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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。

©CAPCOM CO., LTD. 1993, 2016
ALL RIGHTS RESERVED.

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。

 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



KTR-N-UAMJ-00

「ロックマン」は株式会社カプコンの登録
商標です。



2 操作方法

※ ハシゴの近くで上か下を押すと、ハシ
ゴにつかまることができます。ハシゴにつ
かまっているときにを押すと、ハシゴか
ら手を離します。
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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

デモ画面 を
すと、タイトル画面に
ります。上下で項目
選び で決定
てください
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。すまき
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力入をドーワスパ

TRATS EMAG 。すまめ
始らか初最をムーゲ

。
し、
を
な
押で



5 ゲームの進めかた

あなたは成⻑性を秘めたレプリロイド｢ロ
ックマンX｣となり、戦友ZERO(ゼロ)とと
もにシグマ率いる反乱軍に立ち向かいま
す。

最初のステージをクリ
すると表⺬されます
で挑戦したいステー
を選んでまたはを
してください
｢STAGE｣｢MAP｣｢SPEC｣と書かれたパネ
ルを選んでまたはを押すと、画面中央
の情報を切り替えられます。
また、｢ROCKMAN X」と書かれたパネル
は8体のボスを倒すと選択できるようにな
ります。
※ 一度クリアしたステージも選択することが

できます。また、ほかのステージをクリア
すると変化が表れることもあります。

ステージ中、｢ロックマンX｣のライフエネ
ルギーが0になる、穴などに落ちる、また
は針ブロックに触れるなどするとミスにな
り、｢ロックマンX｣の残り人数が1減りま
す。残り人数が0のときにミスをすると、
ゲームオーバーとなり、パスワードが表⺬
されます。
このとき、のいずれかを押すとコ
ンティニューができます。
※ 残り人数は武器選択画面で確認できます。
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6 画面の見かた
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面画択選器武

❸
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面画ンョシクア

数人り残の｣Xンマクッロ｢ ❽

⺬表ーギルネエフイラ ❼

クンタブサ ❻

トッニユ・プーケスエ ❺

アリエ⺬表器武 ❹

ジーゲーギルネエスボ ❸

ジーゲーギルネエ器武 ❷

ジーゲーギルネエフイラ ❶



7 特殊な操作

Xバスター選択時に一定時間を
してから放すと、破壊力と貫通力
備えたハイパーXブラスターが撃
ます。

空中で壁に接触した状態でを押
と壁蹴りができます。さらに連続
壁蹴りすると高い壁でも乗り越え
れます。
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8 ロックマンXの能力

各ステージのボスを倒
と特殊武器が手に入り
す
特殊武器を使う場合

で武器選択画
を呼び出し、で特殊武器を選んで

で決定するか、アクション画面中
で武器を切り替えて使用します。
また、特殊武器を使うと武器エネルギーが
減りますが、ステージが変わると全回復し
ます。
※ 特殊武器選択時にを同時に押すとXバス

ターに戻せます。
※ クリア済みのステージから脱出するには、

武器選択画面で｢エスケープ・ユニット
(ESCAPE.U)｣を選ん を押しま
す。

8つのステージのどこかにある
ーツカプセルに入ると「ロック
ンX」がパワーアップします

Xバスター選択時に⻑くを押し続
けると、ハイパーXブラスターより
強力なスパイラルクラッシュバス
ターが撃てるようになります。
また、特殊武器を選択しているとき
も、を⻑押しして放すとより強力
な特殊攻撃を繰り出せます。

敵から受けるダメージを1/2に軽減
ます。し
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特定のブロックをジャンプで突き
上げ、破壊できるヘッドブレーク
が繰り出せるようになります。

左右どちらかをすばやく2回連続
で押すかを押すと、ダッシュが
できるようになります。また、ダッ
シュ中にジャンプするとより遠くま
で跳べます。

ツーパトッフ

ツーパドッヘ



9 ライドアーマー

敵が乗っていないライドアー
ーの座席に触れると乗ること
できます
操作は｢ロックマンX｣と同様で
動、ダッシュ、ジャンプができます(フッ
トパーツがなくてもダッシュができます)。

ライドアーマーに乗っている
態でを押すとパンチを繰り
します(Xバスターや特殊武器
使うことはできません)
ライドアーマーは一定のダメージを受ける
と壊れてしまいますが、｢ロックマンX｣は
ダメージを受けません。
上を押しながらを押すとライドアーマ
ーから降りることができます。
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10 アイテム

各ステージでは、さまざまなアイテムを入
手できます。アイテムには、ステージ中に
あるものと、敵を倒すと出現するものがあ
ります。

｢ロックマンX｣の残り人数が1人増
えます。(最高9人まで)

8つのステージに全部で4つ隠され
ています。ライフが満タンのときに
ライフエネルギーを取ると、ライフ
を溜めておくことができます。武
器選択画面から選んでを押すと、
溜まっていた分だけライフを回復
させることができます。

大、小2種類があり、小を取るとラ
イフエネルギーが2メモリ、大を取
ると8メモリ回復します。

大、小2種類があり、小を取ると装
備武器のエネルギーが2メモリ、大
を取ると8メモリ回復します。ま
た、装備武器のエネルギーが満タ
ンのときやXバスター装備時には、
エネルギーが減っている武器が回
復します。

ーギルネエ器武

ーギルネエフイラ

クンタブサ

PU1



8つのステージに1つずつ隠されて
います。取るとライフエネルギー
ゲージが少しだけ伸びます。

プッアフイラ



11 パスワード

ゲームオーバー時、ま
はステージクリア時に
スワード画面が表⺬さ
ます
パスワードを入力する
きはタイトル画面から、｢PASS WORD｣
を選びます。
パスワード入力画面では、でカーソルを
動かし、で数字を切り替えます。
全ての数字を入力した を押す
か、｢END｣にカーソルを合わせてを押
します。
※ ｢ロックマンX｣の残り人数やサブタンクに溜

まっているライフは保存されません。
※ パスワード入力画面から、タイトル画面へ

戻る場合、下画面をタッチし、VCメニュー
で｢リセット｣を選択してください。
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12 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



13 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。
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。

初回起動時は有効になっています
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。

＋
。

るえ替り切を
効無効有の能機プッアクッバとごるま

。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



●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
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。

※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

。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

時の効無が能機プッアクッバとごるま

。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



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
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

ドーモトッドイバトッド



14 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●



15 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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ンコプカ社会式株

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※


