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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『マドゥーラの翼』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.

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。
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.

©1986-2013 SUNSOFT
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-TBVJ-JPN



2 ゲーム紹介

『マドゥーラの翼』は、
魔法を使う女戦士ルシ
アを操作して、魔者た
ちを倒しながら進むア
クションゲームです。

ルシア



その昔、バダムの地に “マドゥーラの翼”
と呼ばれる鳥像が伝えられていた。マドゥ
ーラの翼を持つ者は、世を支配できる不思
議な力を手に入れることを知り、人々は、
マドゥーラの翼をめぐって争い、乱れ、栄
枯盛衰を繰り返してきた。
ある時代に、心ある王のもとへマドゥーラ
の翼が渡ると、王はマドゥーラの翼を洞窟
の奥深くへと収め、ラメール一族にこれを
まもらせ平和な時をむかえた。
そして、数世紀。ラメールの若者ダルトス
が一族を裏切り、マドゥーラを持ち去り、
アレクス城の地下迷宮にたてこもった。ダ
ルトスは、マドゥーラの力を得て魔者達を
呼びよせ魔の要塞を築き、この世を支配し
ようと企てた。
アレクス城の生き残りの憲兵から、そのも
くろみを知ったラメール一族は、アレクス
城へ向けて戦士を送った。ラメールで唯一
魔法の使えるルシアも戦士に加わった。
戦士達が、アレクス城に近づくにつれ、よ
り強い魔者達が彼等を襲い魔法の使えない
戦士達が一人倒れ二人倒れついにはルシア
を残すのみとなったが、ルシアは一人とな
っても退くことなく勇敢に進む。アレクス
城のダルトスを倒しマドゥーラを取り戻す
ことのできるのはルシアだけなのだ。

ストーリー



3 操作方法

ゲームを始める

タイトル画面での操作方法

マジックアイテ
ムの選択

元の画面に戻る

魔法セレクトモードでの操作方
法

移動 

魔法セレクトモ
ードの表⺬

はしご等の上り
下り



ジャンプ 

高くジャンプ ⻑押し

剣［つるぎ］を
振る



魔法を使う
（マジックア
イテム選択中）

しゃがむ 

基本の操作方法



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

※クリアしたステージがあると、ステージ
セレクト画面が表⺬されます。でステ
ージを選び を押します。

※ゲームはステージの最初から再開されま
すが、取ったアイテムは引き継がれま
す。

を押しながら を押すと、
コンティニュー・プレイができます。

コンティニュー・プレイ

を押すと、ゲ
ームが始まります。

タイトル画面



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。

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

アイテム（→9、10）部屋などにつ
ながっています。

ルームドア

この場所からステージが始まりま
す。

スタート地点

魔法を使用すると減少します。MPの残量
が魔法のMP消費量より少なくなると、そ
の魔法は使用できません。

❷ マジック・ポイント（MP）の残
量

敵に触れたり、敵の攻撃を受けたりすると
減少します。0になると、ゲームオーバー
です。

❶ ヒット ポイント（HP）の残量

❷

❶

画面の見かた

マドゥーラの翼を取り戻し、アレクス城の
ダルトスを倒します。アレクス城までの道
のりは、全部で16のステージに分かれて
います。各ステージのボスを倒して扉の鍵
となる玉を取り、扉に入ればステージクリ
アです。



これを取らないと、扉が開きませ
ん。

玉

次のステージへつながっています。

扉

ステージ内の別の場所へ移動しま
す。

ワープドア



9 魔法

大量の火炎球を敵に集中させま
す。

スマッシャー

体の周囲に回転球を発生させて
防御します。

シールド・ボール

障害物に当たると、はねかえる
球体を投げます。

バウンド・ボール

上下に分裂する火炎弾を発射し
ます。

マジック・ボム

剣の先から火炎球を発射しま
す。

フレーム・ソード

アイテム部屋のマジックアイテムを取る
と、魔法が使えるようになります。魔法の
力は、マジックアイテムを取った数に比例
して強化されます。



体を発光させて、画面内のすべ
ての敵にダメージを与えます。

フラッシュ



10 パワーアップ

MPが回復します。

巻物

MPの上限値が上がります。

魔法書

HPが回復します。

果実

HPの上限値が上がります。

つぼ

ジャンプ力と移動速度が上がります。

ブーツ

剣の威力が上がります。

ソード

パワーアップアイテムを取ると、ルシアの
能力が上がります。



11 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。

『マドゥーラの翼』
に関するお問い合わせ先

サン電子株式会社
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
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