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1 るな に前使ご に用

このたびは｢タクティクスオウガ｣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。

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 U GamePadは、1台しか接続できません。

使用できるコントローラー

※ WiiリモコンまたはWiiリモコンプラスで遊ぶ場合は、「Wii

リモコンを使用する」のページをご覧ください。

Wiiリモコン

※ 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

項目の選択／カーソルの移動


決定／(戦闘フィールド)ステータスの

表⺬

キャンセル


コマンドの表⺬／(アタックチーム編成

時)ステータスの表⺬

※ 「トレーニング」で対戦プレイを行う場合は、コントローラ

ーが2つ必要です。



HOMEボタンメニュー


(アタックチーム編成時)ステータスの

表⺬／(戦闘フィールド)軍分け表⺬

／ユニット表⺬の切り替え


ゲームスタート／(編成画面)表⺬切り

替え／(アタックチーム編成時)決定

ヘルプ表⺬

戦闘時のショートカット機能

※ ショートカット機能を使うには、コマンドの「環境」で「オ

プション」を選び、「ショートカットの表⺬」を「ON」に

する必要があります。

押している間ATが早いユニット順に点滅＋

「大地」のエレメントを持つユニットが点滅＋

効果が半減したアイテムを装備したユニッ

トが点滅
＋

HPが10%以下のユニットが点滅＋

MPが10%以下のユニットが点滅＋

「炎」のエレメントを持つユニットが点滅＋

「風」のエレメントを持つユニットが点滅＋

「水」のエレメントを持つユニットが点滅＋



3 め始 たかーゲ のム

デモ画面が表⺬されたあとにタイト

ル画面に移ります。で項目を選

び、で決定してください。

タイトルメニュー

ゲームを最初からプレイします。「ゲーム

をはじめる」を選び、主人公の名前などを

入力してください。「プレイする前に」を

選ぶと、「TUTORIAL」に移ります。

NEW GAME

データを保存した場所からプレイします。

「中断データから続ける」か「ステージ間

データから続ける」から選んでください。

CONTINUE

音声出力を「ワイド」「ステレオ」「モノ

ラル」から選びます。
SOUND

戦闘の基本ルールや操作方法などを見るこ

とができます。
TUTORIAL

バーチャルコンソールでは使用できません。TURBO FILE



4 め進 たかーゲ のム

主人公となり、自軍を率いて敵軍と

戦っていきましょう。

ゲームは「地域マップ」や「アタッ

クチームの編成」、「戦闘」などを

繰り返しながら進めていきます。

「地域マップ」では、さまざまな場所に移動したり、自軍

の編成などができ、「アタックチームの編成」では戦闘

に参加するユニットを選びます。「戦闘」では敵軍と戦

います。

城など複数のマップで構成されている場所では、「戦闘」

が連続で行われ、戦闘と戦闘との間では、ユニットの編

成のみ行うことができます。

※ ゲームプレイ中、操作方法やルール、アイテムや呪文書の内

容を知りたいときは、を押してください。選択中の項目の

説明などを確認できます。



5 ップマ地域

自軍を移動させて敵陣にのり込んだり、自軍の編成を整

えたりできます。移動するときはで移動先を選び、

で決定してください。を押すと、コマンドが表⺬され

ます。

● コマンド

現在地

未到達の場所

アイテムや呪文書を買ったり、ユニット

の補充や売却などができます。
ショップ

自軍ユニットを2チームに分けて戦わせ、

鍛えることができます。なお、「トレー

ニング」のみ、2プレイヤーで対戦する

ことができます。

トレーニング

カーソルや画面表⺬の設定などを行います。オプション

自軍ユニットの装備を変更したり、ステ

ータスの確認などができます。
編成

これまでに起きたできごとや、攻略のヒ

ントなどを見ることができます。

ウォーレン・

レポート

進行状況を保存したり、保存したデータ

を読み込むことができます。
データ

おもにここで敵との戦闘になります。

1
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6 ムー の 成編タア ッ チク

戦闘に参加するユニットを10人ま

で選んでください。すでに配置して

いるユニットを選んでを押すと、

ステータスが表⺬されます。さらに

詳しいステータスを見るときはを押してください。

を押すと戦闘が始まります。

なお、ユニットの中には自動で行動する「GUEST」と表

⺬されたキャラクターがいます。GUESTがいる場合は、

ここで編成するアタックチームとは別に自動で参加する

ため、自軍ユニットが10人以上の状態で戦うことがあり

ます。



7 ル本 ルー闘戦 基の

自軍のユニットを動かして敵軍と

戦ってください。敵を倒すとアイテ

ムなどが入ったトレジャーや、ユ

ニットのパラメータを変化させるカ

ードが現れることがあり、その場所にユニットが移動す

ると取ることができます。

また、特定の場所に移動するとアイテムが手に入ること

もあります。

● クリアについて

勝利条件を満たすとクリアになります。おもな勝利条

件には、「敵を殲滅せよ」と「敵リーダーを倒せ」が

あります。また、特定の条件を満たしてクリアする

と、ボーナスマネーなどが入手できることがありま

す。

● ゲームオーバー

主人公が倒されるとゲームオーバーです。保存したデ

ータからやり直してください。

※ トレジャーは敵軍に奪い返されない限り、取りにいかなくて

もクリア時に自動で入手できます。



8 ドル 面画ー闘戦 ィフ

現在地の高さ

選択中ユニットの行動順／フィールド上の

総ユニット数

コマンド

ユニットの簡易ステータス

● ステータスの見かた

を押すと選択中のユニットのステータスを見ること

ができます。ステータス画面は2ページあり、を押

すたびに切り替えることができます。

なお、ステータス画面でを押すと が表⺬されま

す。これを項目に合わせてを押すと、説明を見るこ

とができます（ヘルプ表⺬）。ヘルプ表⺬を終えると

きはを押してください。

ユニットのエレメントとアラインメント

ユニットの名前とクラス

HP(体力)の現在値／最大値
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MP(魔力)の現在値／最大値

WT(ウェイトターン)の現在値／最大値(現在

値が0になるとATになる)

各攻撃での攻撃力・防御力

装備

経験値

登録番号

残りのHP

現在のレベル

残りのMP

移動タイプ

ユニットのパラメータ(能力値)

装備している呪文書の消費MPと使用可能回数
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9 の行動トユニッ

各ユニットにはWT（ウェイトター

ン）があり、これが0になってAT

（アタックターン）になったユニッ

トから行動順が回ってきます。

自軍ユニットに行動順が回ってきたら、を押してコマ

ンドを表⺬し、この中から各コマンドを選びましょう。

「移動」と「行動」を1回ずつ選ぶか、「待機」を選ぶと

次のユニットに行動順が移ります。

※ 自軍ユニットの中には、一部自動で行動するもの（GUEST）

もいます。

コマンド

※ 選べるコマンドは、ユニットの種類や状況によって異なりま

す。

ユニットを移動させます。移動範囲が表

⺬されるので、移動先→ユニットの向き

の順に決めてください。

移動

攻撃や魔法、アイテム使用など、さまざ

まな行動をすることができます。
行動

戦闘に参加しているユニットの一覧が表

⺬されます。詳細を表⺬したいユニット

をで選んでを押してください。で

表⺬パラメータを切り替えることができ

ます。

ユニット一覧

ゲームを中断したり、オプションでプレ

イ環境を変更できます。
環境

その場に待機し、行動順が次のユニット

へ移ります。
待機

● 魔法について

ユニットの中には呪文書を装備することで、戦闘時に

MPを消費して魔法を使えるものもいます。

MPは戦闘開始時は0ですが、時間とともに増えていき

ます。MPがたまったら「行動」→「魔法」→使う魔



● スペシャルについて

デミヒューマン系や魔獣系ユニットの中には、自身の

特徴を活かした特別な攻撃方法をもつものもいます。

「スペシャル」と呼ばれるこの攻撃は、魔法と似てい

るものもありますが、攻撃範囲が狭い点とMPを消費

しない点が異なります。

法の順に選んでください。なお、消費したMPも時間

とともに回復します。



10 クと スラニユ トッ

ユニットは大きく4つの系統に分か

れています。各系統にはさまざまな

クラス（職業）があり、それぞれ移

動範囲やできる行動などが異なりま

す。

ユニットの系統

クラスチェンジ可能なユニットです。男

性と女性がおり、男性の基本クラスは

「ソルジャー」、女性は「アマゾネス」

です。

人間系

魔力によって活動している非生命体ユ

ニットです。そのため、倒されてもー定

時間たつと復活することができます。

「スケルトン」や「ゴースト」などがい

ます。

※ 特定の魔法で倒されると消滅します。

アンデッド

系

モンスターたちのユニットです。「オク

トパス」や「ドラゴン」「グリフォン」

などがいます。

魔獣系

人間の知性や器用さと、魔獣のパワーを

持つユニットです。「ホークマン」や

「リザードマン」などがいます。

デミヒュー

マン系

● ユニットのサイズ

ユニットにはサイズがあり、ほとんどのユニットはS

サイズです。ただし、魔獣系ユニットのなかには「ド

ラゴン」や「オクトパス」などLサイズのものもおり、

彼らはアタックチームに2ユニットまでしか参加させ

ることができません。

● クラスチェンジ

人間系ユニットは、ある程度成⻑して一定条件を満た

すと、クラスチェンジすることができます。地域マッ

プ画面の「編成」で「クラスチェンジ」を選んでくだ



さい。なお、男性と女性では、なれるクラスが異なり

ます。



11 天候と地域

戦闘フィールドは、さまざまな地形

で構成されており、各ユニットの移

動範囲や攻撃の効果などが変化しま

す。

また、戦闘フィールドの天候は時間とともに変化し、攻

撃の命中率などに影響します。クラスやエレメントなど

により苦手な地形や天候などもあるので、配慮しながら

ユニットを動かしてください。



12 ついてにセーブ

進行状況の保存は、地域マップの

「データ」で「セーブ」を選ぶと行

えます。2つのファイルから保存場

所を選んでください。すでにデータ

が保存されているファイルを選ぶと、上書きされます。

保存したデータから始めるときは、タイトルメニューの

「CONTINUE」で「ステージ間データから続ける」を選

んでください。

● 中断セーブ

戦闘時にコマンドで「環境」→「中断」を選ぶと、戦

闘の状態を中断データとして保存できます。中断した

場所からプレイを再開するときは、タイトルメニュー

の「CONTINUE」で「中断データから続ける」を選

んでください。なお、一度再開すると、中断データは

消えてしまうので注意しましょう。

※ この中断機能はゲーム独自の機能であり、Wii Uのバー

チャルコンソール対応ソフトの中断機能とは別のもので

す。



13 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。



14 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
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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



15 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



16 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。



17 使をン るす用iiW コモリ

Wiiリモコンのを押しながらゲームを起動すると、Wiiリ

モコンでも操作ができるようになります。

※ ゲームが起動するまでを押し続けてください。

※ Wiiリモコンを接続しておく必要があります。

※ 一部のゲームでは、ボタン数が足りないため、ゲーム

の進行に影響がでる場合があります。



18 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。
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19 わせ先合お問い

『タクティクスオウガ』

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。


