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1 ご使用になる前に

ごあいさつ

このたびは『アトランチスの謎』をお買い
上げいただき、誠にありがとうございま
す。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。

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
ニューの 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。

本ソフトは、原作のゲーム内容をニンテ
ンドー3DS上で再現したものであり、
動作・表現などに原作とは若干の違いが
ありえます。あらかじめご了承くださ
い。

任天堂のゲームやソフトの複製は違法で
あり、国内および外国の著作権法によっ
て厳重に禁じられています。違反は罰せ
られますのでご注意ください。なお、こ
の警告は、私的使用を目的とする著作権
法上の権利を妨げるものではありませ
ん。また、この電子説明書も国内および
外国の著作権法で保護されています。

警 告



本品は日本国内だけの販売とし、また商
業目的の使用や無断複製および賃貸は禁
止されています。

●むやみに電源をON/OFFする、データ
のセーブ中にゲームカードやSDカー
ドを抜き差しする、操作の誤り、端子
部の汚れなどの原因によってデータが
消えてしまった場合、復元はできませ
ん。ご了承ください。

●セーブデータを改造する装置の使用
は、ゲームを正常に進められなくなっ
たり、セーブデータが壊れたり消えた
りする原因となりますので、絶対にお
やめください。万一このような装置を
使用してセーブデータを改造された場
合には、改造する前の状態に復元する
ことはできませんので、十分にご注意
ください。

©SUNSOFT
ファミコン・ファミリーコンピュータ・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。

CTR-N-TDLJ-JPN-00



2 ゲーム紹介

『アトランチスの謎』
は、主人公の「ウィ
ン」を操作するアクシ
ョンゲームです。
帝王「ザヴィーラ」が
待ち受けるアトランチ
スで師匠を捜し出すこ
とを目指します。 ウィン

ストーリー

突然の地殻[ちかく]変動により南大⻄洋上
に巨大な島が姿を現してから既に数年が経
過していた。これまで、何人もの探険家や
冒険家が調査のためにこの島を訪れたが、
誰ひとりとして、帰るものはいなかった。
そして、いつのまにか人々はこの島を"ア
トランチス"と呼び、恐れ、近づく者はい
なかった。
ウィン（WIN）は、まだ半人前の⻘年探険
家である。今、彼は、⻑く苦しい特訓を終
え、アトランチス島へ挑もうとしている。
実は半年前、彼の師匠がアトランチスで行
方不明になっていたのだ。充分な訓練を積
んだ彼は、師匠が発明し、今や形見となっ
た小型爆弾”ボン”を手に、単身アトランチ
スへ旅立つのであった。
しかし、アトランチスには、巨大な財宝を
基に古代帝国の復活を狙う悪の帝王"ザヴ
ィーラ"が待ち受けているのであった……。
がんばれウィン！

 

アトランチスの謎を解
け！



海峡の⻄方にあったが神罰によって、一日
一夜のうちに海底に沈没したといわれる伝
説上の楽土。

アトランチスとは



3 操作方法

ゲーム中の操作方法

移動 

ゲームの一時
中断・再開

伏せる 

ジャンプする 

高くジャンプ
する

⻑押し

ボンを投げる 

ボンを近くに
投げる

（伏せていると
き）

ゲームスター
ト

タイトル画面の操作方法

と、と、 とは同じ
操作ができます。



4 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。



5 ゲームの始めかた

タイトル画面で
を押すと、ゲ

ームが始まります。



6 ゲームの終わりかた

プレイ中に 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。
詳しくは、｢VCで使える機能｣のページを
ご覧ください。



7 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。

VC中断機能

でゲームを中断し、ゲームの状況
を保存する機能です。
ゲーム中に 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、ゲームの途中で他のソ
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。



VCメニュー

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
詳しくは以下をご覧ください。

有効時 無効時

まるごとバックアップ機能

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。

まるごとバックアップ機能の有効無効
を切り替える

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。



まるごとバックアップ機能が有効の時

ゲームを再開 ゲームを再開します。

まるごと復元

まるごと保存でバック
アップしたデータをよ
みこみます。
※データがある場合の
み表⺬されます。

まるごと保存
ゲーム状況をバックア
ップします。

リセット
タイトル画面に戻りま
す。

●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が無効の時

ゲームを再開したいときは「ゲームを再
開」をタッチ、タイトル画面に戻りたいと
きは「リセット」をタッチしてください。
※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。



8 ゲームの進めかた

※隠し扉やワープする扉もあります。

扉

それぞれのゾーンには
1つ以上の扉があり、
中に入ると別のゾーン
に行くことができま
す。

アトランチスには、100のゾーンがありま
す。ゾーンを移動しながら師匠を捜しま
す。

画面の見かた

❶ 得点

❷ タイマー

❷

❶



扉を開ける

閉まっている扉は、ボ
ンを投げて爆破させる
と、開けることができ
ます。

宝箱

閉じている宝箱に触れ
ると、得点をもらえま
す。

ミステリーアイテム

アトランチスには8種
類のミステリーアイテ
ムがあり、取ると様々
な効果が現れます。
ミステリーアイテムが
ないと通れないゾーン
もあります。



敵に触れたり、攻撃を
受けたり、タイマーが
減って「OUT」にな
ったりすると、ミスと
なってウィンの数が1
減ります。
ウィンの数が1のとき
にミスをすると、ゲー
ムオーバーです。

ウィンの数

ミスとゲームオーバー

ウィンの数を増やす

100000点を獲得するごとに、ウィンの
数が1増えます。ウィンの数は、最大9ま
で増やすことができます。
※1000000点以上を一度に獲得した場合
は、ウィンの数が増えません。



9 お問い合わせ先

※ゲームの攻略情報についてはお答えしておりません。

『アトランチスの謎』
に関するお問い合わせ先

サン電子株式会社
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ニンテンドー3DSのサービス全般、お
よび各ソフトに関するお問い合わせ先
につきましては、ニンテンドーeショッ
プの「設定・その他」の「お問い合わ
せについて」をご覧ください。
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