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このたびは、ゲームテックのアドバンス用裏技アダプター
「エックスターミネーターアドバンス」を、 

お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用になる前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、

正しい使用方法でお楽しみください。
なお、「取扱説明書（本書）」は大切に保管してください。

◎本製品は任天堂社のライセンス製品ではありません。任天堂社へのお問い合わせはご
遠慮ください。

◎製品の仕様・外観等は改良のため、予告なく変更する場合があります。予めご了承くだ
さい。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防
止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。表示
内容を無視して誤った使い方をした場合に生じる危害や損害
についてはお客様の責任となりますのでご注意ください。

安全上のご注意
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ゲームの特効薬ってなに？

本製品について

ゲームの特効薬ってなに？

禁止

●ゲーム機本体の電源スイッチをONにしたままでエックスターミネーターの抜き差し
をしないで下さい。
故障の原因となります。

禁止

●ゲーム大会やネット対戦での裏技コード使用は禁止です。
裏技コード使用による、各種ゲーム大会やネット対戦への参加は、他の参加者や主催者
の迷惑となりますので、ご遠慮ください。

●裏技コードは間違いのないように使用してください。
まちがった裏技コードの使用・操作により、セーブデータが消えてしまったり、最悪の
場合エックスターミネーターが壊れてしまう事があります。当社ではセーブデータの
消失等に関してはいかなる責任も負いませんので、予めご了承ください。
※エックスターミネーター用以外の裏技コードは絶対に使用しないでください。

●裏技コードを使用する前のセーブデータは保存しておいてください。
裏技コードを使用する事によりゲームが正常に進行できなくなる場合があります。こ
のような問題を避ける為に、裏技コードを使用する前のセーブデータは常に保存して
おくようにしてください。

●複数の裏技コードを使用するときは、組み合わせに注意してください。
複数の裏技コードを同時に使用する場合、裏技コードの組合せが悪かったり、裏技コー
ドが多すぎたりすると、セーブデータが消えたり入力した裏技が使えない場合があり
ます。裏技コードの組合せには十分注意してください。

安全上のご注意

禁止

この記号は禁止行為を表しています。
ご使用になる際、行ってはならない行
為について書かれています。

禁止行為
この記号は注意・警告事項を表
しています。事前に注意・警告
を促す内容が書かれています。

注意・警告

注意

注意

注意

注意

本製品をご使用になる前に必ずお読みください。
本書はいつでも読める場所に、大切に保管しておいてください

これは、ゲームのためのパワーアップツールです。
難しすぎて最初のステージしか見たことが無いと

あきらめていたゲームも、
【裏技】と呼ばれる特効薬をゲーム中につかうだけで、簡単に最終

ステージまでクリアすることができます。
また、簡単すぎてあきてしまったゲームも、

この【裏技】をつかうだけで、
難しくてやりがいのあるゲームに早変わり！

さあ、ゲームを隅から隅まで存分に楽しみましょう！

とっこうやくとっこうやく

あんぜんじょう ちゅういあんぜんじょう

もくじ

ちゅうい

安全上のご注意
各部の名称と基本操作
エックスターミネーターアドバンスを準備しよう!
内蔵された裏技コードを使ってみよう
マスターコードって何?
新しく裏技コードを入力してみよう
ゲーム名・裏技名・裏技コードなどを変更したいときは?
ゲーム名・裏技名・裏技コードなどを削除したいときは?

目　　次目　　次もくじ

01
03
04
06
08
09
12
13

ページ



0302

●裏技コードは、同じゲームソフトであっても出荷時期やバージョンが異なる場合、裏
技の効果が得られない場合があります。また、ゲームソフトによっては、使用できない
場合があります。予めご了承ください。

●「ショリチュウ」「セーブチュウ」の画面の時、携帯ゲーム機の電源を絶対に切らない
でください。
故障の原因となります。

●破損した際の保証に関して
破損したり動作不良のエックスターミネーターに関しては、有償または無償で保証を受
ける事が出来ます。お問い合わせは当社お客様サポートセンターまでお願い致します。

禁止

●アドバンス本体またはSP本体以外の本体やアドバンス用ソフト以外のゲームカセット
　では絶対に使用しないでください。
本製品はアドバンス用の製品です。アドバンス本体またはSP本体以外の本体やアドバ
ンス用ソフト以外のゲームカセットで使用した場合、壊れる危険性があります。

禁止

●水をこぼしたり異物を入れない
端子部分に手を触れたり、水に濡らしたり、分解や改造を絶対にしないでください。故
障の原因となり、最悪の場合は保証の対象外となります。

禁止

●熱や湿気のある場所で使用・保管しない
本製品を直射日光のあたる場所やストーブ、ヒーターなどの火気のある場所で使用・保
管しないでください。

禁止

●強い衝撃を与えない
本製品に物を当てたり、落とすなど激しい衝撃を与えないでください。故障の原因とな
ります。

禁止

●幼児の手の届く場所に保管しない
小さなお子様が製品本体などで遊ばないように手の届かない場所に保管してください。

ゲーム選択

裏技展開

裏技選択

入力エリアへ

ゲーム選択

ゲーム選択

ゲームスタート

ゲーム削除

操作方法

各部の名称

本製品とゲームカセットの挿し込み方

各部の名称と基本操作各部の名称と基本操作

注意

注意

注意

ゲーム
カセット

裏技をプレイする際はこのスイッチを「ON」にしてご使
用ください。

本製品を携帯ゲーム機本体に取り付ける際は、下図「本製
品とゲームカセットの挿し込み方」をご参考ください。

本製品にゲームカセットを挿し込む際は、下図「本製品
とゲームカセットの挿し込み方」をご参考ください。

ゲームカセットスロット

本体側挿し込み端子

裏技コードON/OFFスイッチ

かくぶ めいしょう きほんそうさかくぶ めいしょう きほんそうさ

十字キー↑↓
十字キー←→

STARTボタン
SELECTボタン

　ボタンA

　ボタンB

　ボタンL

　ボタンR

選択エリア
Keypad移動

Keypad移動

文字入力

文字削除

入力場所を左へ移動

入力場所を右へ移動

決定

キャンセル

十字キー↑↓
十字キー←→

STARTボタン
SELECTボタン

　ボタンA

　ボタンB

　ボタンL

　ボタンR

入力エリア



エックスターミネーターとゲームカセット
が、ゲーム機本体に取り付けられているの
を確認して、エックスターミネーター本体
上面の裏技コードON／OFFスイッチをONに
して下さい。

ゲーム機本体の電源をONにすると、エック
スターミネーターの左の起動画面が表示
されます。

『Ａボタン』を１回押すか、または、ボタン
を押さずにしばらく待つと『セーブチュウ』
と画面に表示され、左のメインメニューが
表示されます。

これで、エックスターミネーターの準備が
できました。
※実際に収録されているゲームタイトルは、写真と
は異なる場合があります。
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エックスターミネーターアドバンス（以下
エックスターミネーター）を、ゲーム機本
体のゲームカセットスロットに挿し込ん
でください。

裏技を楽しみたいゲームカセットを、エッ
クスターミネーターのゲームカセットスロッ
トにしっかりと挿し込んでください。

エックスターミネーターアドバンスを
準備しよう!

ゲーム機本体の電源がOFFになっているこ
とを確認して下さい。

PO
IN
T ゲームカセットを挿し込む際は、左写

真のようにラベル面が見えるように
挿し込んでください。また、本製品は
アドバンス用ソフト専用です。アドバ
ンス用ソフト以外のゲームカセット
は絶対に使用しないでください。故障
の原因となります。

『セーブチュウ』画面が出ている
ときに、むやみに携帯ゲーム機の電源
をOFFにしないでください。故障の原因
となります。

PO
IN
T しっかりと奥まで挿し込んでください。

エックスターミネーターアドバンスを
準備しよう!
1

2

3

4

5

6

じゅんびじゅんび

ON!

アドバンスの場合

SPの場合

アドバンスの場合

SPの場合

アドバンスの場合

SPの場合

アドバンスの場合

SPの場合

ゲーム中でセーブを行う時は裏技コー
ドON／OFFスイッチはOFFにして行っ
てください。ONのままセーブを行うと
セーブデータが消えてしまう恐れが
あります。

ゲームをプレイする際は、裏技コードON／
OFFスイッチを、裏技の必要なときだけON
にしてご使用ください。

■ゲームをセーブするときは

PO
IN
T

OFF!

ON!
OFF!

アドバンスの場合

SPの場合

注意



左がメインメニュー画面です。
登録されているゲーム名が一覧で表示さ
れていますので、その中から使用したいゲー
ム名を『十字キーの↑↓』で探してください。

※ゲーム名は、上から五十音順に並んでい
ます。

エックスターミネーターの準備ができ、メインメニューが表示されたら、
内蔵された裏技コードを使ってみましょう。

使用したいゲーム名にカーソルを合わせ、
『十字キーの→』を押すと、そのゲームの裏
技の一覧が表示されます。

使用したい裏技にカーソルを合わせて『Ａ
ボタン』を押すと、その裏技が選択されま
す（選択されると裏技名が点滅します）

※間違って裏技を選択した場合は、その裏
技にカーソルを合わせ、もう一度『Ａボタン』
を押してください。キャンセルされます。
（裏技名の点滅が止まります）

0706

PO
IN
T ゲーム名にカーソルを合わせ『Ａボタン』

を押すと、そのゲーム名にある全ての
裏技が選択できます。

PO
IN
T 間違って『Ｂボタン』押すと、『編集メニュー』

が表示されますので『SELECTボタン』を
押してキャンセルしてください。

PO
IN
T 裏技は、一度にいくつも選択できますが、

選んだ裏技が多すぎるとゲームが止まっ
てしまう場合もありますのでご注意く
ださい。

内蔵された裏技コードを
使ってみよう
内蔵された裏技コードを
使ってみよう

1

2

4

3

5 選択が終わったら『STARTボタン』を押して
ください。ゲームが始まりますのでゲーム
中に裏技の効果が得られているかを確認し
てください。もし裏技の効果が得られてい
ない場合は、もう一度最初からやり直して
みてください。

使いたい裏技を選んでAボタンを押す

メインメニューでゲーム名を探す

スタートボタンを押す

ゲームスタート！

ないぞう うらわざ

つか

ないぞう うらわざ

つか

点滅

点滅

操作方法
・・・・裏技の選択、キャンセル

・・・・編集メニューへ

・・・・編集メニューからキャンセルしてメインメニューへSELECTボタン

　ボタンA

　ボタンB

操作方法
十字キー↑

十字キー↓

　ボタン

　ボタン

L

R

または

または

・・・・カーソルを上に移動

・・・・カーソルを下に移動

操作方法
十字キー→

十字キー←

・・・・ゲームの裏技を一覧表示する

・・・・ゲームの裏技を一覧表示しない



今度は新しいゲームの新しい裏技コードを入力してみましょう。少し操作が
難しくなりますので、よく読んでマスターしてください。

※マスターコードは裏技コードと一緒に選
択されます。

マスターコードとは裏技コードの効果を得
るために絶対に必要なコードです。

マスターコードがある場合は、裏技コード
と一緒に必ずONになります。

エックスターミネーターの準備ができ、メ
インメニューが表示されたら、メニューの
一番上の『---ゲーム メイ ツイカ---』に
カーソルを合わせて『Ｂボタン』を押してく
ださい。

左の『編集メニュー』が表示されます。ここで
裏技を入力する『ゲーム名』を入力してくださ
い。下の選択エリアと上の入力エリアがあり
ます。『十字キー』で選択エリアの文字にカー
ソルを合わせ、『Ａボタン』を押すと、カーソル
に合わせた文字が上の入力エリアに表示され
ます。
入力エリアにゲーム名の入力が終わったら『START
ボタン』を押して入力したゲーム名を登録し

新しく裏技コードを入力してみよう

0908

新しく裏技コードを入力してみようマスターコードって何?

2

1

マスターコードを入力する

ゲーム名を入力する

裏技名/裏技コードを入力する

スタートボタンを押す

ゲームスタート！

うらわざ にゅうりょくうらわざあたら にゅうりょく

点滅

マスターコードって何?
なになに

操作方法

・・・・《入力エリア》入力場所を右へ移動

・・・・編集メニューからゲーム名を登録してメインメニューへ（ケッテイ）

・・・・編集メニューからゲーム名を登録しないでメインメニューへ（キャンセル）

STARTボタン
　ボタンR

SELECTボタン

・・・・《選択エリア》カーソル移動 ・・・・《選択エリア》カーソル文字の入力

・・・・《入力エリア》入力場所の文字消去・・・・《入力エリア》入力場所を左へ移動
十字キー 　ボタンA

　ボタンB　ボタンL

あたら



全ての裏技の入力が終わったら、『内蔵さ
れた裏技コードを使ってみよう（　ページ）』
に従って、ゲームをスタートしてみましょう。

登録したゲーム名の下に『---ウラワザ メ
イ ツイカ---』と表示されていますので、
そこにカーソルを合わせて、『Ｂボタン』を
押してください。

これで、『裏技名』と『裏技コード』の登録が
終了しました。別の裏技を入力する場合は
同じ要領で裏技を追加していきます。追加
する場合は　～　を繰り返してください。

11

06

10

入力された裏技は、メインメニューで
『STARTボタン』を押すまでエックスター
ミネーターに保存されません。裏技の
入力が終わったら、電源を切る前に、
必ず『STARTボタン』を押して『ゲーム
スタート』させてください。

PO
IN
T

左の『編集メニュー』が表示されますので、ゲー
ム名の入力と同じ要領で『裏技名』を入力し
ます。
入力が終わったら『STARTボタン』を押して『裏
技名』を登録します。登録が終わると入力し
たゲーム名の下に、登録した『裏技名』が表
示されます。

登録した裏技名の下に『---ウラワザ コー
ド ツイカ---』と表示されていますので、
そこにカーソルを合わせて『Ｂボタン』を
押してください。

全てのゲームの、はじめのコードは必ず「マスターコード」にしてください。入力するマスター
コードが２行以上ある場合は、　　　を繰り返してください。必ずマスターコードの後に通
常の裏技コードを続けて入力してください。

左の『コード編集メニュー』が表示されます。
ここで先ほど入力した『裏技名』に対する
12桁の『裏技コード』を入力します。
入力が終わったら『STARTボタン』を押して
『裏技名』の『裏技コード』を登録します。す。
登録が終わると入力した『裏技名』の下に、
登録した12桁の『裏技コード』が表示され
ます。

3

4

5

7

3

5 6

6

8

6

マスターコードの裏技コードは登録していますか？

マスターコードは登録していますか？

操作方法

・・・・《入力エリア》入力場所を右へ移動

・・・・編集メニューからウラワザメイを登録してメインメニューへ（ケッテイ）

・・・・編集メニューからウラワザメイを登録しないでメインメニューへ（キャンセル）

STARTボタン
　ボタンR

SELECTボタン

・・・・《選択エリア》カーソル移動 ・・・・《選択エリア》カーソル文字の入力

・・・・《入力エリア》入力場所の文字消去・・・・《入力エリア》入力場所を左へ移動
十字キー 　ボタンA

　ボタンB　ボタンL

操作方法

・・・・《入力エリア》入力場所を右へ移動

・・・・編集メニューから裏技コードを登録してメインメニューへ（ケッテイ）

・・・・編集メニューから裏技コードを登録しないでメインメニューへ（キャンセル）

STARTボタン
　ボタンR

SELECTボタン

・・・・《選択エリア》カーソル移動 ・・・・《選択エリア》カーソル文字の入力

・・・・《入力エリア》入力場所の文字消去・・・・《入力エリア》入力場所を左へ移動
十字キー 　ボタンA

　ボタンB　ボタンL

最初に登録するウラワザメイは必ず「マスターコード」にしてください。
マスターコードは登録していますか？

マスターコードの裏技コードは登録していますか？



メインメニュー画面です。
変更したいゲーム名または裏技名、裏技コー
ドにカーソルを合わせて『Ｂボタン』を押
して下さい。

各々の『編集メニュー』が表示されますので、
以下の操作方法に従って変更してください。

メインメニュー画面です。

削除したいゲーム名または裏技名、裏技コー
ドにカーソルを合わせて『SELECTボタン』を
押して下さい。

削除確認画面が表示されます。そのまま削
除する場合は『Ａボタン』を押してください。

削除しない場合は『Ｂボタン』を押して下さ
い。

1312

ゲーム名を削除する場合は、そのゲー
ム名の裏技コードも全て削除されます。
ご注意ください。PO

IN
T

ゲーム名・裏技名・裏技コードなどを
削除したいときは？
ゲーム名・裏技名・裏技コードなどを
削除したいときは？

ゲーム名・裏技名・裏技コードなどを
変更したいときは？
ゲーム名・裏技名・裏技コードなどを
変更したいときは？

1 1

2

うらわざめい うらわざ

へんこう

うらわざめい うらわざ

さくじょ

うらわざめい うらわざ

へんこう

うらわざめいめい うらわざ

さくじょ

操作方法

・・・・《入力エリア》入力場所を右へ移動

・・・・編集メニューで入力した内容を登録してメインメニューへ（ケッテイ）

・・・・編集メニューで入力した内容を登録しないでメインメニューへ（キャンセル）

STARTボタン
　ボタンR

SELECTボタン

・・・・《選択エリア》カーソル移動 ・・・・《選択エリア》カーソル文字の入力

・・・・《入力エリア》入力場所の文字消去・・・・《入力エリア》入力場所を左へ移動
十字キー 　ボタンA

　ボタンB　ボタンL

操作方法
・・・・ゲーム名・裏技名・裏技コードを削除メインメニューで SELECTボタン

めいめいめい

2



◎電源が入らない
□携帯ゲーム機本体の電源スイッチは入
っていますか？

□携帯ゲーム機本体の電池は入っていま
すか？

□携帯ゲーム機本体の電池がきれていま
せんか？

□「エックスターミネーターアドバンス」
「本体の裏技コードON/OFFスイッチ」は
ONになっていますか？

□「エックスターミネーターアドバンス」
がきちんと携帯ゲーム機本体に挿さっ
ていますか？

◎裏技を使えない
□「エックスターミネーターアドバンス」
「本体の裏技コードON/OFFスイッチ」は
ONになっていますか？

□「エックスターミネーターアドバンス」
がきちんと携帯ゲーム機本体に挿さっ
ていますか？

□マスターコードが入力されていますか？
□裏技コードをきちんと選びましたか？
□裏技コードが全て入力されていますか？
□裏技コードを間違えていませんか？
□多数の裏技コードを同時に使用してい
ませんか？

■ゲームテックお客様サポートセンターに電話をされる
　前に、下記事項をお確かめください。
※本製品について任天堂社へのお問い合わせはご遠慮ください。

※本製品はゲームテックのオリジナル製品で
あり、任天堂社のライセンス製品ではありま
せん。

※記載されている名称は各社の商標又は登録
商標です。

※製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変
更される場合があります。
※この取扱説明書の複製・転載・転用を禁じます。

PRINTED IN CHINA
B0311

故障かな？と思ったら

お客様サポートセンターTEL

〒810-8517　福岡県福岡市中央区白金1丁目8-28
092-521-6658 support @ gametech.co.jp

AM10:00～PM6:00（土日祝日は除く）　

製品に関するお問い合わせは

受付時間

ホームページ

住所
FAX e-mail

故障かな？と思ったら
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