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1 るな に前使ご に用

このたびは｢バハムート ラグーン｣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。

※ 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。

基本の操作



コマンドの選択／移動

決定／話す・調べる(イベント)

HOMEボタンメニュー

キャンセル／1つ前の画面に戻る

情報画面の表⺬(シミュレーションバトル)


(＋)カーソルやキャラクターの高速

移動

／
パーティーの切り替え(編成)／パーティ

ーの選択(シミュレーションバトル)


システムコマンド画面の表⺬(シミュレ

ーションバトル)



3 め始 たかーゲ のム

オープニング画面でを押すとタイ

トルメニューが表⺬されます。で

項目を選び、で決定してくださ

い。

ゲームを最初からプレイします。イベン

トの終了後に主人公の名前を入力してく

ださい。

New Play

章セーブ(章終了後のセーブ)の続きから

プレイします。読み込みたいデータを選

んでください。

Data Load

テンポラリーセーブ(シミュレーション

バトルでのセーブ)の続きからプレイし

ます。

Temporally

Play

● 名前の入力方法

で文字を選び、で入力して

ください。で1文字消します。

入力を終えたら「おわり」を選

び、を押すと名前が決定され

ます。



4 め進 たかーゲ のム

このゲームはいくつかの章で構成されており、各章を順

にクリアしていくことで物語が進みます。章は大きく分

けて以下の3画面に分かれています。｢イベント画面」→

「編成画面」→「バトル画面(シミュレーションバトル)」

の順に進めていき、バトル勝利後のイベントが終わると1

つの章が終了します。

● イベント画面

キャラクターと話したり、買い

物をしたり、シミュレーション

バトルに連れていくドラゴンの

飼育などが行えます。

● 編成画面

戦いに備えてパーティーの編成

や装備品の切り替えをしたり、

戦場の確認などを行えます。

● バトル画面(シミュレーションバトル)

複数のパーティーを操作して敵

軍と戦います。勝利条件を満た

すとクリアです。



5 ト画面イベン

情報収集や買い物、ドラゴンの飼育

を行えます。

キャラクターに話しかけたり、あや

しい場所を調べて情報を集めたあと

特定のキャラクターに話しかけると、出撃するかどうか

を質問されます。

編成画面に進むときは「出撃」を、進まないときは「待

機」を選んでください。

買い物コマンド

※ 「出撃」「待機」のメッセージは章によって異なります。

商品を買います。かう

持ち物を売ります。うる

所持している装備の一覧とアイテム解説

を確認できます。
じょうほう

現在の装備状況を見たり、装備を変更で

きます。
そうび

● 買い物について

店などで商人に話しかけると、

武器や防具、道具(アイテム)を

買うことができます。

買い物コマンド



6 画面編成

パーティーにいるキャラクター

のステータスを見たり、パー

ティーメンバーの入れ替えがで

きます。

ステータスを見るときは、上下でキャラクターを選

び、を2回押してください。パーティーメンバーを

入れ替えるときは、1人目を上下で選んでで決定

し、同じように2人目を選びましょう。

イベント画面で「出撃」を選ぶと編

成画面が表⺬され、編成コマンドを

使って戦いに向けたさまざまな準備

ができます。準備を終えたら「しゅ

つげき」を選び、バトル画面(シミュレーションバトル)へ

進みましょう。

編成コマンド

● へんせい

1パーティーにつき、かならず1体のドラゴンが同行し

ます。ここではパーティーに同行するドラゴンを入れ

替えたり、ドラゴンのステータスを確認できます。操

作は「へんせい」と同じです。

● ドラゴン

※ パーティーは最大6つまで編成できます。

持っている装備の一覧やアイテムの解説を確認できま

す。

● じょうほう

現在の装備状況を見たり、装備を交換できます。

● そうび

戦いの場となるマップ(戦闘マップ)を見て、地形や自

軍と敵軍の配置などの情報を確認できます。を押す

と編成画面に戻ります。

● マップ

● しゅつげき



編成画面を終了し、バトル画面に進みます。

本編ストーリーとは関連のないバトル画面へ行き、敵

と戦います。

● よりみち

パーティーメンバーと同行させるドラゴンを、コン

ピュータが自動的に編成します。

● てきせい

※ 特定の章にのみコマンドが表⺬されます。



7 見の たか面トバ 画ル

パーティーや敵を選んでいるときにを、地形を選んで

いるときにを押すと、情報を確認できます。

● システムコマンドについて

を押すとシステムコマンドが表⺬され、データのセ

ーブなどを行えます。

行動済みのパーティー

選んでいるパーティーの先頭キャラクター

行動コマンド

ドラゴン

選んでいるパーティーの簡易情報

自軍パーティーの行動をすべて終了させ

ます(ドラゴンは除く)。

フェイズ

しゅうりょう

戦いの状況をセーブします。
テンポラリ

ーセーブ

サウンドモードの切り替えが行えます。
サウンド

モード

1

2

3

4

5

3

1

5

42



8 ルールのバトル

プレイヤーフェイズ(自軍の行動)、

エネミーフェイズ(敵軍の行動)を交

互に繰り返して進みます。

自軍を操作し、敵軍を攻撃してくだ

さい。

行動はパーティー単位で指定します。各パーティーの先

頭キャラクターを選んでください。敵を倒すと、経験値

とピロー(お金)、アイテムが手に入ります。なお、ドラゴ

ンは自動で行動します。

● クリアについて

● ゲームオーバーについて

主人公のパーティーが全員「戦闘不能」または「石

化」になるとゲームオーバーです。章の始めや、セー

ブしたデータからやり直してください。

※ 勝利条件はシミュレーションバトルごとに異なります。

「敵が全滅する」「ボスを倒す」

といった勝利条件を満たすとク

リアとなり、経験値がもらえま

す。



9 マンド行動コ

各キャラクターが持つフィール

ドコマンド(技や魔法)を、SP

(MP)を消費して使います。

「フィールド」を選び、続いて使

用する技(魔法)と使用する相手(場所)を選んでくださ

い。

フィールドコマンドには、離れた場所からでも敵軍を

攻撃したり、自軍を回復するなどさまざまなものがあ

ります。

または／で未行動のパーティーを選び、を押す

と、行動コマンドが表⺬されます。このなかから行動を

選んでください。

パーティーの行動が終わると、同行しているドラゴンが

自動的に行動します。

● いどう

パーティーを移動させます。

移動可能範囲が表⺬されるので、で移動先を選び、

で決定してください。

戦闘コマンド

※ キャラクターたちは、それぞれのジョブ固有の技や魔法を使

うことができ、その威力(レベル)は同行しているドラゴンの

属性値によって変化します。

※ 一部の技や魔法は同行しているドラゴンがリタイアしている

と使用できなくなります。

● フィールド

敵軍と隣接している場合に表⺬

され、戦闘画面で敵と直接戦い

ます。｢たたかう｣を選ぶと戦闘

画面が表⺬されるので、キャラ

クターごとに戦闘コマンドを選んでください。

● たたかう



装備している武器を使って戦います。たたかう

SPを消費して技を使用します。特定の

ジョブのコマンドです。
わざ

防御して受けるダメージを減らします。ぼうぎょ

MPを消費して魔法を使用します。特定

のジョブのコマンドで、ジョブによって

表記が変わります。

まほう

アイテムを使用します。アイテム

● ドラゴン

ドラゴンに命令を与えます。

ドラゴンを呼ぶときは「こい!」を、積極的に戦わせた

いときは「いけ!」を、パーティーの近くで、かつ敵

から離れた場所に移動させたいときは「まて!」を選

んでください。

● パーティー

魔法やアイテムを使ったり、装備を変更することがで

きます。

● しゅうりょう

パーティーの行動を終わらせます。



10 ス異常タステー

敵の魔法にかかったり、毒を帯びた地形で待機などをす

ると、キャラクターの状態が変わることがあります。

ステータス異常は、特定のアイテムや魔法で治すことが

できます。

HPが0になり、戦闘できなくなります。戦闘不能

石になり、戦闘できなくなります。石化

ウサギに変身して能力が極端に下がってし

まいます。
ウッサー

現在のHPが4分の1以下まで減ってしまっ

た状態です。
ひん死

プレイヤーフェイズが開始するたびにHPが

減っていきます。
毒

眠りに落ち、戦闘コマンドの入力ができな

くなります。攻撃を受けると回復します。
睡眠



11 形地

戦闘マップはさまざまな地形で構成

されており、その場にいるパーティ

ーの移動範囲やステータスなどが変

化します。なお、特定のフィールド

コマンドを使うと地形を変えることができます。



12 つに ていラド ンゴ

ドラゴンのHPとMPは経験値を一定

量ためることで上がります。また、

エサを与えることで、さまざまな能

力が成⻑します。エサは、イベント

時にドラゴンの飼育場へ行くと与えることができます。

ドラゴンに話しかけ、「エサをあげる」→アイテム→数量

の順に選んでください。エサをあげるのをやめるときは

「EXIT」を選んでください。

ドラゴンの種類

ドラゴンの名前

各能力値が一定数を超えると変身します。

ドラゴン飼育画面

1

2

1

2



火属性の技(魔法)の威力に影響します。

水属性の技(魔法)の威力に影響します。

雷属性の技(魔法)の威力に影響します。

回復属性の技(魔法)の威力に影響します。

毒属性の技(魔法)の威力に影響します。

攻撃力に影響します。STR

親しさを表します。したしさ

防御力に影響します。VIT

素早さに影響します。DEX

魔力に影響します。MID

いじけ度を表します。値が高くなりすぎると

特殊なドラゴンに変身します。
?

賢さを表します。かしこさ



13 紹介ブジョ

ジョブはキャラクターごとに決められた職業のことです。

ジョブによって使える技や魔法、装備が異なります。こ

こではジョブの一部を紹介します。

● クロスナイト〈ひっさつけん〉

剣と重鎧を装備でき、能力のバランスがとれていま

す。主人公はこのジョブです。

※ 〈 〉内は、使用できるフィールドコマンドです。

● ナイト〈フィールドコマンドはなし〉

剣と重鎧を装備でき、能力のバランスがとれていま

す。フィールドコマンドは使えませんが、パーティー

全員のクリティカルヒット率にボーナスがつきます。

● パレスアーマー〈はかい〉

移動力は低いものの、攻撃力と防御力に優れていま

す。斧と重鎧を装備できます。

● ヘビーアーマー〈フィールドコマンドはなし〉

斧と重鎧を装備でき、優れた攻撃力と防御力を持ちま

す。フィールドコマンドは使えませんが、パーティー

全員の防御力にボーナスがつきます。

● ランサー〈ジャベリン〉

槍を投げての間接攻撃を得意とします。槍、軽鎧を装

備できます。

● プリースト〈しろまほう〉

回復魔法を得意とする魔法使いです。杖と服を装備で

きます。

● ウィザード〈くろまほう〉

攻撃魔法を得意とする魔法使いです。杖と服を装備で

きます。

● ワーロック〈しろくろま、しょうかん〉

神⻯を召還することができる魔法使いです。杖と服を

装備できます。

● プチデビル〈おどり〉

さまざまな効果のある踊りを得意とします。



武器、防具は装備できません。



14 ついてにセーブ

進行状況のセーブは、各章の終わり

に行える章セーブ(最大3つ)と、シ

ミュレーションバトル時にシステム

コマンドの「テンポラリーセーブ」

で行うセーブの2種類があります。章セーブの続きからゲ

ームを始めるときはタイトルメニューの「Data Load」

でファイルを選んでください。「テンポラリーセーブ」

の続きからゲームを始めるときは、タイトル画面で

「Temporally Play」を選びましょう。

※ 「テンポラリーセーブ」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。「テンポラリーセーブ」のデータは次に「テンポラリー

セーブ」をするまで保存されます。



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 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。



20 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。

©1996 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

スーパーファミコン・Wii Uのロゴ・Wii Uは任天堂の商標です。



21 わせ先合お問い

『バハムート ラグーン』

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。


