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1 ご使用になる前に

ごあいさつ

このたびは『BUBBLE BOBBLE』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。

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。



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。

©TAITO CORPORATION 1986,2008
ALL RIGHTS RESERVED.
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-TDTJ-JPN-00

●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。



2 ゲーム紹介

『BUBBLE BOBBLE』は「バブルン」と
「ボブルン」を操作して、魔法使いの森の
洞くつに閉じ込められた「ベティー」と

「パティー」を助けにいくアクションゲー
ムです。

バブルン

ボブルン



ストーリー

ここはとある田舎の平和な村。村人たちは
みんな仲良く暮らしています。バブルン君
とボブルン君、そして2人のガールフレン
ドのベティーちゃんとパティーちゃんも毎
日楽しくすごしていました。
ある日のこと。ベティーちゃんとパティー
ちゃんの2人は村を出て、近くの森までさ
んぽに出かけました。おしゃべりに夢中に
なっていた2人は、いつのまにかまわりの
景色が、見なれない、暗いところに変わっ
ていたのに気がつきませんでした。2人は
知らないうちに「魔法使いの森」と呼ばれ
る、おそろしい洞くつだらけのところへ入
りこんでしまったのです!!

 

2人は森の主
である魔法使いに見つかって、洞くつの地
下100階にある部屋にとじこめられてしま
いました。
早く2人を助け出さなければ……!!

 

バブ
ルン君とボブルン君は、あわはきドラゴン
に大変身、洞くつへと向かいました。2人
の行く手には恐ろしいモンスターがいっぱ
いっ!!

 

さぁ、この冒険の結末は……？
それはあなた自身が解き明かしてくださ
い!!



3 操作方法

ステージの操作方法

移動 

ゲームの 一時
中断・再開

（1P の
み）

ジャンプ 

アワをはく 

かぶりつき
（敵に当たる直
前）

アワ乗りの術
（アワの 上に
乗る直前）



その他の操作方法

項目の選択
（1P の

み）

ステー ジ数を
戻す


（「CONTINUE」
決定後）（1Pの
み）

ステー ジ数を
進める


（「CONTINUE」
決定後）（1Pの
み）

決定
（1P の

み）

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。
※1台の本体では、1Pと2Pを同時に操作

することはできません。同時に操作する
場合は、2台の本体でダウンロードプレ
イを行ってください。(→5)

※「1P START」と「1P CONTINUE」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。

※ダウンロードプレイ中は、1Pと2Pの切
り替えができません。



5 ダウンロードプレイ

『BUBBLE BOBBLE』が保存されている
本体がひとつあれば、プレイする人数分の
本体同士で通信し、ダウンロードプレイを
楽しむことができます。

ニンテンドー3DS LL/3DS本体･････････
･･････プレイする人数分の台数（最大2台）
※『BUBBLE BOBBLE』が保存されてい

る本体が1台必要です。

2P START・2P CONTINUE
(ダウンロードプレイ)

用意するもの

はじめかた

●ソフトを送る側(親機)の場合

3.モ ー ド 選 択 画 面 （ → 6 ） で 「 2 P
START」か「2P CONTINUE」を選ん
でください。

1.VCメニューで｢ダウン
ロードプレイをはじめ
る｣をタッチしてくださ
い。

2.同時に遊ぶ子機が接続
されたことを確認して、
｢開始｣をタッチしてく
ださい。



VCメニューで「ダウンロードプレイをお
わる」をタッチすると、終了できます。

終わりかた

●ソフトを受け取る側(子機)の場合

3.『BUBBLE BOBBLE』をタッチし、ソ
フトをダウンロードしてください。

1.HOMEメニューで｢ダウ
ンロードプレイ｣のアイ
コンをタッチし、｢はじ
める｣をタッチしてくだ
さい。

2.｢ニンテンドー3DSロ
ゴ｣をタッチしてくださ
い。

ダウンロードプレイ中は、本体を閉じても
スリープモードになりません。

スリープモードについて



6 ゲームの始めかた

タイトル画面で を押すと、モード
選択画面が表⺬されます。

1P START
1人でゲームを最初
から遊びます。

SAVE
ゲームオーバーにな
った時点までステー
ジを保存できます。

2P START
2人でゲームを最初
から遊びます。

1P CONTINUE
プレイしたことのあ
るステージを選んで、
1人で遊びます。

2P CONTINUE
プレイしたことのあ
るステージを選んで、
2人で遊びます。

※「2P START」「2P CONTINUE」を選
んだ場合は、協力プレイができます。詳
しくは、ダウンロードプレイ（→5）を
ご覧ください。

※「 1 P C ON T I NU E 」 と 「 2 P
CONTINUE」では、事前に「SAVE」
していない場合、「VCメニュー」（→
9）でリセットしたり、3DS本体の電源
をOFFにした際に、進行状況がリセット
されます。



7 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。



8 データのセーブ（保存）

モード選択画面で「SAVE」を選ぶと、ゲ
ームオーバーになったステージまでの進行
状況をセーブできます。
※セーブデータは1つです。すでにセーブ

データがある場合、新しいデータが上書
きされます

※データを上書きするときは、データの内
容を十分にご確認ください。上書きされ
たデータは元に戻せません。



9 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。

※ダウンロードプレイ中は、VC中断機能
を使うことはできません。



VCメニュー

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。
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。

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

※ダウンロードプレイ中は、まるごとバッ
クアップ機能を使うことはできません。



まるごとバックアップ機能を使用
する場合のご注意

バックアップしたデータをよみこむ
と、ゲーム内でセーブデータを作成し
ていた場合、そのセーブデータが上書
きされる場合があります。

（例）

❶ 10月24日に、まるごと

 

バックア
ップ機能を使って、ゲーム状況と
ゲーム内のセーブデータをバック
アップ（）します。

10/24



まるごとバックアップ
データ

❷ 10月28日に、ゲームを進めた内容
（+α）をゲーム内のセーブデータに
保存します。

10/28

ゲーム状況

セーブデータ

ゲーム内容

ゲーム状況

セーブデータ

10月24日

セーブデータ +α

ゲーム内容

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



❸ この状態で、10月24日にバックア
ップしたデータを よみこむ（）



まるごとバックアップ
データ

10/28

❹ バックアップしたデータがゲーム
内のセーブデータを上書きして、
ゲームを進めた内容（+α）が失わ
れ、10月24日のゲームの内容に戻
ります。

10/28

セーブデータ +α

ゲーム内容

ゲーム状況

セーブデータ

10月24日

ゲーム状況

セーブデータ

ゲーム内容

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



まるごとバックアップ機能の有効無効
を切り替える

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
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。



まるごとバックアップ機能が有効の時

●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。

ゲームを再開 ゲームを再開します。

まるごと保存
ゲーム状況とゲーム内
のセーブデータをバッ
クアップします。

リセット
タイトル画面に戻りま
す。

ダウンロードプ
レイをはじめる

ダウンロードプレイを
はじめます。

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、ダウンロード
プレイをはじめたいときは「ダウンロード
プレイをはじめる」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。



10 画面の見かた

❷ 1Pのスコア

❹ 1Pの残り数

落ちると上の通気孔から出てきます。

❺ 通気孔

❶ 現在のステージ数

❼ EXTENDバブル（→15）

❻ 2Pのスコア

❽ 2Pの残り数

❽❹

❷

❺

❻

❶

❸
❼

❸ EXTENDバブルのストック



11 ゲームの進めかた

ステージ内の敵をすべて倒すと、次のステ
ージに進みます。

ミスとゲームオーバー

敵や敵の攻撃に当たるとミスとなり、残り
数が1減ります。残り数が0のときにミス
するとゲームオーバーとなり、モード選択
画面に戻ります。

敵の倒しかた

敵にアワを当てると、
敵はその中に閉じ込め
られます。このアワを
体当たりや踏みつけ、
背びれを使って割る
と、敵を倒すことがで
きます。
アワに入った敵はしばらくたつとアワから
出てきます。アワから出てきた敵は怒り状
態になり、移動速度が速くなります。

2人で協力プレイを行っているときなどに、
どちらか1人のプレイヤーがゲームオーバ
ーになった場合、残ったプレイヤーが

でゲームを一時中断して
を押すと、自分の残り数を分け与えること
ができます。

残り数を分けあう



ボーナスステージ
「ホーリーウォー
タ ー 」 （ → 1 6 ）
を取ると、ステー
ジがボーナスステ
ージになります。
ここのアイテムを
すべて取ると、ス
コアを100000PTS獲得できます。



12 テクニックとスペシャルバブル

連鎖割り

くっついているアワ
は、端のアワを割ると
すべてが割れます。敵
の入ったアワをいくつ
か一気に割ると、通常
より多くのスコアを獲
得できます。

アワ乗りの術

アワの上でジャンプす
ることができます。高
いところに行くときに
便利です。

かぶりつき

敵にふれる直前にアワ
をはくと、敵をアワに
入れずにそのまま倒せ
ます。



ファイアー
バブル

割るとアワの中から
火が落ちて、敵を攻
撃することができま
す。バブルンたちが
火にさわっていると
動きが鈍くなります。

スペシャルバブル

サンダーバ
ブル

割ると雷が飛び、敵
を攻撃することがで
きます。アワを割っ
たときや、バブルン
たちが飛んでいく雷
にさわると一瞬動け
なくなります。

ウォーター
バブル

割るとアワの中から
水が流れて、敵を攻
撃することができま
す。バブルンたちが
水にさわると一緒に
流されますが、その
ときに敵にさわって
もミスにはなりませ
ん。また、ジャンプ
すると水から出るこ
とができます。



13 スコアについて

アワを割る 10PTS

敵入りのアワを7
個まとめて割る

64000PTS

アワの上でジャン
プする

10PTS

敵入りのアワを割
る

1000PTS

以下の行動をすると、スコアを獲得できま
す。アイテムなどを取ったり、取ったアイ
テムを使って敵を倒したりしても、スコア
を獲得できます。

敵入りのアワを2
個まとめて割る

2000PTS

敵入りのアワを3
個まとめて割る

4000PTS

敵入りのアワを4
個まとめて割る

8000PTS

敵入りのアワを5
個まとめて割る

16000PTS

敵入りのアワを6
個まとめて割る

32000PTS



14 アイテム紹介（1）

ボーナスフードの獲得方法

ボーナスフード

登場するフードは大きく分けて4種類あ
り、獲得方法によって獲得するスコアが変
化します。

ダイヤチェリー きのこ

※ボーナスフードはこのほかにもたくさん
の種類があります。

エネミーフード 敵を倒すと出現する。

タイマーフード
ステージが始まって
しばらくすると出現
する。

ラウンドクリアー
フード

ステージクリアー時
に出現する。

ボーナスフード
ボーナスステージで
出現する。



BIGフード

トレジャーBOXや魔法
のつえ（→16）を取
っ た と き に 出 現 し ま
す。BIGフードはこの
ほかにもたくさんの種
類があります。



15 アイテム紹介（2）

敵を倒したり、特定の条件を満たすと、ア
イテムが出現します。取ると様々な効果が
現れます。

キャンディ
ー（ブルー）

アワの飛距離とスピ
ードがアップします。

キャンディ
ー（グリー
ン）

アワの連射機能がアッ
プします。

キャンディ
ー（レッド）

アワの飛距離、スピ
ード、連射機能がアッ
プします。

シューズ
移動速度がアップし
ます。

パ ラ ソ ル
（ブルー）

今いるステージから3
ステージ先にワープ
します。

ダイナマイ
ト

大爆発して敵が全滅
します。

パ ラ ソ ル
（オレンジ）

今いるステージから5
ステージ先にワープ
します。

クロスオブ
サンダー

雷が落ちて敵が全滅
します。

クロスオブ
ファイアー

貫通力のある火を10
発はけるようになり
ます。



ちゃっくん
ハート

一定時間無敵になり、
体当たりで敵を倒せ
ます。

水晶玉
99面で出現し、取る
と扉が現れます。

ブックオブ
デス

地震が起こって敵が
全滅します。

ブックオブ
サンダー

このアイテムを取っ
た ス テ ー ジ に 限 り 、
サンダーバブルをは
けるようになります。

クロスオブ
ウォーター

洪水が起きて敵が全
滅します。

EXTENDバ
ブル

「E」「X」「T」「E」
「N」「D」をすべて
集めると、残り数が1
増えます。また、文
字入りのアワをどれ
でも7つ集めると、魔
法のつえが出現しま
す。



16 アイテム紹介（3）

スターティ
アラ（ブル
ー）

画面の上から星が降
り、敵が全滅します。

スターティ
アラ（グリ
ーン）

画面の上から野菜が
降り、敵が全滅しま
す。

レッドネッ
クレス

エナジーボールが跳
ね回り、敵を倒しま
す。

ブルーネッ
クレス

EXTENDバブルのう
ち、どれかが出現し
ます。

グリーンネ
ックレス

ステージをクリアし
たとき、アワがバブ
ルンに変わります。

トレジャー
BOX（ブル
ー）

BIGフードのどれかが
入っています。

トレジャー
BOX（オレ
ンジ）

BIGフードのどれかが
入っています。

トレジャー
BOX（パー
プル）

BIGフードのどれかが
入っています。



魔法のつえ
（レッド）

ステージクリア時に
BIGフードが出現し、
アワがフードに変わり
ます。

魔法のつえ
（ブルー）

ステージクリア時に
BIGフードが出現し、
アワがフードに変わり
ます。

ホーリーウ
ォーター

取ったステージがボ
ーナスステージになり
ます。

魔法のつえ
（グリーン）

ステージクリア時に
BIGフードが出現し、
アワがフードに変わり
ます。

ドラッグオ
ブサンダー

このアイテムを取っ
た ス テ ー ジ に 限 り 、
サンダーバブルがは
けるようになります。



17 キャラクター紹介

1Pは、グリーンのドラゴンを操
作します。アワをはいて敵を閉
じ込め、つのや背びれで割って
敵をやっつけることができる。

バブルン

2Pは、ブルーのドラゴンを操作
します。バブルン君の大親友な
のだ。2人で力を合わせてがん
ばろう。

ボブルン



18 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。

『BUBBLE BOBBLE』
に関するお問い合わせ先

株式会社スクウェア・エニックス
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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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