FINAL FANTASY V RTA note ver2.0
1 方針
• ギルガメッシュ 2 をぜになげ× 3 ＋サンドベア→ぜになげで倒す
• ハリカルナッソスをズー、エーギルはなつで倒す
• せきぞう× 5 を 2 回倒す
• ラジエーターを 0 回倒す

2 第 1 世界
2.1 タイクーンの隕石〜風の神殿
1. オープニング
2. メニューを開き、コンフィグを開く ※↓ 4 で選択
バトルメッセージを 1 に

↓ 2、A、← 2、A

コマンドしていをたんしゅくに

↓、A、→、A、B

カーソルいちをきおくに

↓ 3、A、→、A

B ボタンダッシュをオンに

↓、A、←、A

3. タイクーン隕石に移動
4. ゴブリン× 2、A 固定で倒す
5. ガラフに話しかける
6. フェニックスのお回収
7. デスバレーに移動
8. ゴブリン× 2 × 2、A 固定で倒す
9. 洞窟へ移動
10. 最短ルートを歩き、宝を回収しない
11. 海賊船イベント
12. 船操作の選択、手動にする (A、B の順に押す)
13. 風の神殿に移動
14. 3F まで最短ルートで移動
15. ブロードソード回収、ガラフに装備
16. ウイングラプター、A 固定で倒す
17. ブラックゴブリン＋ホワイトスネーク、A 固定で倒す
18. 風のクリスタルのイベント
19. ジョブシステム説明 A、B と押しキャンセル
20. ジョブチェンジ、順番注意
ファリス

バッツ

レナ

ガラフ

黒魔道士

シーフ

青魔道士

青魔道士

2.2 トゥールの村〜船の墓場
1. トゥールへ移動
2. 初心者の館へ移動
3. 1F の宝箱を回収
4. 2F でゴブリン、ゴブリンパンチをラーニング
5. テント、ポーション、フェニックスのお回収
6. ゾックの家でイベント
7. 魔法屋でファイア、ブリザド、サンダー購入
8. 150 ギル回収
9. 町出発、船イベント
10. ジョブチェンジ、レナとガラフを黒魔道士に
11. 隊列変更、全員を後列にし、おまじない
12. トルナ運河に移動
13. カーラボス、サンダー連打、バッツは回復
14. 船の墓場移動イベント、以降船の墓場でアンデットラスクと
15. 990 ギル回収
16. 分岐点で上に行き、フェニックスのお回収
17. ポーション回収
18. イベント前にジョブチェンジ、レナとガラフを青魔道士に
19. どくけし× 2、フェニックスのお回収
20. セイレーン、ゴブリンパンチで倒す
21. ジョブチェンジ、ファリスを青魔道士＋くろまほう L1

2.3 カーウェンの町〜ウォルスの塔
1. カーウェンへ移動
2. どくけし回収→酒場→ 1000 ギル回収→こおりのロッド回収→出る
3. 北の山へ移動
4. 入口にてロックガーター× 2
5. フェニックスのお回収
6. 毒草を踏む
7. マギサ、戦闘不能治療後にロッド
8. 飛竜でウォルス城へ移動
9. ジョブチェンジ、ファリスをナイトに、ブロードソードの装備キャラをレナとガラフに
10. どくけしで毒治療、ポーションでファリス回復
11. 倉庫でテント、490 ギル、フェニックスのお回収
12. 隕石落下イベント
13. ウォルスの塔へ移動
14. まっすぐ最上階へ、エーテル回収
15. ガルラ、ゴブリンパンチで倒す
16. クリスタルを時計回りに回収
17. 隕石でカルナックへ

2.4 カルナック〜火力船入手
1. カルナックの町へ移動
2. いかづちのロッドを購入して牢へ
3. 再びカルナックの町へ移動
4. 武器屋
売却

むち、ブロンズアーマー、ミスリルヘルム

購入

こおりのロッド× 5

5. ジョブチェンジ、ファリスを青魔道士＋くろまほう L1、装備こおりのロッド
6. テントを使ってセーブリセット
7. 火力船最初のフロアでコテージ回収、デフイーターと遭遇、ファリスがブリザド× 2、他は防御 or ポーション
続いてモトルトラップ出現、ファリス全体ブリザド→サンダー、ある場合はミスリルソード装備ゴブリンパン
チ→サンダー (サンダーはいかづちのロッド装備で使う)

8. 2F フェニックスのお回収
9. ダクトは左から 2 つ目
10. リクイドフレイム、あらかじめ全員にこおりのロッド装備
こおりのロッドを使ってダメージを与える

• 渦形態に変化した場合
もう 1 回ロッドを使い撃破

• 手形態に変化した場合
行動をバッツに回し、敵の行動を待つ
行動したらバッツが攻撃、バッツが動けないなら他キャラがゴブリンパンチを使い、反撃を受ける

– 行動可能な青魔道士が 2 人以上の場合
戦闘不能キャラを蘇生して直ちにこおりのロッドで倒す

– 行動可能な青魔道士が 1 人以下の場合
戦闘不能がバッツならリセット、それ以外ならこおりのロッドで倒す

11. バッツにアビリティとんずらをセット
12. イベント後、カルナック城の回復のツボで回復
13. B4F すぐの 2000 ギル回収
14. 2F 左の部屋の左上の 2000 ギル、右の部屋の右上の 2000 ギル回収
15. 出口でジョブチェンジ、バッツを青魔道士＋とんずらに
16. アイアンクロー、行動が回ってきたキャラがいかづちのロッドを使い、他防御
デスクローを受けたらファリスを自滅させてこおりのロッドを使う

17. ジョブチェンジ、バッツを魔獣使い＋とんずらに
18. ズーが出現したらデスクロー→とらえる、再びバッツをジョブチェンジ、シーフ＋とんずらに
19. 古代図書館の回復のツボで回復
20. エーテル回収
21. イフリート戦、手前でジョブチェンジ、バッツを青魔道士に
行動が回ってきたキャラがこおりのロッドを装備し、2 つ使って倒す
戦闘不能キャラが出たらフェニックスで蘇生

22. ジョブチェンジ、バッツを召喚士＋とんずら、レナを魔獣使いに
23. しのびのころもを回収し、手前の部屋に戻ったところで中断再開
24. フェニックスのおを回収し、先に進むと 64 ページ
レベル 5 デスをファリスが受けながらイフリート→とらえる、戦闘終了後バッツはシーフ＋とんずらに

25. セーブポイントでジョブチェンジ、バッツを青魔道士＋とんずらにし、エーテルを使用、ファリスを蘇生
26. アパンダ、デスクロー→ 64 ページはなつ
27. 回復のツボで回復し、外へ
28. エーギルをデスクロー→とらえる
29. カルナックでヘイスト、スリプル、ほのおのロッド× 3 購入
30. シドに話しかけ、イベント

2.5 クレセントの町〜飛空艇入手
1. クレセントへ移動
2. 黒チョコボ入手
3. 下→高山沿いに左→高山左端から左→リックスに降りる
4. すいとんのじゅつ× 3、らいじんのじゅつ× 8、ポーション× 10 購入
5. 下→山沿いに左→カルナック隕石一歩上を左→黄緑色の平地手前で下→古代図書館に降りる
6. 古代図書館でジョブチェンジし、アイテム整頓、つぼで回復
レナ

バッツ

ガラフ

ファリス

忍者

青魔道士、とんずら

忍者

忍者、くろまほう L1

7. サンドウォーム、すいとん× 3 で倒す
8. 外に出てジョブチェンジ、その後セーブリセット
レナ

ガラフ

ファリス

青魔道士

魔獣使い

青魔道士

9. サンドベアにデスクロー→とらえる、終了後バッツはジョブチェンジ、シーフ＋とんずら
10. カタパルトでジョブチェンジ
レナ

バッツ

ガラフ

ファリス

忍者、しのびのころも装備

青魔道士

青魔道士

忍者、くろまほう L1

11. クレイクロウ、らいじん× 2 で倒す

2.6 カタパルト〜ロンカ遺跡
1. ジョブチェンジ、レナを魔獣使い＋ラーニング、ラーニング未修得なら青魔道士に
2. ブラックフレイム× 5 を 5 回らいじんで倒す、途中ラーニングを習得したらバッツはシーフ＋ラーニングに
3. ポーションで全員回復、ブラックフレイム× 5 でくろのしょうげきをラーニング、らいじんで倒す
4. バッツにとんずら、まっすぐ上に進み、ウォルス城へ
5. 地下 2000 ギルとエルフのマント回収
6. 船の墓場まで上へ→左へ→リックスに着陸
7. こおりのゆみや売却、らいじんのじゅつ× 28、グリーンベレー、ポーション× 10、どくけし× 10、おとめの
キッス× 5 購入

8. 左へ→イストリーに着陸
9. トード、あいのうた習得
10. 下→砂漠通過→大陸端で右→ロンカ遺跡浮上→下→ジャコールで左→カタパルト着陸
11. タイクーンの隕石へ、ジョブチェンジ、ファリスを青魔道士＋すばやさ UP 装備、エーテルで MP 回復
12. アダマンタイマイ、レベル 5 デス

13. カタパルトに戻り、ジョブチェンジ、レナ以外を忍者、ラーニングに、アイテム整頓
14. 砲台、ミサイルをラーニング、らいじん× 3 で倒す、ラーニングが終わったらファリスにくろまほう L1
15. ジョブチェンジ、レナを忍者に、ファリスにくろまほう L1
16. ソルカノン、らいじん 12 連打
17. ジョブチェンジ
レナ

バッツ

ガラフ

ファリス

青魔道士

シーフ、とんずら

青魔道士

魔獣使い

18. ロンカナイトにデスクロー→とらえる、その後ジョブチェンジ、レナを魔獣使いに
19. ゴールドアーマー、フェニックスのお回収
20. セーブポイントにてセーブ
21. アルケオエイビス、ロンカナイトエーギルはなつ
22. ジョブチェンジ
レナ

ガラフ

ファリス

青魔道士

シーフ、装備をはずす

吟遊詩人、エルフのマント

23. イベント

2.7 隕石〜第 1 世界終了
1. 左→大陸が見えたところで上→タイクーンの隕石に着陸
2. タイクーンの隕石のイベント
3. 来た道を戻り、遺跡に落ちた隕石に着陸
4. 隕石内部でジョブチェンジ、バッツを青魔道士に
5. キマイラブレイン、あいのうた→デスクロー→たたかう
6. 上→砂漠を越えたら右→カルナックの隕石に着陸
7. ジョブチェンジ、バッツとレナを侍に
8. タイタン、あいのうた→ぜになげ× 2
9. 右→ウォルスの隕石に着陸
10. ジョブチェンジ
レナ

バッツ

ファリス

忍者

薬士

薬士、くろまほう L1

11. ピュロボロス、らいじん× 3 と黒魔法全体がけ
12. 左→トルナ運河で下→砂漠で左→ワープポイントに着陸
13. ワープ

3 第 2 世界
3.1 孤島〜ビッグブリッジ
1. ジョブチェンジ、バッツをシーフ＋とんずら、すばやさ UP 防具をはずす、バッツを前列に
2. アブダクター、殴られるかたつまき後自滅
3. ガラフ操作、セーブ
4. ジョブチェンジ、ガラフを青魔道士に
5. ギルガメッシュ、ミサイルで撃破
6. ビッグブリッジ前でセーブ
7. プチチャリオット、レナらいじん
8. 左の列→ 2 つ目の支柱を通過したところで一番右の列
9. 部屋の中でジョブチェンジ
レナ

バッツ

ガラフ

ファリス

侍

侍

魔獣使い

侍

10. ギルガメッシュ、ぜになげ× 3 直後、侍の ATB ゲージ max 確認してサンドベアはなつ→ぜになげ
11. ジョブチェンジ、バッツをシーフ＋とんずら、戦闘不能時は他のキャラ
12. 一番左の列→ 2 つ目支柱の手前で一番右の列→ 2 歩進んだら中央の列
13. イベントでワープ

3.2 グロシアーナ大陸
1. 地下大河へ直行、手前でテントで回復
2. 地下大河で 4400 ギル回収
3. ティラザウルス前でジョブチェンジ
レナ

バッツ

ガラフ

ファリス

薬士

薬士

青魔道士

薬士

4. ティラザウルス、フェニックスのお
5. ジョブチェンジ、レナをシーフに
6. グロシアーナ砂漠、右へ進みセーブ、上に進む
7. 谷を抜けて右に 5 歩の地点にモーグリの村
8. まっすぐ助けたモーグリの元へ、中に入り話しかける
9. 宝回収
10. 最初に入った木の前で A 連打
11. イベントでバル城へ

3.3 バル城〜飛竜入手
1. テレポ回収
2. クルルに話しかける
3. 道具屋でせいすい× 10(右の商人)、魔法屋でリターン (右の商人)、ブレイク (中央の商人) を購入
4. ジョブチェンジ、レナを風水士、ガラフを青魔道士に
5. アブダクター、たつまき→たたかう
6. ジョブチェンジ、その後セーブリセット
レナ

バッツ

ファリス

魔獣使い

青魔道士

青魔道士

7. アクアソーン＋リディクル、アクアソーンにデスクロー→とらえる
8. ジョブチェンジ、バッツをシーフ＋とんずら、それ以外を吟遊詩人、ファリスにくろまほう L1
9. ケルブの村、ケルガーの家に入り一歩進んで戻る
10. レクイエムを習得する
11. 飛竜の谷に移動
12. 最初の 5000 ギルを回収、以降最短ルートで歩く
13. ボーンメイル回収
14. ゴーレム入手
15. 7000 ギル回収
16. セーブポイントでジョブチェンジ、その後ゴーレムとテントを使用
レナ

ガラフ

ファリス

召喚士

青魔道士

薬士

17. ひりゅうそう前でジョブチェンジ、バッツを薬士に
18. ひりゅうそう、デスクロー→イフリート、一撃で決まらなければゴーレム
19. ジョブチェンジ、バッツをシーフ、ファリスを時魔道士に、テレポ使用
20. バル城地下でジョブチェンジ、セーブリセット
レナ

バッツ

ガラフ

ファリス

魔獣使い

薬士、ダッシュ

青魔道士、すばやさ＋ 2 装備

薬士

21. せきぞう× 5 を 2 回、レベル 5 デスで倒す
22. クルルの部屋に入る
23. 飛竜治療のイベント

3.4 ゼザの船団〜バリアの塔
1. ギードのほこらを沈める
2. ジョブチェンジ、レナを侍に
3. ゼザの船団前でセーブ
4. ガブルデガック、ぜになげ
5. ジョブチェンジ、レナを魔獣使いに、ファリスにちょうごう
6. ギルガメッシュ、アクアソーンはなつ、ちょうごうデスポーション (フェニックスのお＋ダークマター)、くろ
のしょうげき＋レベル 5 デス

7. 3F 左下で中断再開

8. 6F でジョブチェンジ
レナ

バッツ

ガラフ

ファリス

青魔道士、あやつる、ピュプノクラウン

薬士

召喚士

風水士

9. レベルトリッカー＋グラビート＋リフレクドナイト、レベルトリッカーあやつりレベル 2 オールドラーニン
グ、ゴーレム＋ちけいで倒す、レナはじばく

10. セーブポイントでジョブチェンジ
バッツ

ガラフ

ファリス

青魔道士、ダッシュ

侍、あおまほう

青魔道士、ちょうごう

11. アトモス、ちょうごうサムソンパワー (せいすい＋どくけし) をバッツに、くろのしょうげき→レベル 5 デス

3.5 ギードのほこら〜ムーアの大森林
1. 回復、ジョブチェンジ、バッツをシーフ＋とんずらに
2. 石は左上、左下の順に
3. ギードから長老の枝、ファリスを時魔道士に、テレポ
4. ムーアの村に移動
5. フェニックスのお、せいすい不足気味であれば買い足し、ファイガ購入
6. ムーアの大森林へ移動
7. フロア 1 でエーテル回収
8. フロア 2 はまっすぐ右に進み、9500 ギル回収
9. フロア 3 で大火事イベント、穴の開く位置に待機
10. 落ちたらジョブチェンジ、ボーンメイルははずす
レナ

ガラフ

ファリス

薬士

召喚士、あおまほう

吟遊詩人、ちょうごう

11. 外に出てフレイムシールド回収、長老の木へ
12. 長老の木でジョブチェンジ、バッツを侍＋ちょうごうに
13. クリスタル、サムソンパワーでバッツを 4 回強化しぜになげ
14. ジョブチェンジ
レナ

バッツ

ファリス

魔獣使い

シーフ、とんずら

魔獣使い

15. イベントで外に出る

3.6 エクスデス城〜第 2 世界終了
1. バル城のある大陸を北周りにエクスデス城へ
2. ジョブチェンジ、クルルを魔獣使い＋あおまほうに、その後セーブリセット
3. 3F の不自然に動きの重くなる位置を通過したら一歩戻るとイベント
4. ジョブチェンジ、バッツを青魔道士＋とんずらに
5. 4F でアイスシールド回収、マジックドラゴンを 3 体とらえる、とらえたら青魔道士に
6. セーブポイントでジョブチェンジ
レナ

クルル

ファリス

薬士

時魔道士、あおまほう

魔法剣士

7. 8F で左の 9900 ギル回収
8. 10F でツインランサー回収、カーバンクルの元へワープ
9. カーバンクル、リフレクトリングを盗む、敵 4 回行動後にブレイク剣で倒す
10. 11F セーブポイントでジョブチェンジ、ファリスを青魔道士＋すばやさ 2UP 装備
11. エクスデス、レベル 2 オールド→ ATB ゲージリセット→レベル 5 デス

4 第 3 世界
4.1 タイクーン城〜飛空艇入手、次元のはざま突入準備
1. ジョブチェンジ、バッツ青魔道士＋ダッシュ＋すばやさ 3UP 装備、クルル時魔道士＋あおまほう＋ピュプノ
クラウン装備

2. レナ、ファリスの装備をはずす
3. タイクーン城でイベント
4. アントリオン、レベル 2 オールド→ 5 カウント→レベル 5 デス
5. ボコを降りてギードのほこらに入る
6. 古代図書館でジョブチェンジ
バッツ

クルル

ファリス

魔法剣士、ダッシュ

侍

魔法剣士

7. ガーゴイル、ブレイク剣
8. ジョブチェンジ、バッツをナイト、クルルとファリスを黒魔道士＋けむりだま＋ほのおのロッド＋エルフのマ
ント装備

9. アスピス、ぶつかったらファイガ
10. マシンヘッドは左の通路におびき寄せ、右回り込み
11. マミーはバッツまもり or 回復、他二人ファイガ
12. セーブ、ジョブチェンジ、バッツはシーフ＋とんずら
13. リボン、まもりのゆびわ、きんのかみかざり入手
14. 石版を取る
15. 長老の木前でジョブチェンジ、バッツを黒魔道士＋ほのおのロッド＋リフレクトリング装備に
16. メリュジーヌ、スリプル→ファイガ
17. レナたん復帰
18. ジョブチェンジ、バッツをシーフ＋とんずらに
19. 飛空艇に載るとイベント、その後左下に進みルゴルに着陸
20. 買い物
売却

まもりのゆびわ、フレイムシールド、アイスシールド
ツインランサー、ピュプノクラウン、ボーンメイル

購入

せいすい (40)、どくけし (40)、フェニックスのお (15)
ハイポーション (15〜20)、エーテル (10)

21. 次元のはざまに移動

4.2 次元のはざま〜エンディング
1. 以降、移動は常にジョブチェンジ→バッツはシーフ＋とんずら＋エルメスのくつ装備
2. しんきろうの町エリアで回復、ジョブチェンジ、アイテム整頓
レナ

クルル

ファリス

薬士、リフレクトリング装備

時魔道士、あおまほう

青魔道士、すばやさ 2UP 装備

3. 森エリアでリボン回収
4. カロフィステリ、レベル 2 オールド→ 4 カウント→レベル 5 デス

5. 洞窟エリアでジョブチェンジ、その後最終セーブ
レナ

黒魔道士＋ちょうごう＋ほのおのロッド

クルル

黒魔道士＋じくう L2 ＋ほのおのロッド

ファリス

召喚士＋ちょうごう

6. アパンダ前でジョブチェンジ、バッツは黒魔道士＋ちょうごう＋ほのおのロッド
7. アパンダ、ちょうごうバッカスのさけ (せいすい＋かめのこうら) →ゴーレム召喚、ヘイスト→ファイガ
8. 次元城でエルメスのくつ回収
9. カタストロフィー前でジョブチェンジ
レナ

青魔道士、ちょうごう、リフレクトリング装備

バッツ

青魔道士、ちょうごう、エルメスのくつ装備

クルル

侍、あおまほう

ファリス

青魔道士、ちょうごう

10. カタストロフィー、レナにちょうごうレビテト (どくけし＋おとめのキッス)、バッツにサムソンパワー× 4、
くろのしょうげき→レベル 5 デス

11. ハリカルナッソス前でレナを黒魔道士にして全員にトード、その後全員魔獣使いにジョブチェンジ
12. ハリカルナッソス、はなつ× 4 →バッツたたかう
13. ツインタニア前でジョブチェンジ
レナ

バッツ

ファリス

踊り子、リボン装備

侍

青魔道士、エルメスのくつ装備

14. ツインタニア、かくれる→ 5 回行動するのを待つ→あらわれる→バッツ蘇生→レベル 5 デス
15. 蘇生してラストフロアへ
16. エクスデス前でジョブチェンジ、順番注意
レナ

魔法剣士、ちょうごう

バッツ

すっぴん、ぜになげ、ちょうごう、リボン装備

クルル

すっぴん、ぜになげ、じくう L2、リボン、エルメスのくつ装備

ファリス

召喚士、ちょうごう、きんのかみかざり装備

17. エクスデス
（a）クルルちょうごうライフシールド (フェニックスのお＋せいすい) をファリスに
（b）ファリス召喚ゴーレム (以降 1500 ダメージごとに再召喚)、クルルじくうヘイスト
（c）ちょうごうサムソンパワー× 8 をバッツ、クルルに
（d）レナ魔法剣ブレイク準備
（e）ぜになげ× 2
（f）ファリス召喚カーバンクル、レナちょうごうハーフエリクサー (ハイポーション＋エーテル) をファリスに
（g）ぜになげ、ATB ゲージを溜めつつ敵の行動を待つ
（h）ぜになげ× 2

18. ネオエクスデス
（a）レナ右下を石化させる
（b）ファリス召喚カーバンクル
（c）ぜになげ× 4
（d）ファリス召喚イフリート、レナちょうごうダークポーション (ダークマター＋ハイポーション) を自分に
（e）ぜになげ× 2

19. エンディング！

