃する
のが有効です。

空から卵を落としてきます。卵
からは、たくさんのピピが現れ
ます。

ピピ

本体からスクワームがどんどん
わき出してきます。特殊武器で
まとめて倒すのが有効です。

スクワーム



ロックマンが近づくと地面から
生え、５方向に弾を撃ちます。

スクリュードライバー

通路内を回転しています。タイ
ミングよくジャンプで飛び越す
のが有効です。

スーパーカッター

通常は床や天井にいますが、近
づくと体当たり攻撃をしてくる
ものもいます。

カッティングホイール

顔を出して３方向に弾を撃ちま
す。顔を出したときのみダメー
ジを与えられます。歩いて移動
するものもいます。

メットール

しばらく乗っていると、溶けて
くるブロックです。

アイスブロック

現れたり、消えたりするブロッ
クです。

出現ブロック



バーナーブロック

バーナーから火が吹き出すブロ
ックです。

強力な電流を出すブロックで
す。

サンダーブロック



13 ボス紹介

ブーメランのようなカッターで
攻撃し、ロックマンが近づくと
ジャンプします。ジャンプした
ときに、下をくぐって攻撃する
のが有効です。

カットマン

氷の上を自由に滑り[すべり]、
真上にジャンプしながら攻撃し
てきます。ジャンプでかわしな
がら攻撃するのが有効です。

アイスマン

とても威力の高いビームを発射
して攻撃してくる、強敵です。

エレキマン

巨大な火炎を発射して攻撃し、
ロックマンとの間合いをとろう
とします。

ファイヤーマン

泳いで移動します。ロックマン
を見つけると、頭の砲台［ほう
だい］から泡を発射して、攻撃
してきます。

バブルマン



火柱［ひばしら］で攻撃してき
ます。攻撃を受けると火だるま
になり、体当たりしてきます。

ヒートマン

すばやい動きでロックマンに体
当たりをしてきます。また、ジ
ャンプ中は広範囲に攻撃してき
ます。

クイックマン

フラッシュマン

通常は体当たりで攻撃してきま
す。体が光ると少しの間、周り
の時間を止め、ロックマンを動
けなくします。

８体のボスを倒したあとに待ち
受ける、謎のボスです。特殊武
器が一切通用しません。エンカ
ーを倒すと、とても重要な武器
が手に入ります。

エンカー
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