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1 ご使用になる前に

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 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。

 警告
●ゲームカードを小さいお子様の手の届く

場所に置かないでください。誤って飲み
込む可能性があります。

使用上のおねがい
●直射日光の当たる場所、高温になる場

所、湿気やホコリ、油煙の多い場所での
使用、保管はしないでください。

●プレイ中にゲームカードを抜き差ししな
いでください。

●ひねったり、叩きつけるなど乱暴な取扱
いをしないでください。

●衣類などと一緒に誤って洗濯をしたり、
液体をこぼしたり、水没させたり、濡れ
た手や汗ばんだ手で触ったりしないでく
ださい。

●端子部に指や金属で触ったり、息を吹き
かけたり、異物を入れたりしないでくだ
さい。

●分解や改造をしないでください。

ゲームカードをご利用の場合、以下の点に
注意してください。

ゲームカードに関するご注意

の



●シンナーやベンジンなどの揮発油、アル
コールなどではふかないでください。清
掃は乾いた布で軽くふいてください。

●ゲームカード、カードケースにはプラス
チック、金属部品が含まれています。廃
棄する場合は各自治体の指⺬に従ってく
ださい。

本品は著作権により保護されています。
ソフトウェアや説明書の無断複製や無断
配布は法律で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、この警告は著作権法上認めら
れている私的使用を目的とする行為を制
限するものではありません。
本品は日本仕様の本体でのみ使用可能で
す。法律で認められている場合を除き、
商業的使用は禁止されています。

重要

© 2000-2015 Nintendo
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-P-AJRJ-00

本製品の一部にシャープ株式会社の
ＬＣフォントを使用しております。

ＬＣＦＯＮＴ、エルシーフォント及びＬＣ
ロゴマークはシャープ株式会社の商標で
す。

本ソフトウェアでは、フォントワークス株
式会社のフォントまたは同社のフォントを
改変したフォントを使用しています。



2 拡張スライドパッドの使用

拡張スライドパッドは、5分間操作しない
でいると省電力状態（スタンバイ状態）に
なります。
スタンバイ状態を解除するには、ZLボタ
ンかZRボタンを押してください。

オプション（→4）のページ1で「拡張ス
ライドパッド」を「使用する」に設定する
と、ニンテンドー3DS LL/3DS専用拡張
スライドパッド（別売）を接続できます。

※本体のスライドパッドの補正は、
HOMEメニューの「本体設定」から行っ
てください。くわしくは、本体の取扱説
明書をお読みください。

❷ 画面の指示に従って、スライドパッド
(R)を補正します。

❶ ファイルを選ぶ画面などで｢オプショ
ン｣→｢拡張スライドパッドの補正｣の順
に選びます。

●操作手順

スライドパッド(R)で正しい方向に操作で
きなかったり、操作していないのに勝手に
動いたりする場合は、以下の手順に従って
スライドパッド(R)の補正を行ってくださ
い。

ライドパッド(R)

スライドパッド(R)が正しく操作でき
ない場合

※拡張スライドパッドの使用方法など、く
わしい内容は拡張スライドパッドの取扱
説明書をお読みください。

ス



3 どんなゲーム？

前作『ゼルダの伝
時のオカリナ』の
語から数か月後。
れた友を探す旅に
た主人公リンクが
三日後には月が落
るとされる不思議
世界「タルミナ」を冒険するアクション
アドベンチャーゲームです。

な
ち
、
出
別
物
説



4 ゲームの始めかた

データが保存されているファイルを選び
「スタート」を選びます。

でファイルを選び、で決定します。

「はじめから」を選び、主人公の名前を
入力します。

データが保存されているファイルを選ぶ
と、「オプション」で各種設定の変更が
行えます。コレクト（→9）からも設定
できます。
※音量設定で「大きめ」を選んだ際、音

が割れているように聞こえる場合は
「ふつう」に戻してください。

ンョシプオ

るめ始らか初最

るめ始らかき続



5 データのセーブ（保存）と消去

フクロウや羽ペン
石像の前でを押
と、これまでの進
状況をセーブする
とができます
※最初の朝（→6）に戻っても、自動的

にはセーブされません。

。いさだく意注ごに分十
、でのんせまきではとこるす元復に態

状の前るす造改、はに合場たれさ造
改をターデブーセてし用使を置装な
うよのこ一万。いさだくめやおに対
絶、でのすまりなと因原るすりたえ
消りたれ壊がターデブーセ、りたっ
なくなれらめ進に常正をムーゲ、は
用使の置装るす造改をターデブーセ●

。いさだく承了ご。んせまきで
は元復、合場たっましてえ消がター
デてっよに因原のどなれ汚の部子端
、り誤の作操、るすし差き抜をドー

カDSやドーカムーゲに中ブーセのタ
ーデ、るすFFO/NOを源電にみやむ●

ブーセのターデ

。
こ
行
す
の



ファイルを選ぶ画面（→4）でファイル
を選び、「消す」を選びます。

※データを消去するときは、内容を十分
にご確認ください。消去したデータは
元に戻せません。

ソフト起動後、ニンテンドー3DSのロゴ
の表示が消えてからタイトル画面が表示
されるまでの間に、＋＋＋を同
時に押し続けると、すべてのセーブデー
タを消去できます。

去消をターデのてべす

去消でん選をルイァフ

去消のターデ



6 ゲームの進めかた

ライフゲージ（→9）がなくなると、ダ
ンジョンではそのダンジョンの入口か
ら、フィールドではそのときいたマップ
の入口から再開します。

主人公のリンクを操作して、月が落下す
るまでの3日間を繰り返しながら冒険を
進めます。

ゲーム中はつねに
間が進んでいます
24時間が経つと次
日に進みます
冒険の途中で手に
るオカリナで「時の歌」を演奏すると、
最初の朝に戻ることができます。
※会話しているとき、ボンバーズ団員手

帳やアイテム画面などのメニューを開
いているときは、時間が止まります。

※最初の朝に戻ると、一部のアイテムや
ルピーなどがなくなり、イベントやダ
ンジョンのしかけが元に戻ります。

月が落下して、最初の朝に戻ります。時
を越えられるアイテムやお面の入手状態
は、最後に「時の歌」を演奏したときの
状態に戻ってしまいます。

とつ経日3

入
。

の
。

時

れ流の間時

ーバーオムーゲ



はきとたっ困に険冒

。す
まきでがとこる
見をトンヒの険
冒、とるべ調を
ンートスーカー
シるあに塔計時



7 基本の操作

チャット表示が出
ときにを押すと
チャットが冒険の
ントなどを教えて
れます

やを押すか、アイテムスロット（→
9）をタッチすると、アイテムを使った
り、お面をかぶったりできます。

を押すと、状況に応じたさまざまなア
クションをします。

を操作した方向に移動します。離れた
足場や段差では、進むだけで自動的にジ
ャンプします。

ぐ泳/プンャジ/動移

ンョシクア

るぶかを面お/う使をムテイア

。
く
ヒ
、

た

す話とトッャチ



※拡張スライドパッド（→2）を使用す
ると、スライドパッド(R)で視点を動
かすことができます。

カメラアイコン（→9）をタッチすると
リンクの視点になり、や本体を動かし
て視点を変えることができます。
を押すと、リンクの背後からの視点に
切り替わります。

注目マークが表示
れている敵や人、
のの近くでを押
続けると注目しま
敵に注目すると、
失わずに戦えます。

オプション（→4）で、視点に関する設
定を変更できます。

更変点視

見
。す

し
も
さ

目注L

す回見

。いさだくてしにうよいなわ行を
作操やき動いしげは、でのすまりなと
因原の損破ののもの囲周、障故やがけ

。いさだくでん遊てっ持りかっしで
手両を体本、し認確をとこるあがスー
ペスな分十にりわま、に前ぶ遊。すま
び遊てしか動を体本、はでトフソのこ



8 攻撃/防御の操作

を押して剣を手にすると、以下のアク
ションができます。

を押すと、盾をかまえて身を守りま
す。で盾の角度を調節できます。

＋右左＋びとっ横
＋下＋宙クッバ

）らがなり走（クッタア転回

ンョシクアの他のそ

るえまかを盾

＋）転回一（ /
す離てけ続し押をり斬転回

＋上＋き突

＋り斬プンャジ

＋ / ＋上り斬テタ
＋右左＋ / り斬コヨ

る振を剣



9 基本画面

魔法の力を表します。特定のアクション
やアイテムを使うと消費します。
※冒険を進めると表示されます。

敵の攻撃などを受けると減ります。

タッチすると持ってい
コレクトアイテムを確
できます。コレクトア
テムは持っているだ
で自動的に効果があ

（使用できる）アイテムです。

タッチするとオカリナを演奏できます。
演奏できるメロディは冒険を進めると増
えていきます。また で楽譜を確認
できます。

ナリカオ

、

る
け
イ
認
る

トクレコ

ジーゲフイラ

ーターメ法魔

）金持所（ーピル

ンコイアラメカ



セット中のアイテムやお面が表示されま
す。「X」「Y」は対応するボタンを押
すか、タッチすると使用できます。

「Ⅰ」「Ⅱ」は、タッチ操作のみに対応
しています。

クのいる日

 昼
 夜

1日ごとに区切られています。リンクの
いる日には色が付きます。時間が止まっ
ているときは表示されません。

タッチすると持って
るアイテムを確認で
ます。アイテムスロ
トまでスライドさせ
と、セットできます

タッチすると持ってい
お面を確認できます。
イテムスロットまでス
イドさせると、セッ
できます

状況に応じたアクションを表示します。

。
ト
ラ
ア
る

面お

。
る
ッ
き
い

ムテイア

）01→（面画プッマ

計時

刻時在現 ンリ

トッロスムテイア

ンコイアンョシクア



10 マップ画面

を押すと拡大/縮小できます。

 セーブポイント
 現在地と向き
 この地域に入ってきた場所
 宝箱

タッチするかを押すと拡大/縮小でき
ます。

マップを購入すると、エリアの詳細が表
示されます。

ドルーィフ

プッマの地在現

プッマ体全



現在地のマップの表示がフィールドとは
一部異なります。

入手しているものが表示されます。

タッチやスライドで表示する階層を切り
替えられます。

 現在いる階層
 ボスのいる階層

ダンジョンで捕まえたはぐれ妖精の数で
す。すべて捕まえて妖精の泉に連れてい
くと、いいことがあるかもしれません。

数の精妖れぐは

層階のンョジンダ

ギカなさ小/ギカの屋
部スボ/スパンコ/プッマンョジンダ

ンョジンダ



11 ボンバーズ団員手帳

冒険を進めると「ボンバーズ団員手帳」
が手に入ります。リンクが関わったり、
調査を依頼されたりしたじけんは、この
手帳に記録されます を押すと
手帳を開いて、じけんの情報を確認でき
ます。

調査中のじけんや解決したじけん、ボン
バーズから聞いたじけんのうわさが表示
されます。

じけんリストで選んでいるじけんの詳し
い内容が表示されます。

時系列順に並んでいます。で切り替え
ます。じけんに関係する人物がいない場
合は、 が表示されます。

物人るあのりわ関

容内のんけじ

トスリんけじ

面画モメんけじ

。



じけんメモに登録された人たちのスケジ
ュールを確認できます。スケジュール
は、対象の人物と会話することで追加さ
れていきます。

その人に関するじけんを解決する が
表示されます。

じけんを解決するために何かをする必要
がある期間です。必要な行動をすると、
バーが青色になります。

タッチすると、よてい画面に切り替わり
ます。

タッチすると、じけんが発生する場所を
マップで確認できます。

所場生発のんけじ

いてよ

間期生発のんけじ

物人の象対
と

刻時の在現

面画いてよ



※指定できる時刻は1つだけです。

タッチすると時刻を選んでアラームをセ
ットでき、セットした時刻になると、チ
ャットが知らせてくれます。アラームを
セットした時刻 が表示されます。

タッチすると、じけんメモ画面に切り替
わります。

モメんけじ

ムーラア

はに



12 お問い合わせ先

〒601-8501 京都市南区上鳥羽鉾立町11番地1

商品･販売･取り扱いに関する
お問い合わせ

修理に関する
お問い合わせ･送り先

任天堂サービスセンター

PHS、IP電話からは 0774-28-3133 におかけく
ださい。

※電話番号はよく確かめて、お間違いのないように
お願いいたします。

電話受付時間 月～金：9:00～21:00
土：9:00～17:00(日、祝日、会
社設定休日を除く)

〒611-0042 京都府宇治市小倉町神楽田56番地
任天堂サービスセンター

0570-021-010

お客様ご相談窓口

PHS、IP電話からは 075-662-9611 におかけく
ださい。

※電話番号はよく確かめて、お間違いのないように
お願いいたします。

※攻略情報についてはお答えをしておりません。

電話受付時間 月～金：9:00～17:00 (土、日、
祝日、会社設定休日を除く)

0570-011-120
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