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1 るな に前使ご に用

このたびは｢半熟英雄｣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

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。

※ 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。

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。

使用できるコントローラー

Wii U
GamePad

Wii U PRO
コントローラー

Wiiリモコン
＋ クラシック

コントローラPRO
Wiiリモコン

※ Wii U GamePadは、1台しか接続できません。

※ 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。

基本の操作

カーソルの移動

決定／戦闘の援護

HOMEボタンメニュー


キャンセル／戦闘コマンドの表⺬／

イベント早送り

ポーズメニュー

ミニマップ切り替え



3 め始 たかーゲ のム

初めて遊ぶときはタイトル画面で

「NEW」を選び、プレイするシナリ

オを決めたあと、主人公の名前を入

力しましょう。で文字を選び、

で入力、で1文字削除できます。

入力できたら「END」を選んでゲ

ームを始めましょう。

続きから遊ぶときは「CONTINUE」

を選ぶと、前回セーブしたところか

ら再開できます。



4 め進 たかーゲ のム

マップ画面で自軍の将軍を動かし、

敵軍と戦いましょう。すべての城を

自軍の城にすると、シナリオクリア

です。なお、マップ画面、ミニマッ

プ画面ではつねに時間が流れており、1カ月が過ぎると月

1コマンドで自軍を強化できます。

● ゲームオーバー

自軍の城がすべて敵に制圧されてしまったり、主人公

が敗北するとゲームオーバーとなります。

※ コマンドの表⺬中や戦闘中は時間が止まります。



5 ついて画面に

● ミニマップ画面

ミニマップ画面の表⺬

マップ画面

ゲームはおもにマップ画面で進み、

自軍の将軍は赤、敵軍の将軍は⻘で

表⺬されます。でカーソルを動か

して城や将軍を選び、で自軍のコ

マンドを選んだり、敵のステータス

を確認しましょう。

ミニマップ画面

を押すとミニマップ画面に切

り替わります。ミニマップ画面

では、各城を制圧している勢力

や、自軍および敵軍の将軍の動

きを確認することができます。

自軍の城

(このほかにもさまざまな勢力があります)

敵軍の城

モンスターの城

敵軍の将軍

自軍の将軍



6 いてつ城に

自軍の将軍が敵軍の城に入ると戦闘

が始まり、勝利すると制圧して自軍

の城にできます。また、自軍の将軍

が自軍の城に入ると兵士が補充さ

れ、HPが回復します。

● 城の防衛

敵軍の将軍が自軍の城に入ると、城に将軍がいる場合

は戦闘が始まり、敗北すると城を制圧されてしまいま

す。将軍がいない城は敵に入られた時点で制圧されて

しまうので、注意しましょう。

● 城レベル

城にはレベルがあり、レベルが高いほど城を守る将軍

の部隊が強くなります。自軍の城レベルは、月1コマ

ンドで「ちくじょう」を選ぶと上げることができま

す。



7 ニメ ーュマコ ドン

マップ画面で自軍の城や将軍にカー

ソルを合わせてを押すと、コマン

ドメニューが表⺬されます。

● 合流について

移動の途中で自軍の将軍同士が

ぶつかると、合流コマンドが表

⺬され、切り札や兵士を交換す

ることができます。交換をしな

いときは「なにもしない」を選びましょう。

将軍を移動させます。「G」のカーソル

を動かして移動先を決めてください。ま

た、を押してミニマップ画面に切り替

え、「G」のカーソルを目的地へ動かし

てを押すと、マップ画面上の目的地付

近に「G」カーソルが表⺬されます。遠

くへ行きたい場合はこの方法が便利で

す。なお、将軍が移動する速度は地形に

よって変わります。

いどう

将軍や城のステータスを見ることができ

ます。
ステータス

城内にいる将軍を出撃させます。将軍を

選び、ステータスを確認したら、持って

いく切り札を最大3つまで決めましょう。

2つ以内で決定する場合はを押してく

ださい。「G」のカーソルを動かして移

動先を決めると、出撃開始です。

しゅつげき

将軍をその場で待機させます。キャンプ

将軍を自軍の城に帰還させます。「R」

のカーソルを動かして、帰還させる城を

選んでください。

きかん



8 つに ていステス ター

将軍のステータス

城のステータス

将軍の体力です。戦闘で攻撃されると

減っていき、0になると敗北となります。
HP

戦闘での強さを表します。せんとう

持っている切り札の一覧です。きりふだ

この能力が高い将軍がいる城は、城レベ

ルを上げるために必要なG(ゴールド)が

低くなります。

ないせい

その将軍の1カ月分の賃金です。ちんぎん

卵を持っている将軍は、戦闘中に卵のモ

ンスターを呼び出すことができます。
たまご

将軍とともに戦闘に参加する兵士の数で

す。(最大4人)
へいし

その城を制圧している軍が1カ月にもら

えるG(ゴールド)です。
しゅうにゅう

城レベルです。レベルが高い城ほど、城

を守る将軍が強くなります。
レベル



9 ニューメポーズ

マップ画面やミニマップ画面でを

押すとポーズメニューが表⺬されま

す。

所持G(ゴールド)や総収入などの総合ス

テータス、自軍の城や将軍の城および将

軍のステータス、持っている切り札を確

認できます。

わがくにの

じょうたい

マップ画面やミニマップ画面で1カ月が

過ぎる時間の速さを、3段階から選ぶこ

とができます。

じかんの

ながれ

現在のゲームの進行状況を保存しておく

ことができます。
セーブ



10 ついて戦闘に

自軍や敵軍が城に攻め込んだり、

マップで自軍と敵軍の将軍がぶつか

ると戦闘が始まります。戦闘は自動

的に進みますが、タイミングよく

を連続して押すとパワーゲージを消費して自軍の攻撃を

援護することができます(パワーゲージがなくなると援護

することはできません)。自軍か敵軍の将軍のHPが0にな

ると戦闘終了です。

パワーゲージ

戦闘中にを押すと戦闘コマン

ドが表⺬されます。

● 戦闘コマンド

切り札を使って攻撃します。使いたいも

のを選びましょう。なお、切り札は一度

使うとなくなってしまいます。

きりふだ

たまご

卵のモンスターを呼び出して戦わせま

す。卵のモンスターは2種類の技を持っ

ているので、使わせたいものを選びま

しょう。

※ 卵のモンスターが倒されてしまうと、そ

の将軍はそれ以降卵を使えなくなります。

戦闘から退却します。ただし、失敗して

しまうこともあります。
たいきゃく



11 いてつ卵に

卵には最大4種類のモンスターのパ

ワーを入れることができ、パワーの

組み合わせによって、生まれてくる

卵のモンスターの種類が異なりま

す。初めて使う卵には、あらかじめ何種類かのモンスタ

ーのパワーが入っています。卵はモンスターを呼び出す

たびに1種類ずつパワーが消え、レベルが1つ下がります。

● おはらいについて

マップ内にはモンスターの城が

あります。この城に攻め込み、

モンスターとの戦闘に勝つと、

将軍が持っている卵にモンスタ

ーのパワーを入れることができる「おはらい」をして

もらえます(以降も、城を訪れるたびに「おはらい」

をしてもらえます)。



12 ベント月1イ

1カ月が過ぎると、自動的に月1イ

ベントが始まります。イベントの種

類はランダムで決まり、自軍にさま

ざまな影響を及ぼします。その一部

を紹介します。

新しく将軍を雇うことができます。3人

のなかから1人を選びましょう。
将軍雇用

地震が起こり、自軍の城レベルが下がっ

てしまいます。
地震

強制的にお金を払わされてしまいます。ブスの醜来

その月の収入が半分になります。凶作

その月の収入が2倍になります。豊作



13 マンド月1コ

1カ月が過ぎ、月1イベントが終わ

ると、月1コマンドを選ぶことがで

きます。

切り札を購入できます。ほしいものを選

びましょう。なお、自軍の城の数が増え

ると、強力な切り札が買えるようになり

ます。

しょうにん

兵士を新たに雇います。なお、兵士は1

人雇うごとに1G(ゴールド)かかります。

へいし

ほじゅう

月1コマンドを終え、次の月に進みます。
コマンド

おわる

G(ゴールド)を払って、自軍の城のレベ

ルを上げることができます。なお、レベ

ルアップができるのは将軍がいる城のみ

です。

ちくじょう

将軍を解雇します。なお、財政が赤字の

場合は、必ず誰かを解雇しなければなり

ません。

しょうぐん

かいこ



14 ついてにセーブ

ポーズメニューで「セーブ」を選ぶ

と、ゲームの進行状況を保存してお

くことができます。確認のメッセー

ジが表⺬されたら、「うむっ!」を

選んでください。

※ セーブをしたあとに「いかん!」を選びゲームを終えると、

「それではリセットボタンをおしながらでんげんをきってく

ださい!」というメッセージが表⺬されたままになります。

Wii U GamePadの画面をタッチし、VCメニューで「リセッ

ト」を押してタイトル画面に戻ってください。



15 セーブ断VC中

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。

※ 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。



16 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



17 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



18 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。



19 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。

©1988 SQUARE ENIX CO., LTD. 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。



20 わせ先合お問い

『半熟英雄』

に関するお問い合わせ先

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

株式会社スクウェア･エニックス

※ 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。


