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1 ご使用になる前に

ごあいさつ

このたびは『マリオ＆ルイージRPG4 ド
リームアドベンチャー』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。



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。
●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。

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



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。

©2013 Nintendo Developed by
ALPHADREAM
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-AYMJ-JPN-00

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

意匠登録 第1259804号､第1260043号
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 どんなゲーム？

『マリオ＆ルイージRPG4 ドリームアドベ
ンチャー』は、マリオとルイージが力を
合わせて冒険するブラザーアクション
RPGです。マクラノ島で発生した、とあ
る事件を解決するため、もとの世界と夢
世界を行き来しながら、しかけや謎を解
いていきます。



3 ゲームのはじめかた

※タッチ操作もできます。

項目の選択 /

キャンセル 

決定 

ファイルセレクト画面

最初から遊ぶときは
空のファイルを、続
きから遊ぶときはデ
ータが保存されてい
る フ ァ イ ル を 選 び 、

「ゲームをはじめる」
を選びます。

タイトル画面で を押すとファイ
ルセレクト画面が表⺬されます。



データが保存されているファイルを選ん
で行います。

データの消去とコピー

ソフトを起動後、タイトル画面が表
⺬されるまでの間に、＋＋＋
を同時に押し続けると、すべての
データを消去できます。

全データの消去

最初から遊ぶときや「オプション」を選
んだとき、データのセーブ（→4）をする
ときに「ふりがな」の有無と「ききて」
を設定できます。「ききて」を変えると、
巨大化バトル（→14）での本体の持ちか
たが変わります。

オプション

「コピー」を選ぶと、データを別のファイ
ルにコピーできます。

データのコピー

※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。

「ファイルをけす」を選ぶと、データを消
去します。

データの消去



4 データのセーブ（保存）

●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。

セーブブロック
を た た い た り 、
下画面のセーブ
パ ネ ル （ →
5）をタッチする
と、進行状況を
セーブできます。 セーブブロック



5 画面の見かた

マリオとルイージの体力です。

HP

さまざまな種類があります。

しかけ

A（赤）がマリオ、B（緑）がルイージ
のアクションアイコン（→7）です。

アクションアイコン



もとの世界や夢世界でのマップのつな
がりが表⺬されます。タッチ操作でマッ
プ全体を動かせます。

ガイドマップ

同じエリア内につながってい
ることを⺬します。

異なるエリアにつながってい
ることを⺬します。

土管（→6）でつながってい
ることを⺬します。

パネル

前の画面にもどります。

もどる

メニューを開きます（→15）。

メニュー

進行状況をセーブします。

セーブ

夢世界のマップを表⺬します。

マップ（夢世界）

マクラノ島の全体図を表⺬します。

ワールド（もとの世界）

マップを拡大（縮小）します。

ズーム



6 フィールドの進みかた

マリオとルイージを操作して、マクラノ
島の各目的地をめざします。

移動

を動かして移動します。

を押すとメニューが開き、
冒険の準備を整えたり、情報を確認
したりできます（→15）。

メニューを開く

土管に入る

※冒険が進むと使用できるものがありま
す。

土管の上に乗ったり、入口に
向かってを動かすと、土管
に入って別の場所に移動でき
ます。



7 アクション

を押すとマリオが、を押すとルイー
ジがアクションを行います。いくつかの
アクションは、冒険を進めると使えるよ
うになります。

を押すとアクションアイコンが切り替
わります。を押すとジャンプにもどり
ます。

アクションアイコンの切り替え



ソロアクション

マリオとルイージが別々に行うアクショ
ンです。

前にあるものを壊したり、ス
イッチを押したりできます。

ハンマー

ブロックを下からたたいたり、
段差をのぼったりできます。

ジャンプ

※自動的にアクションアイコンが切り替
わります。

マリオの前にあるものを調べます。

調べる※

マリオの前にいるキャラクターに話しか
けます。 の表⺬中にを押すと、メッ
セージが進みます。

話す※



くぼみ がある場所で、もぐりマ
リオが地上にもどると、マメ（→16）
が手に入ります。

マメ

ブラザーアクション

マリオとルイージが協力するアクション
です。

マリオがルイージの上に乗り、
回転しながら空中に浮きます。
幅の広いみぞなどを飛び越え
られます。を押すと元にも
どります。
※ブラザーアクションはほかにもありま

す。

スピンジャンプ

ルイージがハンマーでマリオ
をたたき、地中にもぐらせま
す。マリオは柵の下をくぐっ
たりできます。を押すと元
にもどります。

もぐりマリオ



8 夢世界

マリオと夢世界にだけ登場するユメルイ
ージが冒険します。悪夢のカケラをすべ
て壊すと、夢世界をクリアできます。

夢世界の進みかた

もとの世界にい
る マ ク ラ ノ 族

（マクラ状態）を
調べると、夢世
界に入れます。

マクラノ族
（マクラ状態）

夢世界にあるしかけで、さまざまな種
類があります。

レンドーパーツ

マクラノ族が閉じこめられています。

悪夢のカケラ



/を押すとアクションアイコンが切り
替わり、ユメルイージがレンドーパーツ
に出入りできます。

レンドーパーツに出入りする

レンドーパーツを動かす

ユメルイージが
入ったレンドー
パーツは、ルイ
ージの顔をタッ
チしたりして動
かせます。レン
ドーパーツを動かすと、先に進めること
があります。

レンドーパーツに入る

レンドーパーツから出る

悪夢のカケラの残り数

ルイージの顔



レンドーパーツにはで形を変えら
れるものがあり、形を変えると行え
るアクションも変わります。で形
を崩してを押すと、ユメルイージ
がレンドーパーツから出ます。

形を変える



9 戦いかた

敵にふれるとバトルが始まり
ます。このとき、ジャンプで
ふむかハンマーでたたくと、
先制攻撃で敵にダメージを与
えます。敵にうしろからおそわれると、
ころんだ状態でバトルが始まります。



バトル画面の見かた

コマンドブロック

マリオとユメルイージが協力して行う
強力な攻撃です。夢世界で使えます。

ミラクルアタック（→11）

マリオとルイージが協力して行う強力
な攻撃です。もとの世界で使えます。

ブラザーアタック（→11）

アイテム（→16）を使います。

アイテム

敵からにげます。

にげる

敵をたたいて攻撃します。

ハンマー

敵をふんで攻撃します。

ジャンプ



バトル中に「ノーダメージで勝利す
る」などの条件を達成するとポイン
トが増え、一定までたまるとアイテム
を入手できます。条件や現在のポイ
ント数は、メニューの「コレクショ
ン」で確認できます。

エキスパートチャレンジ

マリオやルイージが行動するときは、コ
マンドブロックを選び、アクションボタ
ンで実行します。

マンドブロックを選ぶ

コマンドブロックの選択 /

もどる 

アクションボタン（マリオ） 

アクションボタン（ルイージ） 

HPとBPはアイテムを使ったり、ショ
ップで回復することができます。

HPとBPの回復

BP（ブラザーポイント）はブラザーア
タックとミラクルアタックで使います。

HP とBP



全滅すると

マリオとルイー
ジのHPが0にな
って全滅すると、
バトルをやり直
せます。このと
きイージーモー
ドを選ぶと、マリオとルイージが一時的に
強くなり、敵を倒しやすくなります。
※イージーモードはバトルが終わると終

了します。



10 攻撃する・よける

タイミングよくアクションボタンを押す
と、攻撃回数を増やしたり、敵の攻撃を
よけたりすることができます。

よける

敵の動きに合わせてアクショ
ンボタンを押すと、攻撃をよ
けられます。

攻撃する

ハンマー

ハンマーをふり上げたときに
アクションボタンを押すと、
大きなダメージを与えられま
す。

ジャンプ

敵をふみつけるちょっと前に
アクションボタンを押すと、2
回攻撃できます。



カウンター

よけるタイミングによっては、
ジャンプで敵をふんだりして、
ダメージを与えることができ
ます。

体が小さくなり、攻撃力
と防御力が大幅に下がり
ます。また、一部のアタ
ックが使えなくなります。

マメ

目が回って、行動できな
くなります。

めまわし

行動ができず、一定時間
ごとにダメージを受けま
す。

やけど

自分のターンがくるか、1
度攻撃を受けるまで行動
できなくなります。

ころび

敵の攻撃を受けて行動できなくなっ
たりすることがあります。状態変化
はしばらく時間がたつか、アイテム
やバッジ効果（→12）を使うと治り
ます。

状態変化



11 ブラザー/ミラクルアタック

もとの世界で使えます。

ブラザーアタック

アカこうら3D・ミドリこうら
3D

こうらを交互に
キックし続けて、
敵にダメージを
与えます。マリ
オは、ルイー
ジはでこうら
をキックします。
※ブラザーアタックはほかにもあり、メ

ニューの「ガイド」で操作の確認や練
習ができます。

フィールドで手に入るアタックピース
を10個集めると使えるようになる、マリ
オとルイージの協力技です。BPを使って
敵全体を攻撃したり、大きなダメージを
与えたりできます。



このソフトでは、本体を動かして遊
ぶことがあります。遊ぶ前に、まわ
りに十分なスペースがあることを確
認し、本体を両手でしっかり持って
遊んでください。
けがや故障、周囲のものの破損の原
因となりますので、はげしい動きや
操作を行わないようにしてください。

いくつかのアタックやブラザーフィニッ
シュ（→14）を使う場面では、本体を傾
けるなどの操作があります。画面の案内
にしたがって操作してください。

本体を傾けて戦う

夢世界で使えます。

ミラクルアタック

ミラクルボール

ユメルイージを
取り込んだボー
ルを敵にぶつけ、
ダメージを与え
ます。ボールは
本体を傾けて動
かします。
※ミラクルアタックはほかにもあり、メ

ニューの「ガイド」で操作の確認や練
習ができます。



12 バッジ

敵を攻撃するとバッジメーターがたまり、
バッジ効果をたくわえます。バッジ効果
を使うとHPを回復したり、敵にダメージ
を与えたりできます。

バッジ効果を使う

「たくわえている
バッジ効果」を2
回タッチして使
います。バッジ
効果を使った後
に、コマンドブ
ロックを選べます。

バッジ効果

バッジの付け替え

たくわえているバッジ効果

マリオがためると赤、ルイージがため
ると緑で表⺬されます。

バッジメーター



バッジを付け替える

「バッジの付け替え」
をタッチし、を押
してマリオの、を
押してルイージのバ
ッジを付け替えます。
組み合わせによって
バッジ効果が変わります。



13 レベルアップ

ランクアップボーナス

一定のレベルになる
たびに、ランクアッ
プボーナスを1つ付け
ることができます。

ぼうぐスロット
＋1

ぼ う ぐ ス ロ ッ ト
（→16）が1つ増え
ます。

サクサクレベル
アップ

得 ら れ る E XP が
20%増えます。

バッジストック
＋1

バッジ効果をたく
わえられる数が1つ
増えます。

※ランクアップボーナスはほかにもあり
ます。

敵を倒すとEXP（経験値）やコイン（→
15）が増えます。EXPが一定までたまる
とレベルアップし、能力値が上がります。

ボーナスポイント

能力値を1つ選ん
で、ポイントを
加えます。ポイ
ン ト の 数 字 は 、
アクションボタ
ンで決定します。



14 巨大化バトル

冒険を進めるとユメルイージが巨大化し
て戦うことがあり、本体を縦に持って操
作します。オプションの「ききて」によ
って、持ちかたが異なります。

「ききて」が
「ひだり」

「ききて」が
「みぎ」

画面の案内にしたがって、タッチペンで
操作します。ユメルイージが行動すると
きは、コマンドアイコンをタッチします。

戦いかた

敵のHP



ブラザーフィニッシュ

敵のHPが少なくなると、
ブラザーフィニッシュが
使えるようになります。
本体を傾けてマーカーを
敵に合わせると、マリオ
が巨大なスターを敵にぶ
つけて倒します。

マーカー

ユメルイージのHP

コマンドアイコン

※ブラザーアタックを連続して使うこと
はできません。

マリオと協力してブラザーアタックを
使います。

ブラザーアタック

敵をたたいて攻撃します。

ハンマー

敵をふんで攻撃します。

ジャンプ



15 メニューを開く

メニュー画面の見かた

アイテムを使ったり装備品（→16）を付
け替えたり、情報を確認したりできます。

プレイ時間

買い物などをするときに使います。

持っているコイン

現在いるエリアの名前



ガイド

現在の目的やバトル
の進めかたを確認し
たり、アタックの練
習をすることができ
ます。

コレクション

エキスパートチャレ
ンジの内容や、手に
入れた「だいじなも
の」などを確認でき
ます。

バッジ
マリオとルイージの
バッジを付け替えま
す。

そうび
装備品を付け替えま
す。

ステータス
マリオとルイージの
能力値や状態を確認
します。

アイテム アイテムを使います。

メニュー



16 アイテムと装備品

アイテム

状態変化を治したり、敵全体の動きを止
めたり、奥にいる敵を攻撃できるものな
どがあります。

そのほか

1人の能力値を1ポイント上げます。

マメ

倒れた仲間を復活させます。

1UPキノコ

1人のHPとBPを回復します。

キャンディ

1人のBPを回復します。

シロップ

2人のHPを回復します。

ナッツ

1人のHPを回復します。

キノコ



ぼうぐスロットについて

ウェアやグラブやア
クセサリーを装備す
るスロットは、ラン
クアップボーナスの

「ぼうぐスロット＋1」
で最大3つまで増やせ
ます。 ぼうぐスロット

装備品

※特別な効果を持つものもあります。
能力値を上げます。

アクセサリー

能力値を上げます。

グラブ

防御力を上げます。

ウェア

ハンマーの攻撃力を上げます。

ハンマー

ジャンプの攻撃力を上げます。

ブーツ



17 敵に勝つためには？

先制攻撃をねらう

先制攻撃でダメ
ージを与えると、
バトルが有利に
なります。

装備品を身に付ける

手に入れた装備品は、持っているだけで
は効果がありません。メニューの「そう
び」で身に付けると、能力値を上げられ
ます。

レベルを上げる

バトルで敵に勝ち続けるためには、マリ
オとルイージを育てる必要があります。
そのためにも敵と積極的に戦い、レベル
アップさせましょう。



ッジ効果を積極的に使う

バッジ効果が満タンの状態でバッジメー
ターがたまると、左はしの古いバッジ効
果が消えます。バッジメーターがたまっ
たら、積極的に使いましょう。

ャンプとハンマーを使い
分ける

敵の種類や状態によって、ジャンプとハ
ンマーを使い分けましょう。空を飛んで
いる敵にはジャンプ、炎をまとったりト
ゲのある敵にはハンマーが効果的です。

※敵からにげられないバトルもあります。

無理をしないでにげる

バトルで負けそうになったら、無理をし
ないでにげましょう。



18 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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