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1 安全に使用するために

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。

ごあいさつ

このたびはニンテンドー3DS専用ソフト
『BIONIC COMMANDO』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。



※ゲームの攻略情報についてはお答えしておりません。

『BIONIC COMMANDO』
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. 1992, 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-RBDJ-JPN

BIONIC COMMANDOは株式会社カプコ
ンの登録商標です。



2 ゲーム紹介

『 BIO N I C
COMMANDO』は、
主人公ラッド・スペン
サーを操作して、エリ
アを進んでいくアクシ
ョンゲームです。

ラッド・
スペンサー

ストーリー

はるか未来、地球上は平和な時を過ごして
いた。
だが、ある日ー
突如［とつじょ］として現れた総統［そう
とう］ワイズマン率いるドライゼ軍が、そ
の強大な軍事力をもって全世界に対し、宣
戦布告した。ワイズマンは世界征服のた
め、謎の「アルバトロス計画」を発令し
た。
それを知った連邦軍は、「アルバトロス計
画」の正体を突き止めるべく、英雄スーパ
ー・ジョーをドライゼ公国に単身潜入させ
た。
だが、ジョーからの連絡が途絶えてしまっ
た。
連邦は本件を重大視し、ジョー救出及び、

「アルバトロス計画」阻止［そし］を実行
すべく、バイオニック

 

コマンドー最強の
ＦＦ［ダブル・フォース］部隊のエース、
ラッド・スペンサーをドライゼ公国に潜入
させることを決定した。



3 操作方法

戦闘画面での操作方法

移動 

移動マッ プ画
面に戻る

＋＋

弾を発射する 

特殊アイ テム
を使用する

情報ウイ ンド
ウの表⺬

/

入口に入る 

ワイヤ ーをし
ゃがん で投げ
る

+

ワイヤ ーを斜
めに投げる



ワイヤーを使った操作方法

ワイヤ ーを横
に投げる

+

ワイヤ ーを上
に投げる

+



ワイヤ ーを縮
める

（ワイヤーを引
っかけた後）

振り子運 動の
勢いで飛ぶ

主人公の向いて
いる方 向に押す

（ワイヤーを斜め
に引っかけた後）

上の段に登る

（上に引 っか
けたワイヤーを縮
めた後、上の段に
障害物が ないと
き）

ワイヤ ーを切
る

（ワイヤーを引
っかけた後、また
はワイヤーを縮め
ている間）

タイトル画面での操作方法

項目の選択 / /

決定 /



※＋＋ ＋ /＋＋
＋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

項目の選択 

メッセ ージを
進める



決定 

キャンセル 

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

オープニングデモ中に
を押すと、タ

イトル画面が表⺬され
ます。タイトル画面で
項目を選びます。

ゲームを最初から始めます。

ＳＴＡＲＴ

カーソルの移動 

パスワードの決定

記号の入力 

パスワード画面に進みます。正しいパスワ
ード（→８）を入力すると、ゲームを続き
から始められます。

ＰＡＳＳＷＯＲＤ

カーソル

記号の選択 

記号



※ＣＯＮＴＩＮＵＥの横に表⺬されている
数字はコンティニューアイテムの数で
す。

コンティニューアイテム（→１０）がある
と表⺬されます。コンティニューアイテム
を１消費して、ゲームオーバー（→８）に
なった直前の場所から再開できます。

ＣＯＮＴＩＮＵＥ



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。



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。
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。

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。

VCメニュー表⺬中に＋ ＋を



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

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。

ッチするとき、 または を



7 ゲームの進めかた

移動マップ画面でエリアを移動し、装備選
択画面で装備を選んで戦闘します（→
８）。最後の敵エリアをクリアすると、ゲ
ームクリアとなります。

主人公の位置を表します。

❶ ヘリコプター

❶ ❸

❹

❷ 敵ユニット

❹ メッセージウインドウ

移動マップ画面で移動する

❷

コマンドやエリア名が表⺬されます。

❸ エリア



エリアの情報

● 敵エリア（黒文字）
敵の要塞［ようさい］に潜入し、
ボスルーム（→８）にある要塞中
枢［ちゅうすう］の破壊を目指し
ます。クリアすると、武器やアイ
テムなど（→１１、１２）を手に
入れることができます。また、通
信室では、ストーリーを進めるた
めの情報を手に入れることができ
ます。

● 中立エリア（白文字）
エリア内にいる味方から、情報や
通信機などの場所を聞くことがで
きます。また、敵兵士の話を聞く
こともできます。ただし、発砲し
た場合、中立兵が攻撃してきます。

メッセージウインドウで「いどう」を選ぶ
と、エリア名が表⺬されます。で方向を
選んでで決定すると、ヘリコプターがそ
のエリアに移動します。

エリアの移動



装備選択画面

「Ｗ Ｅ Ａ Ｐ Ｏ Ｎ （ 武
器）」→「ＰＲＯＴＥ
ＣＴＯＲ（防具）」→

「Ｔ Ｏ Ｏ Ｌ （ ア イ テ
ム）」→「ＶＩＤＥＯ

Ｒ Ｅ Ｃ Ｅ Ｉ Ｖ Ｅ Ｒ
（通信機）」の順に装
備を選択し、「ＥＮＤ」を選びます（→１
１、１２）。

装備選択画面で装備を選ぶ

エリアに「こうか」し、装備選択画面で装
備を選ぶと、戦闘が始まります。また、移
動中に敵ユニットと重なると、遭遇モード

（→１０）になります。



8 戦闘の進めかた

戦闘画面で敵と戦いながら進み、敵エリア
のクリアを目指します。

敵エリアをクリアする

敵エリアをクリアするためには、まずエリ
ア内にある通信室に入り、情報を得る必要
があります。
通信室で情報を得ると、ボスルームの入口
が開きます。ボスルーム内にある要塞中枢
を破壊すると、エリアクリアとなります。
※特定のアイテムがないと、クリアできな

いエリアもあります。

通信室
入口の扉

ボスルーム
入口



通信機について
通信機（→１２）には、α［アルフ
ァ］、β［ベータ］、γ［ガンマ］、δ

［デルタ］の４種類があります。エリ
アに合った通信機を持っていないと、
通信メニューの「こうしん」「とうち
ょう」で情報を聞けません。

こうしん

仲間から、アイテム
やスーパー・ジョー
がいる場所などの情
報を得ることができ
ます。

とうちょう

敵 の 内 部 事 情 な ど 、
「こうしん」よりも貴
重な情報を得ること
ができます。ただし、
敵に見つかると、攻
撃を受けます。

しゅうりょう 戦闘画面に戻ります。

セレクト
武器や通信機を変更
することができます。

通信室

通信室の中央に移動す
ると、通信メニューが
表⺬されます。



ボスルームの中に入ると、要塞中枢を守る
ボスが登場します。

ボスルーム

ボス 要塞中枢

ライフゲージとミス

敵の攻撃を受けたり、敵に当たったりする
と、ライフゲージ（→９）が１減ります。
ライフゲージがなくなるとミスになり、特
定の場所からやり直しになります。
※トゲがある場所に落ちると、ライフゲー

ジは２減ります。
※穴に落ちると、ミスになります。

ゲームオーバーについて

残りプレイヤー数（→９）が０のときにミ
スをすると、ゲームオーバーとなり、タイ
トル画面に戻ります。

レベルアップ

敵を倒したときに出現する「カートリッ
ジ」（→１２）を取ると、経験値が１増え
ます。経験値が一定数になると、レベルア
ップしてライフゲージの最大値が１増え、
ライフゲージが最大まで回復します。
※獲得した経験値は、情報ウインドウ（→

９）で確認できます。



パスワード表⺬
敵エリアをクリア
すると、パスワー
ドが表⺬されます。
タ イ ト ル 画 面 で

「ＰＡＳＳＷＯＲ
Ｄ」を選んで入力
すると、ゲームを続きから始めること
ができます。



9 画面の見かた

戦闘画面

❶ 主人公

❶
❹

❸

❷ 敵

❸ ワイヤーが引っかかる地形

❷

ワイヤーを天井や障害物に当てると、引っ
かかります。

❹ ライフゲージ

情報ウインドウ

戦闘画面で を押すと、ゲームを一
時中断して情報ウインドウを表⺬すること
ができます。

❻

❶

❸

❼
❽

❹ ❺❷



❹ 装備しているアイテム

❺ 装備している通信機

❼ 残りプレイヤー数

❸ 装備している防具

❽ コンティニューアイテムの数

❷ 装備している武器

❻ 経験値

現在の経験値／次のレベルアップに必要な
経験値です。

❶ ライフゲージ



10 遭遇モード

エリアの移動中に、ヘ
リコプターが敵ユニッ
トと重なると、遭遇モ
ードになります。遭遇
モードの戦闘画面で
は、主人公は右方向に
進みます。右端まで進
むと、移動マップ画面に戻ります。

コンティニューアイテムについて

大きい敵を倒すと、コ
ンティニューアイテム
が出現します。コンテ
ィニューアイテムを持
っていると、ゲームオ
ーバー後にタイトル画
面で「ＣＯＮＴＩＮＵ
Ｅ」を選んで続きから
プレイできます。コン
ティニューアイテム
は、最大９個まで持てます。

コンティニュー
アイテム



11 武器・防具紹介

武器

アサルトライフル

主人公の標準装備。威力が弱く、
２連射です。まっすぐ前方に飛ん
でいきます。

ワイドレンジライフル

前方と斜め４５°上下に弾を発射で
きます。威力はアサルトライフル
と同じくらいです。射程は短いで
すが、連射できます。

グレネードランチャー

弾が前方に直進します。強力です
が、画面内に１発しか発射できま
せん。特定の障害物を破壊するこ
とができます。

バルカン

 

Ｍ２７４

前方と上下９０°に弾を発射できま
す。地形を貫通することができま
すが、射程は短いです。
グレネードランチャーで破壊でき
ない特定の障害物を破壊できます。

マシンガンＭ８３Ａ３

弾を連射してばらまくことができ
ますが、射程は短いです。



ＳーＡＰＤＳ砲

グレネードランチャーを超える性
能を持っています。その威力は、
連邦軍最強ともいわれています。

防具

シールドゴーグル

敵の弾を１回防ぐことができます。

アーマードメット

敵の弾を３回防ぐことができます。

プロテクトスーツ

敵の弾を２回に１回防ぐことがで
きます。



12 アイテム・通信機紹介

特殊アイテム

装備して、 で使用します。

照明弾

暗い場所を明るくすることができ
ます。

バイオプロテイン

ライフゲージを完全に回復します。

装備アイテム

装備すると、効果を発揮します。

レッグアーマー

ジャンプしたとき、着地点にいる
敵にダメージを与えることができ
ます。また、移動速度が速くなり
ます。

ハイパーバレル

ほかの武器と一緒に装備すると、
連射できます。アサルトライフル
と一緒に装備すると、３連射でき
ます。

許可証

あるエリアに入れるようになりま
す。



アイテムボックスのアイテム

エ リ ア を 進 ん で い る
と、上からパラシュー
トでアイテムボックス
が降りてくることがあ
ります。このとき、ア
イテムボックスを撃つ
か、ワイヤーをぶつけ
ると、アイテムが出現
します。

アイテム
ボックス

１ＵＰ

残りプレイヤー数が１増えます。

バイオプロテイン

ライフゲージを完全に回復します。

カートリッジ

経験値が１増えます。

ＰＯＷ

一定時間、オプションが主人公の
周辺を回り、敵にダメージを与え
ます。

通信機

ＴＹＰＥ
ーα

ＴＹＰＥ
ーβ

ＴＹＰＥ
ーγ

ＴＹＰＥ
ーδ



13 キャラクター紹介１

バイオニック

 

コマンドー：
ラッド・スペンサー

このゲームの主人公で、ＦＦ［ダ
ブル・フォース］部隊のエース。
ドライゼ公国に潜入し、行方不明に
なったスーパー・ジョーの救出の
ため、彼もドライゼ公国に潜入す
る。
右腕には攻撃用火器が装備されて
いる。このユニットは、目的によ
りさまざまな装備変更が可能。
左腕に装備されているユニットか
らは特殊なワイヤーが発射され、
通常では移動不可能な所でも難な
く移動できる。

連邦の英雄：
スーパー・ジョー

連邦軍の英雄的存在。ドライゼ軍
の「アルバトロス計画」の正体を
探るため、ドライゼ公国に潜入す
るが、消息を絶ってしまう。

パルチザンリーダー：
マック・ルーガー

ドライゼ軍と戦う反乱組織のリー
ダー。ドライゼ軍が核ミサイルを
連邦軍に向けて発射することを知
って、ラッドに核ミサイル発射基
地を破壊するように頼む。



ドライゼ公国軍大佐：
ライル・ハインダー

総統ワイズマンの右腕的な存在。
ラッド・スペンサー打倒に闘志を
燃やす。このドライゼ軍最強の男
の過去を知る者は誰もいない。

ドライゼ公国軍総統：
ドライゼ・ワイズマン

ドライゼ公国総統。全世界を我が物
にするため、謎の「アルバトロス
計画」を実現しようとたくらむ。



14 キャラクター紹介２

ドライゼ軍兵士

一般兵

ドライゼ軍の主力をなす兵である。
ほとんどがクローン人間で、遺伝
子レベルでの生体改造が行われて
いる。横方向に弾を撃ち、主人公
の真上にいるときに、主人公めが
けて飛び降りてくる。

重火器兵

固定砲台なみの破壊力を持つ。た
だ、筋肉組織の改造をしてあるに
もかかわらず、それを超える重火
器を装備してあるため、動きが鈍
重［どんじゅう］であり、実戦に
おいて、一般兵の護衛なしでは運
用しにくいのが現実である。通常、
物陰に隠れていて、立ち上がって
爆弾を投げたり、バズーカを撃っ
たりする。

ナイフ兵

白 兵 戦 用 に 改 造 さ れ た 兵 。 敏 捷
［びんしょう］性、特に走行力を強
化しており、見かけによらず撃た
れ強い。主人公が近づくと、強力
なナイフを武器に突進してくる。

指揮官

要塞動力部を守る守備隊の指揮官。
部下に命令するだけで、自分は戦
いに参加しない。



擲弾［てきだん］兵

背中に投擲用弾倉［とうてきよう
だんそう］を装備している。そこ
から小型爆弾を取り出し、主人公
に向かって投げてくる。

作業歩兵

ただ、筋肉改造のみ行ったタイプ。
その分腕力は申し分なく、ドライ
ゼ軍の中ではトップレベル。鉄球
を主人公に投げつけて攻撃する。

ボス

重装甲［じゅうそうこう］兵

かなり生体改造を施［ほどこ］し
たタイプで、どちらかというと人
間を土台に造られたロボットとい
っても過言ではない。階級は指揮
官クラスで、要塞動力部を守るボ
スの１人。ワイヤー・ガンを装備
し、真上に攻撃してくる。

バイオソルジャー

このタイプは、生体改造された兵
士というより、生体部品で造られ
たロボットといった方がよいもの
である。これはまだ試作タイプで、
全部で数体しか造られていない。
実験を兼［か］ねて実戦投入され
ている（要塞動力部を守るボスと
して稼働［かどう］している）。



15 テクニック

テクニック１：連続で飛ぶ

段差がある天井など
を、振り子運動の勢い
で続けて飛ぶときは、
以下の手順で行うと成
功しやすくなります。

１．振り子運動で飛ぶ
２．空中でワイヤーを真上に引っかける

（必要がある場合、ワイヤーを縮める）
３．停止した状態からワイヤーを切り離す
４．切り離した直後にワイヤーを斜めに投

げる

テクニック２：ワイヤーを斜めに
引っかける

地上では、ワイヤーを
斜めに引っかけられな
くても、真上に引っか
けられる場所が多くあ
ります。斜めに引っか
けたいときは、以下の
手順で行うと成功しや
すくなります。

１．ワイヤーを真上に引っかけて、縮める
２．停止した状態からワイヤーを切り離す
３．切り離した直後にワイヤーを斜めに投

げる
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