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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『ロックマン』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、正しくお使いください。

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、本体の取扱説明書もあわせてお読み
ください。

本ソフトは、原作のゲーム内容をニンテ
ンドー3DS上で再現したものであり、
動作・表現など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。



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. 1987, 2012
ALL RIGHTS RESERVED.
ファミコン・ファミリーコンピュータ・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-N-TAWJ-JPN

「ロックマン」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』

 

は、主
人公ロックマンが、悪
の天才科学者・Dr.ワ
イリーの野望を阻止す
るために戦うアクショ
ンゲームです。

ロックマン



ストーリー

200X年、科学の進歩によって人々は工業
用の人型ロボットを生みだした。ある日の
こと、この工業用ロボットの第一人者であ
るライト博士のところへ、次のような情報
が入った。
"博士の開発したロボットが、次々に暴れ
出している！このままでは、ロボットに人
間が支配されてしまう！！

 

"
ロボットが人間を支配するなんて！？

 

き
っと、悪の天才科学者・Dr.ワイリーの仕
業にちがいない。ライト博士の開発したロ
ボットを改造して、その力で世界征服をた
くらんでいるのだ...。
ライト博士は、いつも自分の息子のように
可愛がっている家庭用ロボット"ロック"を
呼んだ。そして、博士自身の手によって生
まれたロボット6体の各心臓部分を回収さ
せるべく、ロックを戦闘用ロボット"ロッ
クマン"として改造したのである。
行け、ロックマン！！

 

無事6体のロボッ
トを回収するのだ！

 

そして、Dr.ワイリ
ーのロボット大工場を破壊し、平和をとり
もどすのだ！！



3 操作方法

ステージ画面の操作方法

攻撃

ハシゴをつかむ

ハシゴの上り下り

ハシゴから手を離す

武器セレクト画面の表
⺬・決定

移動 

ジャンプ

ゲームの一時中断・再
開

と、と、 とは同じ
操作ができます。

その他の操作方法

項目の選択 

決定



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 1Pと2Pの切り替え

＋を同時に押しながらを押すと、1
台の3DS本体で1Pと2Pを切り替えること
ができます。2Pに切り替えると操作がで
きない場合は、1Pに切り替えてください。



5 ゲームの始めかた

タイトル画面で を押すと、ステー
ジ選択画面に進みます。

プレイするステージを
選択すると、ステージ
が始まります。一度ク
リアしたステージも選
択できます。

ステージ選択画面



6 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、｢VCで使える機能｣のページを
ご覧ください。



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。
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。



8 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。
各ステージのボスを倒
すと、倒したボスの使
っていた武器が手に入
ります。

ミスとゲームオーバー

穴に落ちたり、障害物に当たったり、ライ
フエネルギーゲージ（→

 

9）が空になった
りするとミスになります。プレイヤー数

（→

 

9）が00のときにミスをすると、ゲー
ムオーバーです。
ゲームオーバー後、「CONTINUE」を選
ぶと、ステージの最初からやり直せます。

「STAGE SELECT」を選ぶとステージ選
択画面に戻ります。



9 画面の見かた

ステージ画面

❶ ❸

❷
❹

武器セレクト画面

❺

❻

❷ 武器エネルギーゲージ

武器を装備していると表⺬されます。空に
なると、その武器は使えなくなります。

❸ スコア

❶ ライフエネルギーゲージ

ボスの体力です。空にするとボスを倒せま
す。

❹ 敵エネルギーゲージ

使える武器と、それぞれの武器エネルギー
ゲージが表⺬されます。

❺ 武器表⺬

❻ プレイヤー数



10 アイテム紹介

マグネットビーム

装備するとレーザー光線を撃ち、
その上に乗ることができます。

ライフエネルギー

武器エネルギー

ボーナスボール

1UP

ライフエネルギーゲージを回復
できます。大と小の2種類があ
り、大は10、小は2回復します。

武器エネルギーゲージを回復で
きます。大と小の2種類があり、
大は10、小は2回復します。

1つにつき1000点のボーナス
が、ステージクリア時に加算さ
れます。ステージによって色が
異なります。

プレイヤー数が1増えます。



11 ボスキャラクター紹介

カットマン

山林の木材伐採作業用のロボッ
トとして活躍していました。身
軽にブーメラン攻撃をしてきま
す。

ガッツマン

土地開拓作業用ロボットとして
開発されました。特殊合金でで
きています。

アイスマン

冷凍倉庫の中で荷物の運搬作業
をしていたロボットです。南極
大陸の探査ロボットとして開発
されました。

ボンバーマン

ガッツマンと同様、土地開拓作
業用ロボットとして開発されま
した。大きな爆弾を投げてきま
す。

ファイヤーマン

廃棄物処理場の作業用ロボット
です。7000～8000度の高熱
で、何でも溶かしてしまいます。



エレキマン

原子力エネルギーの電圧制御作
業をしていたロボットです。素
早い動きで、すさまじい攻撃を
行います。



12 お問い合わせ先

※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』
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。
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