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1 ご使用になる前に

ご使用になる前に、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。

©1994 Nintendo

スーパーファミコン・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。

KTR-N-UACJ-00

 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 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。

の

要重

。すまいてれさ止禁は用使的業商
、き除を合場るいてれらめ認で律法。す

で能可用使みので体本の様仕本日は品本
。んせまりあはでのもるす限

制を為行るすと的目を用使的私るいてれ
らめ認上法権作著は告警のこ、おな。い
さだく意注ごでのすまれらせ罰は反違
。すまいてれらじ禁に重厳で律法は布配

断無や製複断無の書明説やアェウトフソ
。すまいてれさ護保りよに権作著は品本

。いさだく承
了ごめじからあ。すまえりあがい違の干
若はと作原にどな現表・作動、りあでの
もたし現再で上体本ズーリシSD3ードン
テンニを容内ムーゲの作原、はトフソ本



2 操作方法

ュシッダ
。すまきで動

移でュシッダとるけ続し
押を、し動移で右左

撃攻ムービ

。）す押に時
同をとはきとうらね
を上真でんがゃし（すま
いらねを上真で上、上
めななで、下めななで
。すまち撃をムービで
に向方たけつをいらね

ーュニメEMOH

え替り切のムテイア

⺬表の面画プッマ

うらねを上めなな 

うらねを下めなな 

ル
センャキの択選ムテイア



トッョシ 

ルセンャキ／ュシッダ 

定決／プンャジ 

択選の目項／動移 

作操の本基



ル
ーボフーモ

。すまきでがプンャ
ジで、りたしトッセを
）弾爆（ムボてし押をで

態状ルーボフーモ、ばれ
れ入に手をムテイアの定
特、たま。すまりどもに
態状みがゃしで上。す
まれ入もにどなまきすい
狭、りま丸とす押を下
で態状だんがゃしで下

プン
ャジスーペス

。すまきでが
プンャジ続連に中プンャ
ジ、とす押をくよグン
ミイタに中プンャジ転回

ジーャチ 。すまきでが
ジーャチてけ続し押を

作操る
なに能可とるれ入に手をムテイア

プンャジ

。すまきでがプンャジ転回
とるすプンャジらがなし
押を右左、たま。すま
きでプンャジく高とるけ
続し押、しプンャジで



3 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。

＋



4 ゲームの始めかた

❶ タイトル画面
を押すとサ

スデータ画面が表⺬
れます。上下
SAMUS A～Cから
ータを選び、で決
するとゲームがスタートします。

❷ オプション画面の表
後「JAPANESE TEX

（日本語字幕スー
ー）」（日本語字幕
り）を選んでか

「START GAME」を
び決定するとゲームが始まります。

ーュニメンョシプオ

選
ら

あ
パ

T
⺬

面画ンョシプオ

TIXE 。すまり戻に面画ルトイタ

RAELC
ATAD

。うょし
まけつを気でのいならどもに
元はターデたし消度一、おな
。いさだくてし押をでん選

を」SEY「、とあたし押を
でん選をターデいたし消。す
まきでがとこす消をターデ

YPOC
ATAD

。いさだくてし押をでん
選を」SEY「てい続。すまし
押をでん選をルイァフいた
しーピコに次、し押をでん
選をターデいたしーピコ。す
まきでーピコをターデブーセ

ーュニメの面画ターデスムサ

定
デ

で
さ
ム

で

面画ターデスムサ



EDOM
GNITTES
LAICEPS

。すまきでがとこつ
撃をムービらがなしりさず後
、きとたし押をに逆と向方

行進のスムサままたし押を
、とるすにNOをち射りさず

後。すまきでが定設のち射り
さず後、や択選の式方るすル
センャキをムテイアンコイア

EDOM
GNITTES

RELL
ORTNOC

。）すまりなくなえ
行がち射めなな、とるす定設
に外以ち射めななをと（
いさだくてし押をンタボいた
し定設、せわ合をルソーカに
目項いたし更変で下上。す
まえ変を定設ーラーロトンコ

TXET E
SENAPAJ

。すまりなに⺬表語
本日も面画定設、りなにき付
幕字語本日が章文の面画モデ

TXET
HSILGNE

。すまりな
にみの⺬表語英が章文の面画



5 ゲームの進めかた

主人公サムスの任務
惑星ゼーベスに巣くう
宙海賊を倒し、奪われ
ベビーメトロイドを取
もどすことです。さま
まなアクションを駆使して、6つのエリア
に分かれた惑星の探索を進めましょう。探
索中にさまざまなアイテムを手に入れるこ
とによって、サムスはパワーアップしま
す。さらに、行えるアクションや特殊能力
が増え、新たな場所の探索が可能になりま
す。

ざ
り
た
宇
、は



6 画面の見かた

※ 特定の条件を満たさないと開かないゲート
もあります。

❹

❶

❷ ❸

。すまき
でがとこるけ開でムボーワパ

）黄（
ーロエイ

。すまきでがと
こるけ開でルイサミーパース

）緑（
ンーリグ

。すまきで
がとこるけ開で発5ルイサミ

）赤（
ドッレ

。すまきで
がとこるけ開でムボやムービ

）⻘（
ールブ

たかけ開と色のトーゲ

トーゲ ❹

プッマの囲周 ❸

⺬表量ーギルネエ ❷

数弾残とムテイアンコイア ❶



7 エネルギーについて

敵の攻撃などでダメージを受けると残りエ
ネルギーが減ります。エネルギータンクが
すべて空の状態で残りエネルギーがなくな
るとゲームオーバーです。
ただしアイテム「リザーブタンク」を入手
済みで、補給方式を「AUTO」にしていれ
ば、リザーブタンク内から自動的にエネル
ギーを補給してゲームを続けることができ
ます。

ゲームオーバーになった場合は選択肢が表
⺬され、「YES」を選ぶと最後にセーブし
た場所からゲームを再開できます。

「NO」を選ぶとタイトル画面にもどりま
す。

❷
❸

❶

ーバーオムーゲ

ーギルネエり残 ❸

）みの時OTUA（給補トーオ ❷

クンターギルネエ ❶



8 マップ画面

を押すとマッ
画面で現在のエリアを
認できます。でマッ
をスクロールでき、到
した場所はピンクで表
されます。また、各エリアの「マップコン
ピュータ」からマップデータを入手する
と、サムスが到達していない場所が⻘色で
表⺬されます。
※ 隠し通路や隠し部屋は表⺬されません。

置位のターュピンコプッマ

所場たしブーセに後最

所場るきでブーセ

所場るきで給補をーギルネエ

所場るきで給補をルイサミ

所場るいがスボのアリエ

置位在現

たか見のプッマ

⺬
達
プ
確
プ



9 サムス画面

マップ画面でを押す
サムス画面が表⺬さ
持っているアイテムを
認できます
また、「SUPPLY」以
はアイテムを選んでで、装備したり外す
ことができます。

REZAPS
。すま

れさ射発発3に時同がムービ

EVAW 。すまけ抜り
通を物害障、ち打波がムービ

ECI 。すまめ止をき動、せ
ら凍を敵とるた当がムービ

E
GRAHC

。すま
りなにうよるえ行がジーャチ

MAEB

KNAT E
VRESER

。すまえ
行が給補でてせわ合をルソ
ーカに」KNAT EVRESER「

はで」LAUNAM「
、れさ給補に的動自

きとたっなくながーギルネエ
はで」OTUA「式方給補。す
まきでがとこるえ替り切を式
方給補のクンタブーザリ、と
す押をでん選を」EDOM「

。すでーギルネエの備予

YLPPUS

外
。

確
、れ

と



PMUJ
ECAPS

。す
まえ使がプンャジスーペス

STOOB
PMUJ

-IH
。すましプッアが力プンャジ

STOOB

KCATTA
WERCS

。すまえ与をジーメダ、と
るた当に敵でプンャジ転回

LLAB
GNIRPS

。すまきで
プンャジで態状ルーボフーモ

BMOB 。すまえ
使がムボで態状ルーボフーモ

LLAB
GN

IHPROM

。すまれなに）態
状たっま丸（ルーボフーモ

）力能殊特（.CSIM

TIUS Y
TIVARG

。すまし化効無
もジーメダの岩溶。すまきで
動行に由自でどな中水、しら
減に4/1をジーメダのらか敵

TIUS
AIRAV

。すまし化効無
をジーメダの帯地温高、しら
減に2/1をジーメダのらか敵

TIUS

A
MSALP

。すでムー
ビな力強、く貫を標目の数複



R
ETSOOB

DEEPS
。すまきでュシッダで速高



10 アイコンアイテム

アイコンアイテムは、
人の像が持つアイテム
ールを撃ったときなど
入手できます
で選んで、状況に応じ
アイテムを使いましょう

でミサイル攻撃ができます。

で強力なスーパーミサイルを発
射します。

モーフボール状態でを押すと、
強力なボムをセットできます。画
面中の敵にダメージを与えます。

特殊なブロックに対してで撃つ
と、アンカー状のビームでぶらさ
がります。

を押し続けると、隠し通路など
を透視することができます。

プーコス・イレX

ムービグンリプッラグ

ムボーワパ

ルイサミーパース

ルイサミ

作操とムテイアンコイア

。
て

。
に
ボ
鳥

像の人鳥



11 回復アイテム

エネルギータンクの数が増え、エ
ネルギーが全回復します。

エネルギーを少し回復します。

エネルギーを大きく回復します。

パワーボムの残り数が補給されま
す。

ムボーワパ

ルーボーギルネエグッビ

ルーボーギルネエ

クンターギルネエ



12 セーブについて

データセーブユニットに乗るか、スターシ
ップ（宇宙船）の上で下を押すと、セー
ブの確認メッセージが表⺬され、「YES」
を選ぶとゲームの進行状況が保存されま
す。

プッシータス
トッニユ

ブーセターデ



13 ゲームの終わりかた

プレイ中 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。
くわしくは、｢VCで使える機能｣のページ
をご覧ください。

に



14 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。

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 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、ゲームの途中でほかの
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
くわしくは以下をご覧ください。

時効無時効有

能機プッアクッバとごるま

に
。

能機断中CV

ーュニメCV



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。
まるごとバックアップ機能は、コピーする
際のゲーム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。

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

日42月01

ターデブーセ

況状ムーゲ

容内ムーゲ

ターデブーセ

況状ムーゲ

にターデブーセの内ムーゲを）α+（
容内ため進をムーゲ、に日82月01 ❷

ターデ
プッアクッバとごるま



42/01

。すまし）（プッア
クッバをターデブーセの内ムーゲ
と況状ムーゲ、てっ使を能機プッ
アクッバ とごるま、に日42月01 ❶

）例（

。すまりあが合場るれさき
書上がターデブーセのそ、合場たいて
し成作をターデブーセで内ムーゲ、と
むこみよをターデたしプッアクッバ

意注ごの合場るす
用使を能機プッアクッバとごるま



本ソフトを初めて起動し、下画面をタッチ
すると、まるごとバックアップ機能を有効
にするか聞かれます。「はい」を選ぶと有

るえ替り切を
効無効有の能機プッアクッバとごるま

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

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

容内ムーゲ

ターデブーセ

況状ムーゲ

日42月01

ターデブーセ

況状ムーゲ

容内ムーゲ

α+ターデブーセ

容内ムーゲ

α+ターデブーセ

82/01

。すまり
戻に容内のムーゲの日42月01、れ
わ失が）α+（容内ため進をムーゲ
、てしき書上をターデブーセの内

ムーゲがターデたしプッアクッバ ❹

82/01

ターデ
プッアクッバとごるま



）（むこみよをターデたしプッ
アクッバに日42月01、で態状のこ ❸

82/01

。すまし存保



●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

効時のVCメニューが表⺬され、「いいえ」
を選ぶと無効時のVCメニューが表⺬され
ます。次回起動時からは、初回に選んだ
VCメニューが表⺬されます
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。

＋
。

。す
まり戻に面画ルトイタトッセリ

。すましプッアク
ッバをターデブーセの
内ムーゲと況状ムーゲ

存保とごるま

。すまれさ⺬表み
の合場るあがターデ※

。すまみこみ
よをターデたしプッア
クッバで存保とごるま

元復とごるま

。すま
きでが更変の」信送の
容内イレプ「や」ドー
モトッドイバトッド「

定設

。すまし開再をムーゲ開再をムーゲ

時の効有が能機プッアクッバとごるま



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。

※ゲーム内のセーブデータを複数人で使用
している場合は、バックアップデータで
他の人のセーブデータを上書きしない
か、ご注意ください。

※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。

スーパーファミコンの画素数で表⺬するモ

。す
まり戻に面画ルトイタトッセリ

。すま
きでが更変の」信送の
容内イレプ「や」ドー
モトッドイバトッド「

定設

。すまし開再をムーゲ開再をムーゲ

ドーモトッドイバトッド

時の効無が能機プッアクッバとごるま



ードです。当時とは画面比率が異なります
が、くっきりとした画面で遊ぶことができ
ます。

「設定」で「ドットバイドットモード」を
押すと、ON、OFFを切り替えることがで
きます。

ゲームを遊んでいないときでも、スリープ
モードにしておくことでインターネットに
接続できる無線LANアクセスポイントを自
動的に探して通信します。自分のプレイ内
容を任天堂に送る「プレイ内容の送信」が
利用できます。
※ いただいたプレイ内容は、サービスの

利便性向上、製品開発の参考、キャン
ペーンの実施などに活用させていただ
きます。

はじめて遊ぶときに、質問に答えて設定し
ます。

「設定」で「プレイ内容の送信」を押すと、
ON、OFFを切り替えることができます。

るす用利を信送の容内イレプ

）信通に間のつい（
信送の容内イレプ



15 セーブに関するご注意

。いさだく
意注ごに分十、でのんせまきではとこ
るす元復に態状の前るす造改、はに合
場たれさ造改をターデブーセてし用使
を置装なうよのこ一万。いさだくめや
おに対絶、でのすまりなと因原るすり
たえ消りたれ壊がターデブーセ、りた
っなくなれらめ進に常正をムーゲ、は
用使の置装るす造改をターデブーセ●

。いさだく承了ご。ん
せまきでは元復、合場たっましてえ消
がターデてっよに因原のどなれ汚の部
子端、り誤の作操、るすし差き抜をド
ーカDSやドーカムーゲに中ブーセの
ターデ、るすFFO/NOを源電にみやむ●



16 お問い合わせ先

。いさだく覧ごを」ていつにせ
わ合い問お「の」他のそ・定設「のプ
ッョシeードンテンニ、はてしまきつに
先せわ合い問おるす関にトフソ各びよ
お、般全スビーサのSD3ードンテンニ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

社会式株堂天任

先せわ合い問おるす関にトフソ本

。んせまりおてしえ答おはていつに報情略攻のムーゲ※


