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使用上のご注意［必ずお読みください］
■本製品は精密機器ですので、極端な温度条件下でのご使

■本製品の動作に関係のない USB 機器を本製品の USB 端子

■本製品の起動時や終了時、ゲームのプレイ中、microSDが

用や保管、強い衝撃や接続機器の乱暴な抜き差しなどは

に接続しないでください。また、本製品の USB 端子で携

必要な機能の使用中などは、絶対に microSD を取り出し

絶対に避けてください。

帯電話やゲーム機などの充電は絶対にしないでください。

たり、AC アダプターを抜いたりしないでください。故障

誤動作や故障の原因となります。

やデータ破損の原因となります。

■直射日光のあたる場所、熱を発する物の近くや高温にな
る場所、湿気の多い場所などで、本製品のご使用や保管
はしないでください。

■本製品に接続するカートリッジや USB 機器の端子に汚れ

■対応と表示した機種のゲーム・周辺機器であっても、そ

やホコリが付着していると故障の原因となります。乾い

の動作や映像・音楽の再現度を100％保証するものでは

た布や綿棒などできれいに拭いてから接続してください。

ありません。また、一部のゲーム・周辺機器が正常に動作

■本製品の分解や改造をしないでください。

しない場合があります。
■ゲーム機を接続すると残像現象
（画像の焼きつき）
が起こ

■本製品の内部に水や異物を入れないでください。

る映像出力機器
（プロジェクションテレビやプラズマテ
レビなど）
には、本製品を接続しないでください。

■ USB 端子やカートリッジコネクターなどの端子部を指や
金属で触れないでください。

故障やカートリッジコネクター破損の原因となるので接
続しないでください。

■本製品の使用によるゲームカートリッジ、microSD、その
他接続機器などの傷や破損、データなどの消失につきま

■ぬれた手で本製品やACアダプターに触れないでください。

■非正規品のゲームカートリッジには対応していません。

しては、一切保証いたしませんのでご了承ください。

■本製品の使用に関しては、(株)サイバーガジェットとの
使用許諾に関する契約条項の制約を受けます。契約条項
に同意できない場合は、本製品をお使いいただくことが

■付属のACアダプター以外の電源を接続しないでください。

■本製品に保存したセーブデータやインストールしたゲー

できません。

ムのデータなどの破損や消失につきましては、いかなる
■本製品を使用しない時は、AC アダプターをコンセントか

場合も一切保証いたしませんのでご了承ください。

ら抜いておいてください。
■カートリッジを接続・取り外しする際は、カートリッジ
■ACアダプターや各種ケーブル類を強く曲げたり引っ張っ
たりしないでください。

やカートリッジアダプターに無理な力がかからないよう
に十分に注意して、最後までしっかり差し込んでください。
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パッケージ内容
■CY-RF-A / CY-RF-B / CY-RF-C

■CY-RF-AMZA / CY-RF-AMZB

■CY-RF-BBK / CY-RF-CBK

・レトロフリーク本体×1

・レトロフリーク本体×1

・レトロフリーク本体×1

（カートリッジアダプターに接続されています）

（カートリッジアダプターに接続されています）

（カートリッジアダプターに接続されています）

・カートリッジアダプター×1

・カートリッジアダプター×1

・カートリッジアダプター×1

・レトロフリーク標準コントローラー×1

・レトロフリーク標準コントローラー×2

・レトロフリーク標準コントローラー×1

・HDMIケーブル×1

・HDMIケーブル×1

・HDMIケーブル×1

・ACアダプター×1

・ACアダプター×1

・ACアダプター×1

・製品保証規定×1

・製品保証規定×1

・製品保証規定×1

・コントローラーアダプター×1（CY-RF-B/Cのみ）

・コントローラーアダプター×1（CY-RF-AMZBのみ）

・コントローラーアダプター×1

・コントローラーアダプター用

・コントローラーアダプター用

・コントローラーアダプター用USBケーブル×1

		

		

・ギアコンバーター×1（CY-RF-CBKのみ）

USBケーブル×1（CY-RF-B/Cのみ）

USBケーブル×1（CY-RF-AMZBのみ）

・ギアコンバーター×1（CY-RF-Cのみ）
本製品のパッケージや同梱物は、ユーザーサポートの際に必要となりますので、大切に保管してください。
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パッケージ内容
■CY-RF-SFC

■CY-RF-MD

■CY-RF-D / CY-RF-E

・レトロフリーク本体×1

・レトロフリーク本体×1

・レトロフリーク本体×1

（カートリッジアダプターに接続されています）

（カートリッジアダプターに接続されています）

・カートリッジアダプター
（SFC用）
×1

・カートリッジアダプター×1

・カートリッジアダプター×1

・カートリッジアダプター用USBケーブル×1

・レトロフリーク標準コントローラー×1

・レトロフリーク標準コントローラー×1

・レトロフリーク標準コントローラー×1
（CY-RF-Dのみ）

・HDMIケーブル×1

・USB給電ケーブル×1

・HDMIケーブル×1
（CY-RF-Dのみ）

・ACアダプター×1

・ギアコンバーターS×1

・USB給電ケーブル×1

・製品保証規定×1

・製品保証規定×1

・製品保証規定×1

・コントローラーアダプター5ポート
（SFC用）
×1
・コントローラーアダプター5ポート用USBケーブル×1
・純正本体接続用ケーブル×1

本製品のパッケージや同梱物は、ユーザーサポートの際に必要となりますので、大切に保管してください。
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各部の名称
カートリッジアダプター

レトロフリーク本体

MD スロット
(MD／GEN)

SFC スロット
(SFC ／ SNES)

前面

①

① USB ポート1

②

② USB ポート2
③ AC アダプター端子
④ microSD スロット

FC スロット

GB スロット
(GB／
GBC／
GBA)

PCE スロット
(PCE／
SGX／
TG-16)

背面

③

④

⑤

⑥

※ microSD は別売です。

⑤ HDMI 出力端子
⑥電源ボタン

初期状態では、レトロフリーク本体はカートリッジアダプターの背面に接続されていま
す
（レトロフリーク ベーシックは除く）
。カートリッジのゲームで遊ぶ場合は、カートリッ
ジアダプターと本体を接続した状態のまま使用してください。

1

2

3

USB ポート

インストール済みのゲームで遊ぶ場合は、カートリッジアダプターから本体を取り外し、
本体のみでも使用できます。
また、レトロフリーク ベーシックで SFC/SNES 以外のゲームを遊ぶ場合は、別売の11機

カートリッジアダプター
（SFC用）

種対応カートリッジアダプター
（CY-RF-2）
を下図のように接続してください。

SFC スロット
(SFC ／ SNES)

1

2

コントローラー端子
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レトロフリークを接続する
接続図

■本体のみで使用する

microSDスロット

micro
SD

HDMIケーブル

（別売）
microSD

HDMI入力対応の
テレビ・モニター

レトロフリーク

ACアダプター

オリジナル
コントローラー
各種

コンセントへ

USBポート1

レトロフリーク
標準コントローラー

12 3

USBポート1～3

レトロフリーク用
コントローラーアダプター

①本体背面の HDMI 出力端子と HDMI 入力対応のテレビを
HDMIケーブルで接続します。
②本体前面のUSBポート1にコントローラーを接続します。
③本体背面の AC アダプター端子に AC アダプタープラグを
接続してから、コンセントにACアダプターを接続します。

ACアダプター

HDMI
ケーブル
HDMI入力対応の
テレビ・モニター

コンセントへ

レトロフリーク本体

■カートリッジアダプターを使用する
①レトロフリーク本体をカートリッジアダプターの背面に
接続します。
（初期状態では接続されています）
②本体背面の HDMI 出力端子と HDMI 入力対応のテレビを
HDMIケーブルで接続します。

③カートリッジアダプター前面のUSBポート1にコントロー

レトロフリーク
標準コントローラー

ラーを接続します。
④本体背面の AC アダプター端子に AC アダプタープラグを
接続してから、コンセントにACアダプターを接続します。
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レトロフリークを接続する［ベーシックの場合］
接続図

■本体のみで使用する
USB給電ケーブル

HDMI入力対応の
テレビ・モニター

HDMIケーブル
レトロフリーク本体

1

2
※

レトロフリーク
標準コントローラー

①本体背面の HDMI 出力端子と HDMI 入力対応のテレビを
HDMIケーブルで接続します。
②本体前面のUSBポート1にコントローラーを接続します。

USB A to micro USB Bケーブル

SFC

③付属の USB 給電ケーブルの AC プラグ側を本体背面の AC
SNES

アダプター端子に、USB 側を USB AC アダプターやテレビ
などの機器に接続して給電できる状態にします。

SFC／SNES用カートリッジ
カートリッジアダプター
（SFC用）

1

2

※カートリッジアダプター
（SFC用）
は、
レトロフリーク本体の USB ポート
に直接つなげてください。他の機

SFC用純正
コントローラー

器を経由して接続した場合は、正
常に動作しません。

HDMI ケーブルおよび標準コントローラーは同梱され

■カートリッジアダプター
（SFC用）
を使用する

ていません。市販のHDMIケーブルおよびコントローラー

①レトロフリーク本体前面の USB ポート2とカートリッジ

③本体前面のUSBポート1、またはカートリッジアダプター

アダプター（SFC 用）背面の micro USB ポートを付属の

（SFC 用）のコントローラー端子1にコントローラーを接

USBケーブルで接続します。
②本体背面の HDMI 出力端子と HDMI 入力対応のテレビを
HDMIケーブルで接続します。

「レトロフリーク ベーシック エコノミーセット」には、

続します。
④付属の USB 給電ケーブルの AC プラグ側を本体背面の AC
アダプター端子に、USB 側を USB AC アダプターやテレビ
などの機器に接続して給電できる状態にします。

（USBあるいはSFC純正）
をご用意ください。
市販の USB コントローラーを使用する場合は、ゲーム
を開始する前に
［ゲームメニュー］
のショートカットを
設定する必要があります。
詳しくは「基本操作
［その他のコントローラー］
」のペー
ジをご覧ください。
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レトロフリークを起動する
①本体背面の電源ボタンを1秒以上押します。

③画面に表示される使用許諾をよく読み、
「同意する」
「同

⑤低遅延モードに関する説明をよく読み、必要に応じてテ

意しない」のいずれかを選択し、[Aボタン]を押します。

レビのモードを切り替えてから
［Aボタン］
を押します。

※同意できない場合は、本製品をお使いいただけません。

②接続したコントローラーの方向キーで使用言語を選択し、
［Aボタン］
を押します。

④青枠がテレビ画面内におさまるように方向キーの左右で

（以降の説明は全て、日本語選択時のものです）

画面サイズを調整してから
［Aボタン］
を押します。

⑥起動が完了し、メインメニューが表示されます。

②〜⑤は、初めて起動する時のみ表示されます。
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レトロフリークをアップデートする（通常アップデート）
①本体に microSD を接続し、[ システム設定 ] から [ アップ

③パソコンのウェブブラウザで「レトロフリーク総合サポー

⑤
［ダウンロード］
ボタンをクリックすると、[retrofreak-

デート用データ書き出し]を選択して[Aボタン]を押します。

トページ」
にアクセスし、
「レトロフリーク アップデートデー

update.bin]がダウンロードされます。これを、microSDの

※アップデートの度にデータ書き出しを行ってください。

タ ダウンロード」のページを開きます。

ルート（retrofreak-update-request.dat と同じ場所）に
コピーします。

②データの書き出しが完了したら、ウィンドウを閉じてから、

④ダウンロードページの [ ファイルを選択（参照）] ボタ

⑥ [retrofreak-update.bin] が存在する microSD をレト

microSDを本体から取り外してパソコンに接続します。

ンをクリックし、②で microSD のルートに書き出された

ロフリーク本体
（電源がONの状態）
に接続すると、
アップデー

[retrofreak-update-request.dat]を選択します。

トの確認が表示されるので、[実行する]を選択します。

→⑦へ
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レトロフリークをアップデートする（通常アップデート）
⑦アップデートは数十秒〜数分かかります。

⑨再起動後に使用許諾が表示され、[ 同意する ] とアップ

※アップデート実行中に本体の電源を切ったり、microSD

デートが完了となります。

を抜いたりしないでください。

【周辺機器のアップデート】
アップデートデータにカートリッジアダプターやコントロー
ラーアダプターのアップデートが含まれる場合は、各機器
を本体に接続した時にアップデートの確認が表示されます
（本体のアップデート時に周辺機器が接続されている場合
は、左記⑨の後に続けて表示されます）
。確認画面が表示さ
れる場合は、必ずアップデートを実行してください。

⑧アップデートが完了すると、レトロフリーク本体が自動
的に再起動されます。

■レトロフリーク総合サポートページ
http://www.cybergadget.co.jp/support/retrofreak/
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レトロフリークをアップデートする（システムソフトウェアのアップデートを含む場合）
①レトロフリーク総合サポートページからアップデートファ

④アップデートは数十秒〜数分かかります。

⑥再起動後に使用許諾が表示され、[ 同意する ] とアップ

イル
（zip形式）
をダウンロードして解凍します。

※アップデート実行中に本体の電源を切ったり、microSD

デートが完了となります。

■レトロフリーク総合サポートページ
http://www.cybergadget.co.jp/support/retrofreak/

を抜いたりしないでください。

②解凍したファイル [retrofreak-system-update.img] を
microSDのルートにコピーします。

③ [retrofreak-system-update.img] が存在する microSD

⑤アップデートが完了すると、レトロフリーク本体が自動

をレトロフリーク本体
（電源がONの状態）
に接続すると、
アッ

的に再起動されます。

プデートの確認が表示されるので、
[実行する]を選択します。

【周辺機器のアップデート】
アップデートデータにカートリッジアダプターやコントロー
ラーアダプターのアップデートが含まれる場合は、各機器
を本体に接続した時にアップデートの確認が表示されます
（本体のアップデート時に周辺機器が接続されている場合
は、上記⑥の後に続けて表示されます）
。確認画面が表示さ
れる場合は、必ずアップデートを実行してください。
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基本操作［標準コントローラー］
●レトロフリーク標準コントローラー［RF-3］

レトロフリークのメインメニューは、接続されたどのコン

※ USB ポート1にレトロフリーク標準コントローラーを接続した場合は、全て初期設定のままお使いいただけます。

R

L

トローラーでも操作できます。ゲームを操作する時は、USB
ポート1のコントローラーがプレイヤー1、USB ポート2のコ
ントローラーがプレイヤー2として初期設定されています。
他の USB ポートに接続したコントローラーでゲームを遊ぶ
場合は、
［操作設定］
の
［コントローラーの登録］
で各プレイ
ヤーが使うコントローラーを登録できます。
詳しくは「コントローラーの登録」のページをご覧ください。
また、各ゲームをプレイする時の操作ボタンの割り当ては、
[プレイするゲーム]のシステムによって異なります。
各システムでのボタンの割り当ては、
［操作設定］の
［ボタ
ン割り当て］
で確認および変更することができます。

〈メインメニュー〉

詳しくは「ボタン割り当て」のページをご覧ください。

〈ゲーム中〉

方向キー

：カーソルの移動

HOME

：ゲームメニューを表示

Aボタン

：決定

HOME+R

：メインメニューに戻る
［v1.6以降］

Bボタン

：キャンセル／前に戻る

OPTION+B

：コードフリーク ON/OFF切替
［v2.6以降］

Yボタンを押したまま⇧：ページアップ[v1.5以降]

OPTION+X

：オーバークロック
（高速化）

Yボタンを押したまま⇩：ページダウン[v1.5以降]

OPTION+Y

：スクリーンショット

OPTION+L

：クイックロード
：クイックセーブ

〈ゲームリスト〉
SELECT

：ソートメニュー

OPTION+R

L ・ R		

：リストサイズ切替

OPTION+SELECT：マイク入力
（FCのみ）

OPTION

：OPTIONメニューを表示

OPTION+START ：ディスク サイド切替
（FCのみ）

※左記のゲーム中の操作は、[ 操作設定 ]の[ショートカッ
ト設定 ] で変更することができます。
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基本操作［アーケードスティック］
●レトロフリーク用アーケードスティック［RF-8］

レトロフリーク用アーケードスティックは、本体またはカー

※レトロフリーク用アーケードスティックは、バージョン2.6以降の本体でお使いいただけます。

トリッジアダプターの USB ポートに接続するだけで、標準

接続する前に必ず本体のバージョンを確認し、必要に応じて本体のバージョンアップしてください。
SELECT

QUICK SAVE

START

CODE FREAK

OVER CLOCK

OPTION

4 3 2 1

CY-RF-8
CYBER Gadget

QUICK LOAD

X

L1

本体の初期設定では、USB ポート1がプレイヤー1、USB ポー

HOME

L2

コントローラーと同等に使用可能です。

MACROボタン

Y

ト2がプレイヤー2に設定されています。他の USB ポートに
接続してゲームを遊ぶ場合は、
［操作設定］
の
［コントローラー
の登録］
で設定できます。
詳しくは「コントローラーの登録」のページをご覧ください。
また、各ゲームをプレイする時の操作ボタンの割り当ては、

B

A

R1

R2

[プレイするゲーム]のシステムによって異なります。
各システムでのボタンの割り当ては、
［操作設定］の
［ボタ
ン割り当て］
で確認および変更することができます。

〈メインメニュー〉

詳しくは「ボタン割り当て」のページをご覧ください。
〈ゲーム中〉

スティック ：カーソルの移動

HOME

：ゲームメニューを表示

Aボタン

：決定

HOME+R1

：メインメニューに戻る

Bボタン

：キャンセル／前に戻る

CODE FREAK

：コードフリーク ON/OFF切替

Yボタンを押したまま⇧：ページアップ

OVER CLOCK

：オーバークロック
（高速化）

Yボタンを押したまま⇩：ページダウン

QUICK LOAD

：クイックロード

QUICK SAVE

：クイックセーブ
：スクリーンショット

〈ゲームリスト〉
SELECT

：ソートメニュー

OPTION+Y

L1・ R1

：リストサイズ切替

OPTION+SELECT：マイク入力
（FCのみ）

OPTION

：OPTIONメニューを表示

OPTION+START ：ディスク サイド切替
（FCのみ）

※左記のゲーム中の操作は、[ 操作設定 ]の[ショートカッ
ト設定 ] で変更することができます。
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基本操作［その他のコントローラー］
本体またはカートリッジアダプターの USB ポートに接続す
ることで、USB コントローラーやプレイステーション3／4
用コントローラーも使用できます。

●USBコントローラー
〈メインメニュー〉

●プレイステーション3／4用
プレイステーション3／4用コントローラーを使用する場合は、

方向キー

：カーソルの移動

USB ポートに接続後、コントローラーの
［PS ボタン］を押し

1ボタン

：決定

てください。

本体の初期設定では、USB ポート1がプレイヤー1、USB ポー

2ボタン

：キャンセル／前に戻る

ト2がプレイヤー2に設定されています。他の USB ポートに

その他のボタン：使用しません

接続してゲームを遊ぶ場合は、
［操作設定］
の
［コントローラー
の登録］
で設定できます。
詳しくは「コントローラーの登録」のページをご覧ください。
各ゲームをプレイする時の操作ボタンの割り当ては、[ プ

方向キー

：カーソルの移動

※ USB コントローラーには、ゲーム中に
［ゲームメニュー］

○ボタン

：決定

を表示するショートカットが設定されていません。
［ショー

×ボタン

：キャンセル／前に戻る

トカット設定］
で
［ゲームメニュー］
のショートカットを

SELECT(SHARE) ：ソートメニュー
（ゲームリスト）

設定してからゲームを開始してください。

L1・ R1

レイするゲーム]のシステムによって異なります。
各システムでのボタンの割り当ては、
［操作設定］の
［ボタ

〈メインメニュー〉

：リストサイズ切り替え

その他のボタン：使用しません
※ボタン番号の表記がない USB コントローラーを使用する

ンの割り当て］
で確認および変更することができます。

場合は、[ 操作設定 ] の [ ボタンの割り当て ] でボタンを

詳しくは「ボタン割り当て」のページをご覧ください。

割り当てる際に表示されるボタン番号をご確認ください。

〈ゲーム中〉
PSボタン

：ゲームメニューを表示

また、使用する USB コントローラーによっては、表記上
のボタン番号とレトロフリークで認識されるボタン番号

※ PS3／4用コントローラーの
［L2／ R2］
、
［L3／ R3］
、
［アナ

が異なる場合があります。そのような場合も、ボタンを

ログスティック］
および
［タッチパッド］
を使用すること

割り当てる際に表示されるボタン番号をご確認ください。

はできません

※ USB コントローラーで使用できるボタンは
［1〜13番］ま
でとなります。
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基本操作［コントローラーアダプター］
コントローラーアダプター（CY-RF-4）を使用することで、

コントローラーアダプターに接続できるコントローラーで

以下のコネクターに対応したコントローラーをレトロフリー

の操作方法は次の通りです。

クで使うことができます。

●PCエンジン用
〈メインメニュー〉
方向キー

：カーソルの移動

コントローラーアダプターを使用する際は、付属のコント

●AV仕様ファミリーコンピュータ用

Ⅰボタン

：決定

ローラーアダプター用 USB ケーブルで、カートリッジアダ

●メガドライブ用

Ⅱボタン

：キャンセル／前に戻る

プターまたは本体のUSBポートに接続してください。

●スーパーファミコン用

SELECT

：ソートメニュー
（ゲームリスト）

●ファミコンエキスパンド用

その他のボタン ：使用しません

前面

背面

①

②

④

③

⑤

〈メインメニュー〉
方向キー

：カーソルの移動

Aボタン

：決定

Bボタン

：キャンセル／前に戻る

SELECT

：ソートメニュー
（ゲームリスト）

その他のボタン ：使用しません

〈ゲーム中〉
RUN+↓

：ゲームメニューを表示

各ゲームをプレイする時の操作ボタンの割り当ては、[ プ
レイするゲーム]のシステムによって異なります。
各システムでのボタンの割り当ては、
［操作設定］の
［ボタ
ンの割り当て］
で確認および変更することができます。

〈ゲーム中〉
START+↓

：ゲームメニューを表示

詳しくは「ボタン割り当て」のページをご覧ください。

①AV仕様ファミリーコンピュータ端子
②メガドライブ端子
③PCエンジン端子
④スーパーファミコン端子
⑤ファミコン エキスパンドコネクタ

【特殊コントローラー】
パドルコントローラーなどの特殊なコントローラーでは、レトロフリークのメニューを操作することができません。
特殊なコントローラーを接続する際は、ゲームを始めるまでのメニュー操作をレトロフリーク標準コントローラー
などのメニュー操作が可能なコントローラーで行ってください。
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基本操作［ベーシック / コントローラーアダプター（SFC 用）］
カートリッジアダプター
（SFC 用）
およびコントローラーア

スーパーファミコン端子に接続したコントローラーでの操

ダプター 5ポート
（SFC用）
のコントローラー端子は、
スーパー

作方法は次の通りです。

【スーパーファミコン本体で使用する】
コントローラーアダプター 5ポート
（SFC用）
は、スー

ファミコン端子に接続可能なコントローラーに対応してい
ます
（マウスなどの周辺機器には対応していません）
。
カートリッジアダプター
（SFC用）
に接続したコントローラー

●スーパーファミコン用

パーファミコン本体でマルチタップとしても使えます。
（スーパーファミコン端子に接続可能なコントロー

〈メインメニュー〉

でゲームを操作する時は、端子1のコントローラーがプレ

方向キー

：カーソルの移動

ラーに対応しています。マウスなどの周辺機器には

イヤー1、端子2のコントローラーがプレイヤー2として初

Aボタン

：決定

対応していません。
）

期設定されています。

Bボタン

：キャンセル／前に戻る

接続する時は、付属の純正本体接続用ケーブルで、

コントローラーアダプター 5ポート
（SFC 用）
に接続したコ

SELECT

：ソートメニュー
（ゲームリスト）

左下図
［3］番の端子とスーパーファミコン本体のコ

ントローラーでゲームを操作する時は、
［操作設定］の
［コ

その他のボタン ：使用しません

ントローラー端子を接続してください。
なお、USB miniB 端子はレトロフリーク本体への接

ントローラーの登録］
で各プレイヤーが使うコントローラー
を登録してください。

続用です。スーパーファミコン本体に接続する際は、

〈ゲーム中〉

※バージョン2.7以降の本体でお使いいただけます。接続

START+↓

miniB 端子には何も接続しないようにしてください。

：ゲームメニューを表示

する前に必ず本体のバージョンを確認し、必要に応じて
本体のバージョンアップしてください。

1

USB miniB

2

レトロフリーク本体へ

5
3

1

2

カートリッジアダプター
（SFC用）

4

コントローラーアダプター 5ポート
（SFC用）
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ゲームを始める
①メインメニュー表示中に、カートリッジアダプターのス

②ゲームの読み込みが完了したら、
［ゲームを始める］
にカー

ロット
（いずれか1カ所）
にゲームカートリッジを接続します。

ソルを合わせて [A ボタン ] で決定すると、接続されている

※複数のカートリッジを同時に接続することはできません。

ゲームが始まります。

【カートリッジの取り外し】
ゲームカートリッジの取り外しは、メインメニュー
表示中または電源を切ってから行ってください。ゲー
ムのプレイ中にカートリッジを取り外すと、データ
破損の原因となります。カートリッジを交換する場
合は、必ずゲームを終了してメインメニューに戻っ
てから行ってください。

【セーブデータ】
レトロフリークでプレイしたゲームのセーブデータ
は全てレトロフリーク上に保存されます。ゲーム中
にセーブデータを更新した場合、カートリッジを接
● 各スロットの対応カートリッジ

続してプレイしている場合でも、カートリッジ内の

FC スロット ：ファミリーコンピューター用、NES カートリッジコンバーター

セーブデータは更新されず、レトロフリーク上のセー

SFC スロット ：スーパーファミコン用、

ブデータが更新されます。

		Super Nintendo Entertainment System 用

カートリッジのセーブデータを更新したい場合は、

MD スロット ：メガドライブ用、GENESIS 用、ギアコンバーター

［ゲーム設定］の
［セーブデータをカートリッジに書

GB スロット ：ゲームボーイ用、ゲームボーイカラー用、

き出す］
で、レトロフリーク上に保存されているセー

		ゲームボーイアドバンス用

ブデータをカートリッジに書き出してください。

PCE スロット ：PC エンジン用、TurboGrafx-16用、
		PC エンジン スーパーグラフィックス用
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カートリッジコンバーターを使う
●ギアコンバーター（CY-RF-5 / CY-RF-5BK）

①ラベル面を正面にしてカートリッジ
（マイカード）
をギア

●ギアコンバーター S（CY-RF-5MD）

コンバーターに接続します。接続場所は以下の通りです。
MKⅢ

●NESカートリッジコンバーター（CY-RF-6）

右：GGスロット

SG

ゲームギア用カートリッジ

GG

SG MKⅢ

上：CARTRIDGEスロット
SG−1000/ マークⅢ / オセロマ
ルチビジョン用カートリッジ
左：CARDスロット
SG−1000/マークⅢ用カード

MKⅢ

NES カ ー ト リ ッ ジ コ ン バ ー タ ー を 使用 す る こ と で、
Nintendo Entertainment System 用カートリッジ (NTSC/

②メインメニュー表示中に、ギアコン

PAL)をレトロフリークに接続して遊ぶことができます。

バーターをカートリッジアダプターの
MDスロットに接続します。
ギアコンバーターを使用することで、以下のゲーム機用カー

①ラベル面を正面にしてカートリッジを NES カートリッジ
コンバーターに接続します。

トリッジをレトロフリークに接続して遊ぶことができます。
②メインメニュー表示中に、NESカートリッジコンバーター
①ゲームギア
（カートリッジ）

をカートリッジアダプターの FCスロットに接続します。

②セガ・マークⅢ
（カートリッジ/マイカード・マークⅢ）
③SG-1000
（カートリッジ/マイカード/オセロマルチビジョ

③ゲームの読み込みが完了したら、
［ゲームを始める］
にカー

③ゲームの読み込みが完了したら、
［ゲームを始める］
にカー

ン用カートリッジ）

ソルを合わせて
［Aボタン］
で決定すると、
ゲームが始まります。

ソルを合わせて
［Aボタン］
で決定すると、
ゲームが始まります。

※ SC-3000およびセガ・キーボードによるキー操作、各種周

※取り外す時は、ギアコンバーターを MD スロットから抜い

※取り外す時は、NESカートリッジコンバーターをFCスロッ

辺機器による操作には対応していません。

てから、カートリッジ
（マイカード）
を取り外してください。

トから抜いてから、カートリッジを取り外してください。
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カートリッジが認識されない時
レトロフリークで正常にカートリッジが認識された時は、

接続しなおしてもカートリッジが正常に認識されない場合

クリーニングや導通改善剤の使用後もカートリッジが正常

読み込み完了後にゲームタイトルが表示されます。

は、カートリッジの端子部分を乾いた綿棒などでクリーニ

に認識されない場合は、非対応またはデータベースに未登

カートリッジを接続しても警告やエラーが表示される場合

ングするか、
「CYBER・ナノカーボン
（ゲームカセット用）／

録のバージョンのカートリッジである可能性があります。

は、カートリッジの接続が不十分な可能性があります。

CY-RFNC」などの導通改善剤をご使用ください。

以下の警告が表示され、ゲームタイトルが
［UnknownGame］

非対応のカートリッジである場合は、レトロフリークの現

と表示される場合は、
［いいえ］
を選択した後にカートリッ

時点のバージョンでは動作しないゲームです。非対応のカー

ジを取り外し、接続しなおしてください。

トリッジについては、
「レトロフリーク総合サポートページ」
でご確認ください。
データベースに未登録のバージョンである場合は、タイト
ルは正常に表示されませんが、ゲームは正常に動作します。

【未登録のバージョン】
同名のゲームであってもカートリッジの出荷時期の
CYBER・ナノカーボン

違いで、プログラムが修正されたバージョンになっ

（ゲームカセット用）

ている場合があり、一部のカートリッジでは非常に

CY-RFNC

多くのバージョンが存在することが確認されています。
レトロフリークでは、多くのバージョンをサポート
していますが、接続されたカートリッジが未知のバー
ジョンである時、タイトル表示や動作に問題が起こ
る場合があります。未登録のバージョンについては、
弊社で確認でき次第、バージョンアップにより随時
対応する予定です。
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ゲームを終える／電源を切る
●ゲームを終える

●電源を切る

ゲーム中に
［ゲームメニュー］
を表示し、
［BACK MAIN MENU］

方法① メインメニューで
［OFF］ボタンにカーソルを合わ

を選んでメインメニューに戻ります。

せて決定します。

【リセットを押しながら電源を切る】
ファミコンおよびNESのバッテリーバックアップカー

※
［ゲームメニュー］
はレトロフリーク標準コントローラー

トリッジでは、
セーブデータを保護するために
「リセッ

の HOME ボタン
（初期設定）で表示されます。その他のコ

トボタンを押しながら電源を切る」必要がありまし

ントローラーについては「基本操作」をご確認ください。

たが、レトロフリークではリセットボタンを押す操
作は不要です。左記の方法で電源を切ってください。

【強制終了】
万が一、レトロフリークの画面がフリーズしてしまい、
左記の方法でゲームを終えたり、電源を切ることが
できない場合は、電源ボタンを10秒以上長押しして
方法② 本体の電源ボタンを1秒以上長押しします。

強制終了してください。
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microSD を使う
レトロフリークは、microSDを使用しなくても対応するカー

① microSD の 表面（ 印字面 ）を 上向 き に し て、本体 の

●microSDを取り出す

トリッジのゲームプレイやセーブデータの保存が可能です

microSDスロットに奥まで押し込みます。

カチッと音がするまでmicroSDを押し込みます。

が、microSDを使用することで、ゲームのインストール機能
やコードフリーク機能など、様々な機能を使えるようにな

【重 要】

ります。

microSD は、レトロフリークの起動前に接続しても
起動後に接続しても認識されます。ただし、レトロ

●使用できる microSD

フリークの起動処理中や終了処理中、ゲームのプレ

FATフォーマット
（FAT16またはFAT32）の以下の microSD を

イ中、microSDが必要な機能の使用中などは、絶対に

使用できます。

microSD を取り出したり、AC アダプターを抜いたり
M
SD icro

・microSD
（256MB〜2GB）
・microSDHC
（4GB〜32GB）

しないでください。データが破損する原因となります。

●microSDが必要な機能
・本体のアップデート

② microSDが認識され、InformationのmicroSDアイコンと

・ゲームのインストール機能

microSDメニューがアクティブになれば使用できます。

・コードフリーク機能
・ゲーム画面のスクリーンショット撮影
・セーブデータの外部メディア保存
※セーブデータをmicroSDに保存する場合は、
［システム設
定］
の [ データ保存先 ] を
［microSD］
に変更してください。
※各機能の詳細はそれぞれの説明ページをご確認ください。
microSD使用可

microSD使用不可
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microSD のフォルダー構造
● [Cheats]＊
micro
SD

[microSD]
（ルート）

[RetroFreak]

コードフリーク機能で使用する秘技コードの保存先です。

[Cheats]

● [Games]

[Games]

インストールしたゲームのデータが保存されています。
● [Patch]＊

[Patch]
[Saves]

パッチ選択時に参照されるフォルダーです。
[Snapshot]

[System]

● [Saves]

セーブデータ全般が保存されるフォルダーです。
[SRAM]

[User]

● [Snapshot]-[System]

自動再開用データが保存されるフォルダーです。
[Screenshots]
[SFX]
game_database.xml

● [Snapshot]-[User]

クイックセーブが保存されるフォルダーです。
● [SRAM]

セーブデータが保存されるフォルダーです。
● [Screenshots]

retrofreak-update-request.dat

スクリーンショットが保存されるフォルダーです。
● [SFX]

retrofreak-update.bin

獲得した効果音が保存されるフォルダーです。
● game_database.xml

● retrofreak-update-request.dat

● retrofreak-update.bin

システム設定の
［アップデート用データ書き出し］
で書き

アップデートデータです。WEB のダウンロードページか

出されるファイルです。
「アップデートデータ ダウンロー

ダウンロードした後、この場所にコピーしてください。

ド」ページでは、このファイルを選択
（参照）
してください。

このファイルは、アップデート完了後に自動で削除され
ます。

システム設定の
［データベース
（CRC）
書き出し］
で書き出
されるファイルです。
＊のフォルダーは自動生成されません。各機能を使用する
場合は、該当する階層に作成してください。

23/38

ゲームをインストールする
① microSD が接続されている状態でゲームカートリッジを

●インストールしたゲームを始める

接続すると、ゲームの読み込み後にインストールの確認画

① microSD メニューからインストール済みゲームの機種を

③ゲームの読み込みが終わったら、
［ゲームを始める］
を選

面が表示されます。

選択し、
［Aボタン］
を押します。

択し、
［Aボタン］
を押します。

②
［はい］を選ぶと microSD にゲームがインストールされ、

②ゲームリストからプレイするゲームを方向キーの上下で

以下のmicroSDメニュー内に表示されます。

選択し、
［Aボタン］
を押します。

【重 要】

FC ：ファミリーコンピュータ / NES

インストールしたゲームは、インストール時に使用

SFC：スーパーファミコン / SNES

した本体でのみプレイできます。他の本体でインス

PCE：PCエンジン / TurboGrafx-16 /

トールしたゲームをプレイすることはできません。

PCエンジン スーパーグラフィックス

また、ゲームを microSD にインストールする場合は、

GB ：ゲームボーイ / ゲームボーイカラー

必ず同意された「使用許諾の契約条項」に従ってくだ

GBA：ゲームボーイアドバンス

さい。インストールしたゲームの取り扱いにつきま

MD ：メガドライブ / GENESIS

しても「使用許諾の契約条項」に従ってください。

GG/SG/MKⅢ ：ゲームギア / セガ・マークⅢ / SG-1000 /
					オセロマルチビジョン / Master System
RATING ：レートを付けたゲーム全て
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メインメニュー

④ ⑤
①

⑥
②

①オートスクリーンショット
前回のゲーム終了時の画面が表示されます。
②ゲーム情報
日本のゲームのみ発売元・発売日が表示されます。
③セーブデータの保存場所

③

⑦

このゲームのセーブデータが本体または microSD のどち
らに保存されているのかが表示されます。
④データ保存先
ゲーム中にセーブしたデータやクイックセーブなどが、
本体と microSD のどちらに保存されるのか
（システム設
定のデータ保存先）
を表示します。
：本体に保存

：microSDに保存

⑤カートリッジアダプター接続状況
：接続中

⑧
⑨

：未接続

⑥ストレージ管理

⑩

ストレージに保存されたデータの管理画面を表示します。
⑦microSDメニュー
インストールしたゲームのリストを表示します。
⑧システム設定

● オートスクリーンショットのロック
［v2.0以降］

ゲームごとにレート
（星1〜5個）
を設定することができます。

①にカーソルを合わせ
［A ボタン］を押すことで、オートス

ゲーム情報の
［レート］
にカーソルを合わせて
［A ボタン］
を

クリーンショットをロック
（固定）
できます。解除する時は、

押した後、方向キーの左右で星の数を変更し、
［A ボタン］
で

再度
［Aボタン］
を押して
［ロック解除］
を選んでください。

決定。ゲームリストでレート順のソートが可能です。

：ロック

：ロック解除

⑨電源オフ
レトロフリークの電源を切ります。
⑩取扱説明書
システム設定で選択中の言語に合わせて、本書の簡易版
が表示されます。
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ゲームリスト

②

①microSDメニュー

③

インストールしたゲームのリストを表示します。
②ゲームリスト
インストールされているゲームのリストです。初期状態

①

では、ゲーム名の「あいうえお順」で表示されます。
③ソートメニュー
ゲームリストで
［SELECTボタン］
を押すと、
ソートメニュー

④

が開きます。方向キーの上下でリスト表示サイズを選び

④

［Aボタン］
を押すとリストの表示サイズが変わります。
「あ
いうえお順」にカーソルを合わせて方向キーの左右を押

⑤

すことでリストのソート方法を変更できます。
［ソート方法］
あいうえお順：ゲーム名の五十音順で表示します。
レート順

：レートの高いものから順に表示します。

発売日順

：ゲームの発売日順に表示します。

メーカー順 ：発売元の五十音順で表示します。
④リストサイズ切替
コントローラーの
［L・R ボタン］で、ゲームリストの表示
サイズを切り替えます。
⑤BACK
メインメニューに戻ります。
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コードフリーク
①秘技コードリスト

①

登録されている秘技コードが表示されます。使用する秘
技にカーソルを合わせて
［A ボタン］を押すことで、秘技
のオン／オフを切り替えることができます。
：オン
（秘技を使う）

：オフ
（秘技を使わない）

②コードフリークを使ってゲームを始める
オンにした秘技が有効な状態でゲームを始めます。ゲー
ム中に秘技をオフにしたい場合は、
［ゲームメニュー］
の
［コードフリーク］を
［OFF］に切り替えることで、ゲーム
開始時にオンにした秘技を全て無効な状態にできます。

③

③BACK
メインメニューに戻ります。

②

※コードフリーク機能を使用するには microSD とパソコ
ンが必要になります。詳しい使用方法は、
「レトロフリー
ク総合サポートページ」をご確認ください。
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ゲーム設定
● パッチ選択

エミュレーター用のパッチファイルを使用できます。
● オーディオレイテンシー低減[v1.1以降]

ONにすると、ゲーム中の音の遅延を通常の約1/3に低減し、
映像と音のずれを最小限にします。OFF の時と比較して
音質が低下するため、ゲームによっては音が割れて聞こ
えることがあります。
● ハードウェアタイプ
（GB）

再現するハードをGB/GBC/SGBのいずれかに変更できます。
ハードによって挙動の異なるゲームのための設定です。
● カラーパレット
（GB）

カラーパレットを変更できます。
● ピクチャーフレームを表示
（GB）

スーパーゲームボーイ対応ゲームでピクチャーフレーム
の表示の有無を変更できます。OFF の時は、フレームが
表示されない分、ゲーム画面が大きく表示されます。
● パドルコントローラー用ノイズフィルター
（FC）

パドルコントローラー使用時は、ノイズの影響を受けて
画面上のパドルに震えが発生します。ON にすることで、
※読み込み中のゲームの機種に応じた項目が表示されます。
● セーブデータをカートリッジから取り込む

ノイズの影響を低減し、パドルの震えを抑えます。
● セーブデータをカートリッジに書き出す

接続されているカートリッジ内のセーブデータを読み込

レトロフリークに保存されているセーブデータを接続さ

んでレトロフリークに保存し、レトロフリークで同ゲー

れているカートリッジに書き出します。カートリッジ内

ムをプレイする時にロードできるようにします。

のセーブデータは上書きされます。

● 6トリガーモード
（PCE）

6ボタンパッドを有効にします。
● FM音源
（MKⅢ）

FM音源対応ゲームプレイ時にFM音源を有効にします。
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操作設定
● コントローラーの登録

プレイする機種ごとに使用するコントローラーを登録で
きます。初期設定では、USB ポート1のコントローラーが
プレイヤー1、USBポート2のコントローラーがプレイヤー
2として登録されています。これ以外の組み合わせでコ
ントローラーを使用する場合やマルチプレイで3つ以上
のコントローラーを使用する場合、コントローラーアダ
プターに複数のコントローラーを接続してそれぞれ別の
プレイヤーとして使用する場合などは、コントローラー
の登録を行ってください。
● ボタンの割り当て

プレイする機種や使用するコントローラーに合わせて、
ボタンの割り当てを設定できます。
● ショートカット設定

ゲーム中に使用できる機能をショートカットとして設定
できます。標準コントローラは初期設定されています。
● オーバークロック速度

ショートカットで設定できるオーバークロック
（高速化）
の速度を2〜4倍速に変更できます。v1.1以降では1/2〜
1/4倍速の低速化も設定可能です。
● 連射速度

ボタンの割り当てで設定できる連射ボタンを秒間6連射
/15連射/20連射/30連射のいずれかに設定できます。
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コントローラーの登録
初期設定では、USB ポート1に接続されたコントローラーが

①プレイするゲームの機種を方向キーの左右で選択します。

プレイヤー1、USB ポート2に接続されたコントローラーが

②登録するコントローラーでカーソルを操作してプレイヤー
を選び、
［Aボタン］
を押すことで登録されます。

プレイヤー2として登録されています
（※1）
。これ以外の組
み合わせでコントローラーを使用する場合やマルチプレイ
で3つ以上のコントローラーを使用する場合、
コントローラー
アダプターに複数のコントローラーを接続してそれぞれ別
のプレイヤーとして使用する場合などは、コントローラー
の登録を行ってください。
なお、パドルコントローラーやハイパーショットなど、特
定のゲーム専用のコントローラーは、自動的に認識される
ため登録の必要はありません。
注）
登録したコントローラーとプレイヤーの組み合わせは、

m 注意）コントローラーが3つ以上接続されている場合、

①で選択した機種をプレイする時のみ有効になります。他

多人数プレイに対応していないゲームでは正常に操作でき

の機種でも使用する場合は、機種ごとに登録してください。

ない可能性があります。多人数プレイに非対応のゲームを
プレイする場合は、使用しないコントローラーを取り外す
ようにしてください。
（主にメガドライブで多人数プレイ
に非対応のゲームでは、ゲーム側の仕様により接続するコ
ントローラーを2つ以下にしなければ操作を受け付けません）
※1 v1.4以降の初期設定では、PC エンジンはプレイヤー1
のみ登録されています。PC エンジンのゲームでコントロー
ラーを2つ以上使用する場合は、コントローラーの登録を

例）
コントローラーアダプターにスーパーファミコン用コントローラーとメガドライブ用コントローラーを接続し、ファ
ミリーコンピュータのゲームをプレイする時に、Ⅰコンとしてスーパーファミコン用コントローラーを、Ⅱコンとし
てメガドライブ用コントローラーを使いたい場合。
❶［プレイするゲーム］
から
［ファミリーコンピュータ］
を選択
❷ スーパーファミコン用コントローラーで
［プレイヤー1］
にカーソルを合わせて
［Aボタン］
❸ メガドライブ用コントローラーで
［プレイヤー2］
にカーソルを合わせて
［Aボタン］

行ってください。
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ボタンの割り当て
接続されているコントローラーの各ボタンが、それぞれの

②ボタンの割り当てを変更する場合は、画面を下にスクロー

④手順①で選択した
［使用するコントローラー］を使って、

ゲームシステム上でどのボタンに割り当てられているのか

ルさせて、
［プロファイル管理］から
［新規プロファイルの

設定したいボタンにカーソルを合わせて
［A ボタン］
を押し、

を確認・変更することができます。

登録］
を選択します。

数字が0になる前に割り当てたいボタンを押して登録します。

変更したボタンの割り当ては、
［プレイするゲーム］と
［使
用するコントローラー］
の組み合わせごとにプロファイル
として登録でき、プレイするゲームに合わせてプロファイ
ルを切り替えられます。
初期設定
（現在のプロファイル：デフォルト）では、各機種
の純正コントローラーのボタン位置に合わせた割り当てに
なっていますが、機種によってはボタン名称に合わせた割
り当てや、格闘ゲームに合わせた割り当てが
［プリセット］
のプロファイルとしてあらかじめ登録されています。
①
［プレイするゲーム］
と
［使用するコントローラー］
を方向

⑤各ボタンの登録が終わったら
［ボタンの割り当て］
画面に

キーの左右で選択します。この時表示されるのがデフォル

③画面に表示されるキーボードでプロファイル名を入力し

戻り、
［現在のプロファイル］
を③で登録したプロファイル

トのボタン割り当てです。

て、
［enter］
、
［登録］
の順にボタンを押します。

名に切り替えます。
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ショートカット設定
ショートカットを設定しておけば、ゲーム中に押すボタン

①
［プレイするゲーム］
と
［使用するコントローラー］
を方向

の組み合わせで以下の機能を実行できます。プレイするゲー

キーの左右で選択します。

③
［使用するコントローラー］
で選択したコントローラーで
［設定開始］を選び、数字が0になるまで設定するボタン
（1
つまたは複数のボタン）
を押し続けます。

ムの機種と使用するコントローラーごとに設定可能です。
● ゲームメニュー

ゲームメニューを表示します。
● メインメニュー
［v1.6以降］

ゲームメニューを経由せずにメインメニューに戻ります。
● オーバークロック
（高速化）

設定したボタンを1度押すと、
［操作設定］
の
［オーバーク
ロック速度］
で設定した処理速度になり、もう1度押すと
解除されます。オーバークロック中、音は鳴りません。
● クイックセーブ

クイックセーブを実行します。
● クイックロード

クイックロードを実行します。
● スクリーンショット

②設定するショートカットにカーソルを合わせて[Aボタン]
を押します。
【USBコントローラー】
市販の USB コントローラーは、製品によってボタン

ゲーム画面を保存します。

の配列が異なるため、
［ゲームメニュー］
のショート

● コードフリーク
［v2.6以降］

カットが初期設定されていません。市販の USB コン

コードフリーク機能のON/OFFを切り替えます。
● マイク入力
（FCのみ）

Ⅱコンのマイクで音声入力した時と同じ操作になります。
● ディスク

サイド切替
（FCのみ）

トローラーを使用する場合は、ゲームを開始する前
に必ず
［ゲームメニュー］
のショートカットを設定し
てください。なお、市販の USB コントローラーで使
用可能なボタンは
［1〜10番］
までです。

インストールされたディスクのA面、B面を切り替えます。
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出力設定
● アスペクト比

● オーバースキャン

ゲーム画面のアスペクト比を [ 標準／フルスクリーン／

テレビのオーバースキャンエリアの映像をカットせずに

ズーム］
の中から変更できます。

表示します。

● ワイドステレオ

音の左右の広がりを強調します。
● 低音強調

● オリジナルのピクセルアスペクト比で表示

低音を強調します。

1ドットの縦横比をオリジナル映像の比率
（正方形）
で表
標準

フルスクリーン

示します。

● 高音強調

高音を強調します。
● メニューの効果音

効果音の有無を変更できます。
ズーム
● 映像フィルター

● リフレッシュレート

映像を補完して滑らかにする各種フィルターでゲームの

リフレッシュレートを変更できます。一般的なテレビで

画質を変更できます。

は
［自動］
のままで変更の必要はありません。リフレッシュ

● 音量

音量を変更できます。

レートに制限のある映像出力機器に接続する時に変更し
● スキャンライン

てください。

走査線風のラインを全体に表示してブラウン管のような
映像にします。
［メインメニューでのスキャンライン］
を
ON にすると、メインメニューでも走査線風のラインが表

● スクリーンサイズ

スクリーンサイズを変更できます。

示されます。なお、ON の状態でもスクリーンショットで
撮影した画像には走査線風のラインは表示されません。

● RGBフルレンジで強制出力

RGBフルレンジに対応したモニター向けの設定です。
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システム設定
● リージョン設定

● 定期的にセーブデータをバックアップ
［v1.3以降］

● アップデート用データ書き出し

ゲームを実行する本体のリージョンを日本、
アメリカ、
ヨー

ゲームのプレイ中にセーブデータのバックアップを定期

レトロフリークのアップデートデータをダウンロード

ロッパのいずれかに変更できます。
［自動］
に設定した場

的に行います。停電やフリーズなどにより正常終了でき

する時に必要なファイル
［retrofreak-update-request.

合は、ゲームが動作するリージョンでゲームを起動します。

なかった場合に、セーブデータの消失を最小限に抑える

dat］
をmicroSDに書き出します。

また、マルチリージョンのゲームの場合、
［自動］設定時

ことができます。
［OFF］
にした場合は、ゲーム内でセーブ

は日本が優先されます。

したデータがレトロフリーク本体
（または microSD）
に保

PAL 規格のゲームは、NTSC 規格のリージョン
［日本／ア

存されるのは、ゲーム終了時のみになります。

に設定してください。
● ゲーム終了時の状態から自動再開

● データ保存先

続きから自動的に再開します。

の秘技コードを追加するための CRC を確認するために使

開データの保存先を
［本体］
または
［microSD］
のどちらに

用します。

するかを選択できます。
● 言語選択
● スクリーンショットのファイル形式

動でゲームをスタートします。

メインメニューの表示言語を日本語、英語、中国語
（繁体）
、

ゲームのスクリーンショットのファイル形式を
［PNG］
ま

フランス語、
ドイツ語、
ポーランド語の中から選択できます。

たは
［JPEG］
のどちらにするかを選択できます。

※v1.0では中国語
（繁体）
選択時、使用許諾のみ中国語
（繁

● 接続されたカートリッジを自動起動

カートリッジを接続すると、読み込みが完了した後に自

に書き出します。データベースは、主にコードフリーク

microSD 接続時、セーブデータ、クイックセーブ、自動再

ゲーム終了時に自動で再開用のクイックセーブ
（自動再
開データ）
を作成し、次回ゲームをプレイする時、前回の

イ ン ス ト ー ル 済 み ゲ ー ム の デ ー タ ベ ー ス［game_
database.xml］
を microSD の
［RetroFreak］
フォルダー内

メリカ］
では正常に動作しません。PAL規格のゲームをプ
レイする場合は、リージョンを
［自動］
または
［ヨーロッパ］

● データベース
（CRC）
書き出し

体）で表示され、メインメニューは日本語で表示されま
● ファイルマネージャー

ストレージのファイルマネージャーを開きます。

す。v1.1以降ではメインメニューも中国語
（繁体）
で表示
されます。
※フランス語、ドイツ語、ポーランド語は v2.5以降で選

● カートリッジ内セーブデータの自動取込

● システム情報

初めて接続する
（データ保存先にセーブデータまたは自

レトロフリークのバージョン情報やストレージ情報を表

動再開データが存在しない）
カートリッジを接続した時、

示します。

自動的にカートリッジ内のセーブデータを取り込みます。

択できます。
● 使用許諾

選択中の表示言語で使用許諾を表示します。
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ゲームメニュー
● コードフリーク

コードフリーク機能でゲーム開始時にオンにした全ての
秘技に対して、ON/OFFを切り替えることができます。
● クイックセーブ用スロット

③

クイックセーブの保存スロットを方向キーの左右で変更
できます。スロットは0〜99の100カ所
（v1.6以前は0〜9
の10カ所）
あり、各スロットに1つずつセーブできます。
：クイックセーブが保存されているスロットには、
［SAVEアリ］
マークが表示されます。
● クイックセーブ

セーブ：ボタンを押した時のゲームの状態を選択中のク
イックセーブ用スロットに保存します。
ロード：選択中のクイックセーブ用スロットに保存され
ているクイックセーブをロードします。
● スクリーンショット

①

②

ボタンを押した時のゲーム画面を microSD に保存します。
● 映像フィルター

［出力設定］
と同様に映像フィルターを変更できます。
● スキャンライン

①CLOSE
ゲームメニューを閉じて、ゲームに戻ります。

③クイックセーブスクリーンショット
［v2.0以降］
各クイックセーブごとに保存時の画面が表示されます。
スクリーンショットは、クイックセーブ保存時に自動で

②BACK MAIN MENU
ゲームを終了してメインメニューに戻ります。

保存されます。v1.6以前で保存したクイックセーブは、
通常通りロードできますが、画面は表示されません。

走査線風のライン表示の有無を変更できます。
● 音量

音量を変更できます。
● リセットボタン

ゲームをリセットします。
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ストレージ管理
①ストレージ管理
［本体］

①
③
④
⑤

レトロフリーク本体に保存されているデータの管理画面

②

を表示します。
②ストレージ管理
［microSD］
microSD に保存されているデータの管理画面を表示しま
す。
③セーブデータ
セーブデータの管理画面を表示します。ゲーム名を選択
することで、ストレージ内に保存されている全てのセー
ブデータ
（SRAM ／自動再開データ／クイックセーブ）が
表示され、コピーや削除ができます。
④スクリーンショット
（microSDの管理画面のみ）
ゲーム中に保存したスクリーンショットの管理画面を表
示します。各スクリーンショットの閲覧や削除ができます。
⑤ゲームデータ
（microSDの管理画面のみ）
インストールしたゲームデータの管理画面を表示します。

※ストレージ管理はv2.0以降の機能です。
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ストレージ管理
●セーブデータを管理する
①本体またはmicroSDのストレージ管理画面で、
［セーブデー

③セーブデータを管理したいゲームを選び、
［A ボタン］を

タ］
を選び
［Aボタン］
を押します。

押します。

【セーブデータのコピー】
セーブデータ管理画面で
［コピー］
を行った場合、コ
ピー先は選択中のストレージではなく、他方のスト
レージになります。microSD未接続時は、セーブデー
タのコピーは行えません。
例）
ストレージ管理
［本体］
からセーブデータのコピーを
選んだ場合、microSDにコピーされます。

【ゲームリストから管理画面を開く】
ゲームリスト画面で、任意のゲームにカーソルを合
②ゲームの機種を選び
［Aボタン］
を押します。

④セーブデータを選び
［A ボタン］を押すと、
［コピー］また
は
［削除］
を選択できます。

わせて
［OPTION］
ボタンを押すことで、セーブデータ
管理画面を開いたり、
ゲームデータの削除が行えます。
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ストレージ管理
●スクリーンショットを管理する

●ゲームデータを管理する

①microSDのストレージ管理画面で、
［スクリーンショット］

①microSDのストレージ管理画面で、
［ゲームデータ］
選び
［A

を選び
［Aボタン］
を押します。

ボタン］
を押します。

②画像を選び
［A ボタン］を押しすと、スクリーンショット

②インストールされた全てのゲームが表示されます。ゲー

の
［表示］
または
［削除］
を選択できます。

ムデータを選び
［Aボタン］
を押すと、
［削除］
を選択できます。
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