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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。

©1991 Konami Digital Entertainment

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-UAVJ-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

どこでもできる通常攻撃と、町以外でできる術

法方撃攻

下

。すまれらり降に階
の下で＋下はきとる
いに階や段の上、きでも
とこるす動移に右左でま
またせ伏。すまり降をご
しは、りたせ伏で場のそ

上

。すまき
で撃攻もに向方上の面画
、とるす撃攻らがなし押を

上。すまり登をごしは

ンョシクアので外以町

ーュニメEMOH

⺬表の面画ムテイア

ズーポ

え替り切の撃攻常通 

撃攻殊特 

定決／
り送字文話会／プンャジ



撃攻 ／

択選の目項／動移 

作操の本基



攻撃があります。

)撃攻殊特(術

。すまれらえ替り切で
右左に中ズーポとるい
てし得習を術の数複、き
でがとこう使回1とるめ
集個01を物巻。すまい使
でを術たし得習で場道

撃攻常通

 。すまきでがとこう
使てえ替り切で、りあ
がどな具道び飛もにかほ
の）撃攻本基（具道るい
てっ持らか初最。すまし
撃攻でどな具道でか



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。

「ふたりであそぶ」では、キャラクターが
交代するたびに1Pと2Pの切り替えを行っ
てください。
※1Pと2Pを同時に操作することはできま

せん。
※「ひとりであそぶ」では、2Pに切り替え

ると操作ができません。1Pに切り替え
てください。

＋



4 ゲームの始めかた

ゲームを最初から遊ぶときは、タイトル画
面で「ひとりであそぶ」か「ふたりであそ
ぶ」 で選び で決定し
ましょう。2Pのコントローラーで「ひと
りであそぶ」を選ぶと、エビス丸だけで遊
べます。なお、「ひとりであそぶ」を選ん
でも、もう一方のコントローラーでを押
すと途中から2人で遊べます。

「つづきからあそぶ」では「まえのたびの
おわりから」か「たびにっきをつけたとこ
ろから」を選べます。

ゲームオーバー時に表⺬された「たびのお
わりのことば」を入力して、そのステージ
の最初から再開します。このときアイテム
や持ち金はなくなります。

町にある旅日記の店で日記をつけると「た
びにっき」が表⺬されます。そこで表⺬さ
れた言葉を入力すると、日記をつけたとき
の状態で再開します。

面画力入葉言面画ルトイタ

らかろことたけつをきっにびた

らかりわおのびたのえま

、を



5 ゲームの進めかた

ステージには手ごわい
が待ち受けています。
場などで身につけた術
駆使してステージを進
てください

● 基本ルー
敵や敵の攻撃に当た
たり竹槍などのしか
に触れるとライフゲ
ジが減り、ライフゲ
ジがなくなるか残り時間が0になると、
ミスになります。
ミスになるとプレイヤーの残り数が1つ
減り、残り数がないときにミスすると
ゲームオーバーです。また、「ふたり
でいく」ときは2人で一緒にプレイで
き、一方のプレイヤーがミスしても、
プレイヤーの残り数があればその場で
復活できます。

● おんぶプレイ
「ふたりでいく」ときは、町以外ではお
んぶプレイができます。一方のプレイ
ヤーが伏せて、その上にもう一方のプ
レイヤーがジャンプすると「おんぶ」
します。おんぶ中に、上に乗っている
プレイヤーがジャンプすると降りるこ
とができます。おんぶ中は上のプレイ
ヤーが攻撃し、下のプレイヤーが移動
してください（術は使えません）。

ー
ー
け
っ

ル

。
め
を
道
敵



6 画面の見かた

01 器武の中用使在現 

❸❷❶

01
❾
❽
❼

❹

❻
❺

金ち持 ❾

ムテイアの中用使在現 ❽

ムテイア ❼

数り残のーヤイレプ ❻

⺬表用ンモエゴ ❺

ジーゲフイラ ❹

⺬表用丸スビエ ❸

間時り残 ❷

数回用使の術 ❶



7 アイテムの説明

通常は1つ持っていて、さらに買
い足して2つ持つと町の中でのみ
移動速度がアップします（ダメー
ジを受けると1つ減ります）。

頭を守るアイテムです。

体を守るアイテムです。

携帯用のライフ回復の元です。

りぎに
おり入梅／りぎにお／ーガーバンハ

いろよ／らびたか鎖／のみ

トブカの金／トブカ鉄／笠

じらわ



1、3、5個（ひも付き）の3種類
があり、10個集めると術を1回使
えます。

ライフを全部回復します。

残り時間が増えます。

プレイヤーの残り数が1つ増えま
す。

プレイヤーの残り数が1つ増えま
す。

外国人の言葉がわかります。

敵を攻撃できます。3個と5個（大
きい玉1つ）の2種類があります。

普通と黄金があり、普通の招き猫
は基本攻撃をパワーアップし、黄
金の招き猫はライフゲージのメモ
リを2つ増やします。

猫き招

玉くゃしんか

書辞

）丸スビエ（ルネパPU1

）ンモエゴ（ルネパPU1

計時砂

トーハ

物巻



関所を通ることができます。

アイテムが入っています。

壺

形手行通



8 ゲームオーバーのときは

ゲームオーバーになる
「たびをつづける」か「
びをおわる」を選ぶこ
ができます

続けて遊びます。「まえのたびのおわりか
ら」でゲームオーバーになったステージの
初めからやり直し（アイテムや持ち金はな
くなります）、「たびにっきをつけたとこ
ろから」で旅日記をつけたところから再開
します。

「たびのおわりのことば」が表⺬され、こ
の言葉を次回プレイするときに「つづきか
らあそぶ」の「まえのたびのおわりから」
で入力して再開すると、ゲームオーバーに
なったステージの最初から始まります（ア
イテムや持ち金はなくなります）。

るわおをびた

るけづつをびた

。
と
た
、と



9 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



10 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



11 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●



12 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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

トンメンイテタンエルタジデミナコ
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※


