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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『ダウンタウン熱血物語』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。

© Million Co.,Ltd.
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-TBHJ-JPN



2 ゲーム紹介

『熱血硬派くにおくん』のストーリーから
数ヵ月後の話である。
今まで名も知られていなかった冷峰［れい
ほう］学園。そこに転校してきた⻯一・⻯
二という兄弟は数ヵ月の間に近くの高校を
冷峰学園の支配下にしてしまった。そのう
わさは周囲の高校にみるみる広がっていき
⻯一・⻯二はダブルドラゴン兄弟と呼ばれ
恐れられた。そんなうわさはくにおの永遠
のライバルである花園高校の番⻑りきの耳
にも入っていたがりきは、その脳天気な性
格から『ダブっている兄弟なんかおそるる
に足らない！』とわけのわからない事を言
い、平然としていた。しかしそんなある
日、りきの彼女である島田真美が冷峰学園
の者に連れさられてしまった。そしてりき
の元には挑戦状が……。怒りに燃えるりき
は門を飛び出すがそこで1人の男と衝撃的
な再会をすることになる。りきの最大のラ
イバルくにお。彼との出会いによってこの
物語は始まるのだ。

ストーリー

『ダウンタウン熱血物
語 』 は 、 く に お （ り
き）を操作して、行く
手をはばむ敵を倒しな
がら進むアクションゲ
ームです。



3 操作方法

ステージでの操作方法

移動 

パンチ 

キック 

ジャンプ ＋

ダッシュ
同じ方向に素
早く2回押す

ダッシュハイジ
ャンプ

＋
（8歩以上ダッシ
ュした後）

武器や敵を持つ
/（武器 や
ダウンした敵の
近くで）

武器や敵で叩く
（武器や敵を
持っているとき）

受け身※
/（敵の攻撃
に合わせて）

三角攻撃
/（カベにジ
ャンプして跳ね
返るとき）

ダッシュジャン
プ

＋
（ダッシュ中）



※武器や敵を持っているときは出せませ
ん。

コマンドの表⺬
（1Pのみ）

武器や敵を投げ
る

（武器や敵を
持っているとき）

所持金の表⺬
（1Pのみ）

その他の操作方法

項目の選択 

キャンセル 

決定 

ゲームモードの
選択

（1Pのみ）

決定
（1Pのみ）

名前入力画面の
表⺬・終了 （1Pのみ）

キャラクターの
変更

（1Pのみ）

ゲームモード選択画面での操作
方法



と、と、 とは同じ
操作ができます。



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。
※1台の3DS本体では、1Pと2Pを同時に

操作することはできません。同時に操作
する場合は、2台の3DS本体でダウンロ
ードプレイを行ってください（→5）。

※「1P PLAY」では、2Pに切り替えると
操作ができません。1Pに切り替えてく
ださい。

※ダウンロードプレイ中は、1Pと2Pの切
り替えができません。



5 ダウンロードプレイ

『ダウンタウン熱血物語』が保存されてい
るニンテンドー3DS本体がひとつあれば、
プレイする人数分の本体同士で通信し、ダ
ウンロードプレイを楽しむことができま
す。

2P PLAY A/B(ダウンロードプ
レイ)

用意するもの

ニンテンドー3DS本体･･････････････････
･･････プレイする人数分の台数（最大2台）
※『ダウンタウン熱血物語』が保存されて

いる3DS本体が1台必要です。



VCメニューで「ダウンロードプレイをお
わる」をタッチすると、終了できます。

終わりかた

はじめかた

●ソフトを送る側(親機)の場合

3.「2P PLAY A」か「2P PLAY B」のど
ちらかを選んでください。

1.VCメニューで｢ダウン
ロードプレイをはじめ
る｣をタッチしてくださ
い。

2.同時に遊ぶ子機が接続
されたことを確認して、
｢開始｣をタッチしてく
ださい。

●ソフトを受け取る側(子機)の場合

3.『ダウンタウン熱血物語』をタッチし、
ソフトをダウンロードしてください。

2.｢ニンテンドー3DSロ
ゴ｣をタッチしてくださ
い。

1.HOMEメニューで｢ダウ
ンロードプレイ｣のアイ
コンをタッチし、｢はじ
める｣をタッチしてくだ
さい。

ダウンロードプレイ中は、本体を閉じても 
スリープモードになりません。 

スリープモードについて 



6 ゲームの始めかた

ゲームモード選択画面

ゲームモードとキャラ
ク タ ー を 選 び 、

を押します。

1P PLAY

1人用のモードです。

2P PLAY A

プレイヤー同士の攻撃が当たる2人用のモ
ードです。

※「2P PLAY A/B」を選ぶ場合は、あら
かじめダウンロードプレイの準備を行っ
てください（→5）。

※「2P PLAY A/B」を選ぶ場合は、同時に
同キャラクターは選べません。

2P PLAY B

プレイヤー同士の攻撃が当たらない2人用
のモードです。



ゲームモード選択画面で を押す
と、名前入力画面が表⺬されます。以下の
操作で、キャラクターの名前を変更できま
す。入力が終わったら「おわる」を選びま
す。

カーソルの移動 

入力を終える

決定 

1文字戻る 

名前入力画面

※設定の変更は、コマンドの「せっていへ
んこう」（→11）でも行えます。

メッセージスピー
ドの変更



難易度の変更 

設定の変更

以下の操作で設定を変
更できます。
/ を押すと、
ゲームが始まります。



7 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。



8 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メニュー

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。
※ダウンロードプレイ中は、VC中断機能

を使うことはできません。

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。

※ダウンロードプレイ中は、まるごとバッ
クアップ機能を使うことはできません。



まるごとバックアップ機能が有効の時

●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。

ゲームを再開 ゲームを再開します。

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。

ダウンロードプ
レイをはじめる

ダウンロードプレイを
はじめます。

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、ダウンロード
プレイをはじめたいときは「ダウンロード
プレイをはじめる」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。



9 ゲームの進めかた

※ボスを穴や川に落として倒し、ストーリ
ーが進まなくなった場合は、同じステー
ジに入り直して再登場させてください。

ボス

特定のステージでは、
ボスが登場します。他
の敵がいる場合は、敵
をすべて倒すとボスが
登場します。

ステージに現れる敵を
攻撃し、倒しながら進
みます。敵は穴や川に
落とすことでも倒せま
す。
ス テ ー ジ の 端 や わ き
道、建物の入口などに
移動すると、ほかのス
テージに移ります。 敵

わき道

ステージを進む

お金

攻撃で倒した敵はお金を落とします。
お金に触れると、所持金（→10）が
増えます。落ちているお金は一定時
間で消えます。

武器

敵が持っていたり、落ちていたりし
ます。一部の武器は、キックで飛ば
したり、ジャンプで上に乗ったりで
きます。



敵の攻撃を受けると、キャラクターの体力
（→10）が減ります。体力がなくなった状
態でダウンしたり、穴や川に落ちると、キ
ャラクターは力尽きます。力尽きると所持
金が約半分になり、スタート地点や特定の
商店街から再開します。
※「2P PLAY A/B」で1人が力尽きると、

もう1人がステージを移動したときに、
力尽きたキャラクターが復活します。復
活したキャラクターの所持金は、約半分
になります。

力尽きた場合



10 画面の見かた

を押すと、体力と所持金の表⺬が
切り替わります。 を押すとゲーム
が中断され、コマンド（→11）が表⺬さ
れます。

❶ 体力（1P/2P）

❸ 所持金（1P/2P）

❶ ❸

❷ ❹

❷ メッセージ

セリフや現在地などが表⺬されます。

❹ コマンド

※画面写真は「2P PLAY A」のものです。
「1P PLAY」では、2Pの体力と所持金
は表⺬されません。



11 コマンド

を押すと、ゲームを再開します。
※「たーぼふぁいる」は対応していません。

ぱすわーど

カーソルの移動 

入力を終える

決定 

1文字戻る 

※パスワードで引き継げるのは、所持金と
ステータスのみです。アイテムや現在地
は、引き継げません。

現在の所持金とステータスに応じたパスワ
ードが表⺬されます。
以前プレイしたときのパスワードを入力す
ると、そのときの所持金とステータスを引
き継げます。

お持ち帰りできるアイテム（→12）を、
使ったり捨てたりします。

もちもの

メッセージスピードとゲームの難易度を変
更できます。

せっていへんこう



キャラクターのステータスを表⺬します。
左が1P、右が2Pのステータスです。

すてーたす

ぱんち パンチの攻撃力です。

たいりょく
上段が現在値、下段が最
大値です。

きっく キックの攻撃力です。

ぶき
武器や敵で叩いたときの
攻撃力です。

ちから
武器や敵を投げたときの
攻撃力です。

すばやさ 動きの素早さです。

ぼうぎょ 受け身のうまさです。

うたれづよさ
ダメージに対する強さで
す。

きりょく

値が大きくなるほど敵の
攻撃でよろめきにくくな
り、起き上がるのも早く
なります。値が一定以上
になると、体力が0にな
っても力尽きません



12 お店

ほんやさん

おもに、必殺技（→13）を覚えるための
本を売っています。

きっさてん

店内で軽めの食事をします。

ぱんやさん

さまざまなパンが売られています。

くすりやさん

いろいろな効果を持つ薬がそろっていま
す。

※「2P PLAY A/B」の場合、1Pが買い物
した後に、2Pが買い物をします。

商店街にあるお店の入
口でを押すと、中に
入ることができます。
お店では所持金を使っ
て買い物ができます。
店内で食事をしたり、
お持ち帰りしたアイテ
ムを使ったりすると、体力が回復したり、
ステータスが上がったりします。

一部のアイテムは、店内で食べたり飲
んだりせずに、お持ち帰りすることが
できます。アイテムは8個まで持つこ
とができ、コマンドの「つかう」を選
ぶと、使ったり装備したりできます。
装備中のアイテムには、ハートマーク

（ ）が表⺬されます。

お持ち帰りできるアイテム



ふぁーすとふーど

店内で食事をしたり、アイテムをお持ち帰
りすることができます。

すしやさん

食事代はやや高めですが、さまざまなステ
ータスを上げられます。

くつやさん

靴を売っています。装備中はいくつかのス
テータスが上がります。
※お店はほかにも存在します。



13 必殺技

マッハパンチ

「まっはぱんち」の書で覚えます。
を押すと連続でパンチを打ちます。

マッハキック

「まっはきっく」の書で覚えます。
を押すと連続でキックを出します。

アイテムマッハクラッシュ

「まっはたたき」の書で覚えます。
武器や敵を持っているときにを押すと、
連続で叩きつけます。

ストンピング

「すとんぴんぐ」の書で覚えます。
ダウンした敵の上でジャンプすると、踏み
つけます。

スクリューボンバー

「すくりゅう」の書で覚えます。
ダッシュ中にジャンプすると、回転しなが
ら体当たりします。

ドリルミサイル

「にんげんぎょらい」の書で覚えます。
敵を投げるときに、回転を加えます。

ほんやさんで特定の本を買い、コマンドの
「もちもの」で「つかう」（装備する）と、
必殺技を覚えます。
※本を「すてる」と、必殺技を忘れます。



14 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。

『ダウンタウン熱血物語』
に関するお問い合わせ先

アークシステムワークス株式会社
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。


	目次
	1.安全に使用するために
	2.ゲーム紹介
	3.操作方法
	4.1Pと2Pの切り替え
	5.ダウンロードプレイ
	6.ゲームの始めかた
	7.ゲームの終わりかた
	8.VCで使える機能
	9.ゲームの進めかた
	10.画面の見かた
	11.コマンド
	12.お店
	13.必殺技
	14.お問い合わせ先

