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1 るな に前使ご に用

このたびは｢レッドアリーマーⅡ｣をお買い上げいただき

まして、誠にありがとうございます。この電子説明書を

よくお読みいただき、正しくお使いください。

Wii Uメニューの  ( 安全に使用するために )は、ご使

用になる前に必ずお読みください。ここには、お客様の

健康と安全のための大切な内容が書かれています。

ご使用になる方が小さなお子様の場合は、保護者の方が

よく読んでご説明ください。

安全に使用するために



2 方法操作

で移動します。移動

「RPGモード」での操作

HOMEボタンメニュー

魔力選択ウィンドウの表⺬

／魔力攻撃／キャンセル

／ジャンプ／決定

移動(左右)／扉をくぐる(上)／項目の選択

基本の操作

コントローラーの登録方法

HOMEボタンメニューで

「コントローラーの設定」を

選ぶと、右の画面が表⺬され

ます。「登録」を選んだあ

と、画面の案内に従って操作してください。

※ クラシックコントローラPROの代わりに、クラシックコント

ローラも使用できます。

※ Wiiリモコンの代わりに、Wiiリモコンプラスも使用できま

す。

※ Wii U GamePadは、1台しか接続できません。

Wiiリモコン
＋ クラシック

コントローラPRO
Wiiリモコン

Wii U PRO
コントローラー

Wii U
GamePad

次のいずれかのコントローラーを、本体に登録して使用

します。

使用できるコントローラー



でコマンドウィンドウを開きま

す。上下でコマンドを選び、

／で決定してください。／を

押すとコマンドをキャンセルした

り、コマンドウィンドウを閉じたり

できます。

コマンドを使う

／を押すと、目の前にいる相

手と話したり物を調べたりします。

▼の表⺬中に／か／を押

すと、メッセージを進めます。

はなす・しらべる



3 紹介ムゲー

『レッドアリーマーⅡ』は、主人公

の「レッドアリーマー」を操作し

て、魔界を救うため戦うアクション

ロールプレイングゲームです。

物語

魔界が黒き光に　おおわれしとき

魔界に　消滅の危機が　おとずれん

混沌より　生まれし　黒き光

死と破壊を　つかさどり

すべての　ものを　破壊せん

だが　我らに　赤き魔物あり

赤き魔物は　赤き炎となりて

黒き光を　封印すべし

この物語は、まだ人間界ができていない、はるか昔の魔

界の物語です。

レッドアリーマーは魔界の町エトルリアに住む魔界の住

人です。

レッドアリーマーは魔界の戦士となる日を夢見て、毎日

戦士の訓練所へ通っていました。そしてとうとう訓練所

の課題をクリアしたのですが、レッドアリーマーが訓練

所へ行っている間に、黒き光とともに謎の軍団がエトル

リアに攻め寄せて来ていたのでした⋯。

魔界のいたるところで猛威を振るう黒き光。

その正体は⋯⋯⋯

魔界の戦士となったレッドアリーマーはその謎を解き、

魔界を救うべく、一人旅立ったのである⋯⋯⋯。

主人公。魔界の戦士としては修行中の魔

物です。各地の魔王たちと出会い、数々

の謎を解いていくことで、どんどん成⻑

し強くなっていきます。

● レッドアリーマー





4 め始 たかーゲ のム

最初から遊びます。スタート

タイトル画面でを押すとタイトル

メニューが表⺬されます。上下で

モードを選び、／で決定しま

す。

あくまのすうじ

（パスワード）

「あくまのすうじ」 を入力し

て、続きからゲームを再開します。

上下で数字を、左右でケタを変

えて／で決定します。

※ 「あくまのすうじ」でゲームを再開す

ると、「魂」や「闇の力」 は

初期状態に戻ります。

※ 正しく入力されなかった場合は、タイ

トルメニューに戻ります。

9

10



5 め進 たかーゲ のム

敵を倒しながらステージを進んでいく「アクションモ

ード」 と、各地を移動して情報を集める

「RPGモード」 を行き来して、冒険を進めま

す。

● 「アクションモード」と「RPGモード」

魔界の住人｢レッドアリーマー｣を操

作して、魔界に攻め寄せてきた謎の

軍団と戦います。

レッドアリーマーの「ジャンプ」「ウイング」「ライ

フ」のレベル は、RPGモードでアイテムを手

に入れたりすることで上がります。レベルが上がる

と、レッドアリーマーの能力が上がります。

● レベルアップ

6

9

9



6 の」ド 進 たかめークア「 シ モンョ

ステージの最後には、ボスのい

る部屋へと続く扉があります。

ボスを倒し、部屋を出るとステ

ージクリアです。

● ボスとの対決とステージクリア

レッドアリーマーの残り数

ライフ

ウイングのレベル

敵と戦いながらステージを進みます。

※ ボスを倒しても、部屋から出るまでにミスをすると、ボ

スを倒したことになりません。

※ 特定の条件を満たすことや、奥まで進むことでクリアと

なるステージもあります。

ゲームを再開する

ゲームオーバー画面でしばらく待つか、／を押す

と、「あくまのすうじ」 を聞いたところから

ゲームを再開します。

※ 「あくまのすうじ」を聞いていないときは、特定の場所

からゲームを再開します。

「ライフが0になる」、「穴や炎に落ちる」、「特定の

ものに触れる」などするとミスになり、レッドアリー

マーの残り数が1減ります。残り数が0のときにミス

をすると、ゲームオーバーです。

● ミスとゲームオーバー

3

2

91

32

1

9



7 シク ンョ殊特 アな

空中で壁に触れると張り付くこ

とができます。ここからジャン

プで壁を登ったり、下で落下

したりできます。

● ヘルクライム

※ ゲージは着地すると回復します。

空中で／を押すと、ゲージ

を消費しながら浮遊します。

左右で左右に移動することがで

き、ゲージがなくなるか再度

／を押すと落下します。
ゲージ

● ホバリング

／を短く押すと低く、⻑く押すと高くジャンプし

ます。

● ジャンプ



8 選択の魔力

持っている「魂」 の数

ジャンプのレベル

※ 「RPGモード」にあるコマンドウィンドウの「まりょく」で

も、魔力を選択できます。

を押して魔力選択ウィンドウを開きます。複数の魔力

を持っているときは左右で攻撃に使う魔力を選び、

／か／で決定します。

連射はできませんが、最強の威力を持ってい

ます。

ダークファイアー

2連射できます。トゲのある壁に当たるとし

ばらくの間、ヘルクライムができる足場にな

ります。

クロー

2連射できます。しばらくの間、足場として

上に乗ることができます。

トルネイド

2連射できます。特定のブロックを壊すこと

ができます。

バスター

連射ができず、威力も弱めです。

ファイアー

以下の5種類があります。最初はファイアーしか使え

ませんが、物語が進むにつれて増えていきます。

選べる魔力

※ 特定の魔力でしか倒すことのできない敵もいます。

102

91

1

2 3

3



アイテムの「悪魔のエキス」は「RPGモー

ド」で入手でき、「アクションモード」で

使うとライフを全回復できます。手に入れ

ると魔力選択ウィンドウに表⺬され、魔力の選択と同

じ操作で使うことができます。

「悪魔のエキス」を使う

※ 「悪魔のエキス」は1つのステージで1回しか使えませ

ん。ただし、ミスをした場合は再び使えるようになりま

す。



9 進の」 たかめドPR「 ーモG

レベルが上がると、より高くジャンプでき

ます。最大で5まで上がります。
ジャンプ

つよさ

を押すと表⺬され、「どうぐ」でアイテムを使った

り、「まりょく」で攻撃に使う魔力を選んだりできま

す。「つよさ」を選ぶと現在の状態が表⺬されます。

● コマンドウィンドウ

集めた「魂」10個と「闇の力」

を交換してくれる魔物に

話しかけます。

● 「魂」と「闇の力」を交換する

16ケタの「あくまのすうじ」を

教えてくれる魔物に話しかけま

す。タイトルメニューで「あく

まのすうじ」を入力すると、続

きからゲームを再開できます。

● 「あくまのすうじ」を聞く

情報を集めたり、戦いの場を移した

りできます。

装備中のアイテムが表⺬されます。ジャン

プのレベルに影響します。
つめ

レベルが上がると、ライフの上限が増えま

す。最大で6まで上がります。
ライフ

ウイング

レベルが上がると、より⻑くホバリングで

きます。最大で5まで上がります。

※ レベル5になると、時間制限なしでホバリン

グできます。

10



現在選んでいる魔力が表⺬されます。まりょく

手に入れた「魂」「闇の力」の数や、「悪

魔のエキス」が表⺬されます。
アイテム

装備中のアイテムが表⺬されます。ライフ

のレベルに影響します。
よろい

装備中のアイテムが表⺬されます。ウイン

グのレベルに影響します。
つばさ



10 ム紹介アイテ

ライフのレベルが1上がり、さらにライフを

全回復します。

魔界王の壺（魔界のエキス）

10個集めると「闇の力」と交換できます。

最大で99個まで持てます。

魔界王の壺（魂）

レッドアリーマーの残り数が1増えます。最

大で9まで増やせます。

闇の力

ライフが1回復します。

闇のエキス

「アクションモード」で手に入るもの



11 セーブ断VC中

※ 再開すると、保存されていたゲームの進行状況は消え

ます。

プレイ中にを押すと、HOMEボタンメニューが表⺬さ

れます。その際、ゲームは中断され、ゲームの進行状況

が自動的に保存されます。

本体の電源をOFFにしたり、他のソフトを起動しても、

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。



12 ニューVCメ

まるごと保存

まるごと復元

リセット

コントローラー設定

プレイヤー番号

ゲームの進行状況をバックアップ（コピーして保存し

ておくこと）します。

プレイ中にWii U GamePadの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。

タイトル画面に戻ります。

コントローラーの設定やボタンの割り当ての確認、変

更などができます。詳しくは「コントローラー設定」

のページをご覧ください。

Wii U GamePadのプレイヤー番号の変更ができます。

設定したいプレイヤー番号のイ

ンジケーターを選びます。

※ プレイヤー番号の変更はWii U GamePadだけの機

能です。

1

2

3

4

5

21

3

4

6

5



とじる

VCメニューを閉じます。

を押しこみながらVCメニューを閉じると、ゲーム

をプレイしながら、Wii U GamePadの画面表⺬を消

すことができます。再度、表⺬したい場合は、Wii U

GamePadの画面をタッチしてください。

Wii U GamePadの画面表⺬を消すには

6



13 ッアク 能機プごるま ッバと

プレイ中に、バックアップしたいところでVCメニューを

開き、「まるごと保存」を選びます。バックアップした

データを「まるごと復元」でよみこむと、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は、コピーする際のゲームの

進行状況とゲーム内のすべてのセーブデータを同時に

バックアップします。バックアップしたデータは上書き

されるまで消えません。

※ 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。

バックアップしたデータをよみこむと、ゲーム内でセー

ブデータを作成していた場合、そのセーブデータが上書

きされる場合があります。

(例)

ゲーム内でセーブデータが作成できる場合の

ご注意

❶ 10月24日に、まるごとバックアップ機能を使って、

ゲーム状況とゲーム内のセーブデータをバックアップ

（）します。

10/24



まるごとバックアップ
データ

ゲーム状況

セーブデータ

ゲーム内容

ゲーム状況

セーブデータ

10月24日



❷ 10月28日に、ゲームを進めた内容（+α）をゲーム内

のセーブデータに保存します。

10/28

ゲーム内容

セーブデータ +α

❸ この状態で、10月24日にバックアップしたデータを 

よみこむ（）

10/28



まるごとバックアップ
データ

ゲーム内容

セーブデータ +α

ゲーム状況

セーブデータ

10月24日

❹ バックアップしたデータがゲーム内のセーブデータを

上書きして、ゲームを進めた内容（+α）が失われ、

10月24日のゲームの内容に戻ります。

10/28

ゲーム状況

セーブデータ

ゲーム内容



14 ーラ 定設ーンコ ロト

コントローラー選択

接続しているコントローラーが表⺬

されます。

ボタンの割り当て

画面の左側に並んでいるボタン

を選ぶと、ボタンの割り当てを

確認できます。

● ボタンの割り当てを確認する

※ ボタンの割り当ての設定は、ゲームごとに保存されます。

画面の左側に並んでいるボタン

を選び、「変更」を選ぶと、当

時のコントローラーのボタンが

右側に表⺬されます。割り当て

たいボタンを選んで変更します。「決定」を選ぶと、

変更したボタンが保存されます。

● ボタンの割り当てを変更する

※ 画面はファミコンソフトの場合です。



15 記など権利表

重要

本品は著作権により保護されています。ソフトウェアや説明
書の無断複製や無断配布は法律で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
著作権法上認められている私的使用を目的とする行為を制限

するものではありません。
本品は日本仕様のWii U本体でのみ使用可能です。法律で認
められている場合を除き、商業的使用は禁止されています。

本ソフトは、発売当時の原作のゲーム内容や動作・表現等
を忠実に再現しており、原則プログラム、キャラクター、
サウンド等の変更は行っておりません。
ただし、Wii U上で再現しているため、映像や音声等のゲー

ムの表現に若干影響する場合があります。あらかじめご了
承ください。

©CAPCOM CO., LTD. 1992, 2014 ALL RIGHTS RESERVED.

ファミコン・ファミリーコンピュータ・Wii Uのロゴ・Wii Uは
任天堂の商標です。

「レッドアリーマー」は株式会社カプコンの登録商標です。



16 わせ先合お問い

『レッドアリーマーⅡ』

に関するお問い合わせ先

･･････････････････････････････････････････････････････

株式会社カプコン

※ 攻略情報についてはお答えをしておりません。

Wii U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「メニュー」から「設定・その他」を

選び、「お問い合わせについて」をご覧ください。


