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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. 1995, 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-UANJ-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

※ ハシゴの近くで上を押すと登り、下を
押すと降りることができます。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

※ ▼の表⺬中 のいずれかを押
すと、メッセージを進めることができます。

に
。

ーュニメEMOH

定決 ／

る入にーィデエグッビ

⺬表の面画択選備装

え替り切
の面画択選ムテイアと面
画択選器武／更変の器武

／

撃攻 

プンャジ 

動移 

作操の本基



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、タイトル画面が
⺬されます。上下

「GAME START」
「PASS WORD」を選

で決定してください。

DNUOS
。すまれらえ替り切に

ルラノモとオレテス
をドンウサで右左

DROW SSAP
。すまめ始ら

か中途をムーゲ、し
力入をドーワスパ

TRATS EMAG 。すまめ
始らか初最をムーゲ

、び
か
で
表
押で



5 ゲームの進めかた

「ロックマン」を操作して刑務所から脱獄
したDr.ワイリーを捕まえるため、戦闘ロ
ボットたちと戦います。

※ ゲーム開始時の4ステージをすべてクリアす
ると、8ステージに増えます。

※ 一度クリアしたステージも選択できます。

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ジ
選んで、また

を押して決定
てください。

コンティニュー
ゲームオーバーになると、パスワード
が表⺬されます。 を押すと
ステージ選択画面に移動して再挑戦で
きます。

※ 残り数はゲーム を押すと表⺬
されるアイテム選択画面で確認できます。

敵の攻撃を受けると、ライフエネルギーゲ
ージが減ります。「ライフエネルギーゲー
ジがなくなる」「針ブロックなど特定のト
ラップに当たる」「穴に落ちる」などする
とミスになり、ロックマンの残り数が1減
ります。残り数が0のときにミスをすると
ゲームオーバーとなります。

ーバーオムーゲとスミ

に中

か

面画択選ジーテス

し
は

を

ア



6 アクション画面

❷
❶ ❸

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 武器選択画面／アイテム選択画面

アクション画 を押すと装備選
択画面が表⺬されます。またはを押す
か を選ぶと、武器選択画面とアイ
テム選択画面を切り替えられます。

「R･U･S･Hプレート」をすべて集めると、
使えるようになります。

❼
❻

❺

❹

面画択選ムテイア

❸❷

❶

面画択選器武

SR ムテイア出救トービ

ムテイアの他のそ ❺

XE TIXE

PS 缶S

PW 缶W

NE 缶）ーギルネエ（E

ムテイアう使てし択選 ❹

ータプダアーパース ❸

能機のュシッラ ❷

器武殊特 ❶

で面



数り残のンマクッロ ❼

トーレプH･S･U･Rため集 ❻

OB 数のジネため集

UP ータスバトッケローパイハ

BE ーサンラバーギルネエ



8 特殊な操作

ステージ中、下と
スライディングを行う
とができます
通常の移動では通るこ
のできない狭い場所で
スライディングを使うとくぐり抜けること
ができます。また、すばやく移動を行った
り敵の足元をかいくぐったりと、さまざま
な場面で活躍します。

※ チャージショットは、通常のロックバスタ
ーと比べて数倍の威力があります。

標準装備の武器(ロック
スター)装備時に、を
定時間押し続けて離す
チャージショットを発
することができます

トッョシジーャチ

。
射
、と

一
バ

グンィデイラス

、も
と

。
こ
で



9 サポートロボット

ステージ中で、ロックマンを助けてくれる
ロボットです。

武器選択画面でラッシュの機能を選ぶと、
以下の機能が使えます。
ゲーム開始時は「ラッシュコイル」のみ使
えます。ステージ中に隠されているアイテ
ムを発見するか、ビッグエディーでネジと
交換することで残りの機能も使えるように
なります。

背中に乗ると、通常よりも大きく
ジャンプできます。

背中に乗ると、ラッシュが向いて
いる方向に移動します。上下で
飛ぶ高さを変えられます。

隠し通路のある場所に向かって吠
えます。アイテムがあると、掘り出

てくれることがあります。
※ ラッシュの機能を使っているときは、武器

エネルギーゲージが減ります。

武器選択画面で「スーパーアダプター」を
選び、アクション画面でボタンを押す
と、ロックマンとラッシュが合体してスー
パーロックマンになり、以下の機能が使え
るようになります。

ンマクッローパース

し

ュシッラチーサ

トッェジュシッラ

ルイコュシッラ

ュシッラ



空中にいるときにを押すと、1度
だけ斜め前にジャンプできます。

を押し続けて離すと、高エネル
ギーをチャージした拳を発射するこ
とができます。チャージショットよ
りも射程は短いですが、威力は強力
です。

※ スーパーロックマンになるとスライディン
グをしたり、チャージショットを発射した
りすることができません。

どこかのステージに隠れて
ます。発見したあと、「ビ
ト救出アイテム」をストッ
していると、穴に落ちたと
に救出してくれます。

き
ク
ー
い

トービ

ータスバトッケロ

プンャジータスーブ



10 特殊武器

各ステージのボスを倒
と、そのボスが使用し
いた特殊武器が手に入
ます
ゲーム中 を
すと装備選択画面が表⺬されるので、で
使う武器を選んで またはで決
定してください。アクション画面でまた
はを押して、武器を切り替えることもで
きます。
特殊武器を使うと、武器エネルギーゲージ
を消費します。ゲージは「武器エネルギ
ー」を取って回復しましょう。また、ステ
ージが変わると全回復します。なお、標準
装備の武器（ロックバスター）は回復不要
です（武器エネルギーゲージは表⺬されま
せん）。
※ アクション画面でを同時に押すと、武

器をロックバスターに切り替えられます。

熱いものを凍らせる氷の塊を発射
ます。上下で斜め上下に撃ち分

けることができます。

ロックマンの周囲を回転する、鉄く
ずのシールドを作ります。回転し
ている鉄くずはで飛ばせます。

ドルーシクンャジ

し

ーカッラクズーリフ

類種の器武殊特

、

押に
。

り
て
す



軽いものを包んで飛ばす泡爆弾を
発射します。上を押すと上に発
射し、下を押すと足元に設置し
ます。

敵に当たると上下に分裂する電撃
を発射します。

前後にバネを発射します。を押
続けて離すとタメ撃ちすることが

でき、上を押し続けると高く、
下を押し続けると低くバネが跳
ねます。

高エネルギーの衝撃波を発射しま
す。射程は短いですが、威力は強
力です。

破壊音波を発射します。壁に当たっ
て反射した破壊音波がロックマンに
当たると、チャージしてより強力
な破壊音波を発射できます。うる
さい敵に効果があります。

地面を転がる火の輪を発射できま
す。を押し続けると、発射のタイ
ミングを遅らせることができます。

ルーイホグンニーバ

ズイノュシッラク

ーロクュシッラス

し

ルイコドルイワ

クイラトスーダンサ

プッラーャジンデ



11 アイテム

アイテムにはステージ中にあるもの、敵を
倒すと出現するもの、ビッグエディーでネ
ジと交換できるものがあります。
※ 【】内は、交換に必要なネジの数です。

使うとライフエネルギーゲージが
全回復します。（最大4個まで）

使うとすべての武器エネルギーゲ
ージが全回復します。（最大4個ま
で）

使うとライフエネルギーゲージと、
すべての武器エネルギーゲージが
全回復します。（最大1個まで）

ロックマンの残り数が1増えます。
(最大9まで)

ライフエネルギーゲージを回復しま
す。大・小の2種類があります。

武器エネルギーゲージを回復しま
す。大・小の2種類があります。エ
ネルギーが回復するのは使用中の
特殊武器です。

ーギルネエ器武

ーギルネエフイラ

】ヶ04【PU1

】ヶ???【缶S

】ヶ001【缶W

】ヶ06【缶）ーギルネエ（E



アイテム交換に必要なネジの数が半
分になります。また、ビッグエディ
ーで新たなアイテムが入手できるよ
うになります。

使うとステージ選択画面に戻りま
す。
※ クリアしたステージでのみ使えま

す。

穴に落ちたときにビートが救出し
てくれます｡（最大4個まで）

ラッシュジェットが使えるように
なります。

サーチラッシュが使えるようになり
ます。

R･U･S･Hのプレートをすべて集め
ると、スーパーロックマンになるこ
とができます。

ビッグエディーでいろいろなアイテ
ムと交換できます。大・小の2種類
があります。

ジネ

トーレプH･S･U･R

】ヶ???【ュシッラチーサ

】ヶ???【トッェジュシッラ

】ヶ08【ムテイア出救トービ

】ヶ002【TIXE

ジネーパース



装備すると、スーパーロックマン
のときにロケットバスターの射程
が延びます。

ロックバスターや、武器エネルギー
ゲージが満タンの特殊武器を装備

ているときに武器エネルギーを取
ると、ゲージの少ない武器から自
動的に回復してくれます。

し

】ヶ???【ーサンラバーギルネエ

】ヶ
???【ータスバトッケローパイハ



12 ビッグエディー

ネジとアイテムを交換
ることができる移動研
所です。ステージ選択
面 を押すと
れます
でカーソルを移動し、ま
で交換するアイテムを決定します。を押
すと、ステージ選択画面に戻ります。

はた
。

入で
画
究
す



13 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」
を選んでパスワード入力画面に進みます。
パスワード入力画面では、でカーソルを
動かし、またはで顔（数字）を切り替
えます。入力を終える場合 を押
します。パスワードが間違っていると、

「PASS WORD ERROR」と表⺬されるの
で、もう一度入力しなおしてください。
※ パスワードで再開した場合、ロックマンの

残り数は初期状態に戻ります。
※ またはを押すと、タイトル画面に戻り

ます。

は

と
。

れ
パ
た



14 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



15 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



16 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●



17 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※


