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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。

©1990-1993 Nintendo/
INTELLIGENT SYSTEMS

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
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2 操作方法

ーュニメEMOH

ウドンイウ行進

プッキスのーリー
トス／トータスのムーゲ

動移をル
ソーカにトッニユ動行未



る見を報情
のムテイアやトッニユ



ルセンャキ 

り送ジーセッメ／定決 

動移
のルソーカ／択選の目項 

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

ゲームを起動すると、
ープニングが始まりま

を押してタイ
ル画面に進みましょう
タイトル画面
を押すと、タイトルメニューに進みます。

す消を録記

。うょしまけつを気で
のいならどもに元は
ルイァフたし消度一
、おな。すまきでが

とこす消をルイァフ

す写を録記
。すまきでがとこす写

にルイァフの別、て
しーピコをルイァフ

るめ始らか初最

。すでトータ
スとぶ選をからちど
の部2第、部1第てい
続、び選らか中のつ
3をルイァフるす存
保をムーゲ。すまめ
始らか初最をムーゲ

るめ始らか録記 。すまし開再らか初
最のプッマたし録記

るめ始らか断中

。すまいま
してえ消はターデ断
中とるす開再、おな
。すまし開再をムーゲ

らかろことたし断中

ーュニメルトイタ

で
。

ト
。す

オ



5 ゲームの進めかた

● マップ画面で主人公
マルスが率いる軍の
ニット（キャラクタ
を表す駒）を動か
敵軍と戦いましょ
ゲームには「ターン」があり、味方の
ターンと敵のターンが交互に進みます。
味方のターンで味方ユニットを動かし
終わったら、進行メニューで「ターン
終」を選んで敵のターンに進みましょ
う。

● このゲームはいくつかの章に分かれて
おり、それぞれの章には城門や玉座に
敵の大将がいます。大将を倒して、マ
ルスが城門や玉座でコマンドメニュー

「せいあつ」を選ぶとクリアとなり、次
の章に進みます。

● マルスのHP（体力）が0になるとゲー
ムオーバーとなります。前回記録した
ところからやり直しましょう。

。う
、し

ー
ユ
の



6 画面の見かた

❺
❹

❷

❻

❶

❸

）色灰（トッニユたえ終を動行 ❻

物建 ❺

ルソーカ ❹

）色赤（トッニユ敵 ❸

報情の形地 ❷

）色⻘（トッニユ方味 ❶



7 ユニットについて

各ユニットは1ターン
回行動でき、ユニット
種類によって移動でき
範囲や選べる行動が違
ます。戦闘で敵にダメ
ジを与えたり敵を倒したりするとユニット
は経験値（EX）を手に入れ、経験値が
100を超えるごとに1つレベルアップして
強くなります。なお、ユニットによって
は、条件を満たすとより強いユニットへ昇
格できます。

ー
い
る
の
1に



8 ユニットの移動

各ユニットにカーソル
合わせてを押すと、
のユニットを選択した
態になります。その状
でカーソルを動かす
移動できる範囲が明る
表⺬されます。行きたい
場所にカーソルを合わせて決定し、ユニッ
トを移動させてください。移動した場所の
地形によっては敵の攻撃をかわす確率が上
がったり、建物に入ってさまざまなメニュ
ーを選択できます。
なお、ユニットを選んだ状態でを押す
と、ユニットのくわしい情報を見ることが
できます。

囲範るきで動移く
、と

態
状
そ
を



9 建物紹介

ここにいると、次のターンにHPが
回復する。

ここを「せいあつ」すると章クリ
アとなる。

さまざまなヒントを聞くことがで
きる。

マルスが訪れると、アイテムなど
をもらえる。

武器や道具を売買することができ
る。

戦って賞金と経験値を手に入れる
ことができる。

場技闘

店

村

家民

門城

でりと



10 コマンドメニュー

ユニットを移動させる
ユニットを選んでを
すとコマンドメニュー
表⺬され、さまざまな
とができます
選べるメニューはユニットの種類やいる場
所などによって変わります。行動を終える
ときは「たいき」を選んでを押しましょ
う。

きいた 。すまし了終を動行、し
機待に場のそにずせも何

ぐうど

。すまきでがとこるて
捨を具道いならいで」る
て捨「、りたし換交を具
道とトッニユ方味るいに
りなとで」換交「、りた
っ使を具道で」るす用使「

きぶ

。すまきでがとこるて捨
を器武いならいとぶ選を
」るて捨「、きで換交を器

武とトッニユ方味たっあ
りなと、とぶ選を」換交「

。すまきでがとこ
るえ変を器武う使にきと
たれさ撃攻らかトッニユ
敵、とぶ選を」るす備装「

きげうこ

。うょしまび
選を手相るす撃攻てい続
、び選を器武う使。すま

し撃攻をトッニユの軍敵

。
こ
が
押
、か



のもいか

。すまきでがとこる
売をのもち持、りたしを
のもい買てっらはを金お
、てれ訪を屋具道や屋器武

るの

。すまい戦
てっ乗にどな馬びたたふ
、でーュニメるべ選がト

ッニユたり降らかどな馬

るりお

。すまりわ変が類種のトッ
ニユとるり降、おな。す
まい戦てり降らかどな馬
、でーュニメるべ選がトッ

ニユるいてっ乗にどな馬

うほうょじ 。すまけ聞をトンヒな
まざまさ、てね訪を家民

らむ

。すまり
なくなれ入は降以、しざ
閉を門とるれ訪度一は村
、おな。うょしましにう

よるね訪ず必、でのるあ
もとこるわ加が間仲、り
た得を報情いし新はで村

。すまれ訪を村、でー
ュニメるべ選みのスルマ

隊送輸

。すまべ選みの
トッニユるいにりなとの
スルマ、とスルマはーュ
ニメのこ。すまきでがと
こるて捨をのもな要不る
いてけ預、りたっ取け受
をのもるいてけ預、りた
け預をのもち持に隊送輸



すなは

。すまりあも
合場るれくてっなに間仲
が敵、ばけいくまう。す
まし話とトッニユ敵るい
にりなと、きでがとこぶ
選とすた満を件条の定特

つあいせ

。すまし
アリクを章のそ、りなと
利勝とぶ選をーュニメの
こがスルマで座玉や門城

こばらかた

。すまり
あが要必う使を」ぎかの
らかた「はトッニユの他
のそ、おな。すまきでが
とこるれ入に手をムテイ
アるあに中てけ開を箱宝
、でーュニメるべ選がス

ルマたした満を件条るあ
、や」くぞうと「トッニユ

らびと

。すまりあが要必う
使を」ぎかのらびと「は
トッニユの他のそ、おな
。すまきでがとこるけ開

を扉、でーュニメるべ選
が」くぞうと「トッニユ

場技闘

。すまきでがとこるめや
とす押をに中⺬表ドン
ウラはい戦、おな。うょ
しまし意注でのうまして
し滅消はトッニユとるけ
負、がすまり入に手が値
験経と金賞ばて勝。すま
きでがとこるせわ戦をト
ッニユ、てれ訪を場技闘



いてっせ
。すまきでがとこぶ選らか

ルマーノ／ルアリ／フオ
を出演のメニアの時闘戦



11 戦闘について

コマンドメニュー「こ
げき」を選んだり、敵
ニットに攻撃をしかけ
れると、戦闘画面にな
ます
戦闘画面ではユニットのＨＰがゲージで表
⺬され、お互いが1回ずつ攻撃します（す
ばやいユニットは再攻撃できます）。敵の
ＨＰを0にすると倒すことができますが、
味方のＨＰが0になると、そのユニットは
倒れてしまうので注意しましょう。

TLC 率確る出が撃一の殺必

CTA 力撃攻

FED 力御防

TIH 率確るた当が撃攻

報情の面画闘戦

。
り
ら
ユ
う



12 武器について

武器によって攻撃でき
距離や威力はさまざま
使える武器はユニット
種類によって異なりま
なお、ユニットのレベ
が上がると、使える武器が増えていきま
す。
また、武器にはそれぞれ「使用回数」があ
ります。使用回数が0になった武器は壊れ
て威力が落ちたり、なくなってしまいま
す。

ル
。す

の
、で

る



13 進行ウインドウ

を押すか、ユ
ットのいない場所にカ
ソルを合わせてを押
と、進行ウインドウが
⺬されます

終ンータ

。うょしまび選らたえ終
しか動員全をトッニユ方
味。すまり移にンータの
敵、え終をンータの方味

いてっせ

。すまきでがとこるえ変を
定設なまざまさのムーゲ
、どなドーピスのジーセッ

メ、定設力出のドンウサ
や出演のメニアの時闘戦

断中
。す

まきで断中をムーゲ、て
し存保をターデに的時一

況状

。すまれさ
⺬表がトスリのムテイア
要重るいてっ持在現、と
す押をはで部2第。す
まきでがとこる見を況状
なまざまさ、どな数ンー
タや前名のプッマの在現

隊送輸 。すまきで認確を
のもるいてけ預に隊送輸

トッニユ

。すまえ替
り切を類種の報情で右左
。すまきでがとこる見を

報情なまざまさ、れさ⺬
表が覧一のトッニユ方味

。
表
す
ー
ニ



14 進撃準備ウインドウ

第2章以降は、章が始ま
と進撃準備ウインドウ
表⺬されます。準備が
きたら「しんげきかい
を選んでマップに出陣
ましょう。

しいかきげんし

。いさ
だくてし陣出てし押
をてせわ合をルソ
ーカに」トータス「

かす押を
らたきでが備準

。）すまいてれさ択
選らか初最でのるす
陣出ず必はスルマ（

すまれさ⺬表が前
名で字い白はトッニ
ユるせさ陣出。いさ
だくてし押を、び
選をトッニユるせさ
陣出で章のこ、での
るれさ⺬表が面画ト
クレセトッニユ、ず
ま。すまめ始を撃進

りいせムテイア
。すまきでがとこるす

し渡け受をのもち持
の隊送輸やトッニユ

るみをプッマ

。すまきで認確を報情
のトッニユ敵、物建
や形地、きでがとこ
る見を子様のプッマ

し
」し

で
が
る



るすくろき

。すまきで
がとこくおてしブー
セをどな態状のとあ
たし理整をのもち持



15 ユニット紹介

マルスの専用ユニット。剣を使っ
て攻撃する。

重い鎧の騎士。移動範囲はせまい
が、守備力が高い。

馬に乗った騎士。バランスのとれ
た能力を持つ。

ペガサスに乗った騎士。弓に弱い
が移動範囲が広い。

弓を使って離れた敵を攻撃する。
守備力が高い。

剣を使って攻撃する。必殺の一撃
が出やすい。

斧を使って攻撃する。守備力は低
いが攻撃力が高い。

戦闘は苦手だが、扉などをカギな
しで開けられる。

くぞうと

しんせ

いへうよ

ーャチーア

トイナスサガペ

トイナルアシソ

トイナーマーア

ドーロ



16 セーブについて

章をクリアしたり、進
準備ウインドウで「き
くする」を選ぶと、ゲ
ムを始めたときに選ん
ファイルに進行状況が
き込まれます。ここで記録した内容は、以
降新たに記録しない限り何度でもやり直す
ことができます。
なお、章の途中で進行ウインドウの「中
断」を選ぶと、一時的にデータを保存し
て、ゲームを中断できます。中断データが
ある場合、タイトルメニューで「中断から
始める」を選ぶとゲームを前回の続きから
再開することができますが、一度再開する
と中断データは消去されます。何度も同じ
場面からやり直すことはできませんのでご
注意ください。
※ この中断機能はゲーム独自の機能であり、

VC（バーチャルコンソール）のVC中断機
能とは別のものです。

書
だ
ー
ろ
撃



17 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



18 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



19 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●



20 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※


