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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示に従ってく
ださい。
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2 ユーザーコンテンツについて

ユーザーが作成する、テキストやメッセー
ジ、Mii、画像、写真、動画、音声を「ユ
ーザーコンテンツ」といいます。

●送信したコンテンツは、多くの人の目に
触れる可能性があります。また、送信先
にてコピー・改変・再送信などをされる
可能性があります。一度他人の手に渡っ
たものは、送信した人であっても削除し
たり、利用を制限したりすることはでき
ませんので、ご注意ください。

ユーザーコンテンツに関するご注意

●インターネット上のサーバーなどに送信
したコンテンツは、諸般の事情により予
告なく削除される場合があります。ま
た、当社で不適切と判断したコンテンツ
は削除や非公開にすることがあります。
あらかじめご了承ください。

●以下に該当する行為、または該当するお
それがある行為をしないでください。
- 自分または他人の名前や住所などの個

人情報を送信する行為。
- 他人の名誉や信用を毀損したり、他人

を侮辱したり、または他人に不快感を
与える行為。

- 他人の著作物を権利者に無断で利用す
るなど、他人の著作物などの知的財産
権およびその他の一切の権利を侵害す
る行為。

- 犯罪行為またはこれを助長する行為。
- 公序良俗に反する行為。

ほかのユーザーとユーザーコンテンツ（以
下、コンテンツ）をやりとりするソフト全
般のご注意です。扱うコンテンツは、ソフ
トによって異なります。



- 利用規約やガイドラインなどで禁止さ
れている行為。

- その他、当社が不適切と判断する行
為。

●他人の権利を侵害するコンテンツ、自分
や他人のプライベートな情報や他人に不
快な思いをさせるようなコンテンツなど
を、QRコード化してほかの人にあげた
り、公開したりしないでください。ほか
の人に読み取られる場合があります。

●コンテンツのインターネット上への送信
や、他人とのコンテンツの送受信など、
インターネットの利用によって生じた損
害などについては、当社は一切責任を負
いかねます。



3 インターネットでできること

※Miiverseを利用するには、あらかじめ
Miiverseの初期設定を行う必要がありま
す。

※インターネットの接続には、本体のイン
ターネット設定が必要です。インターネ
ット設定については、本体の取扱説明書
をご覧ください。

このソフトでは、インターネットに接続し
て遠くの人と遊んだり、Miiverseに画像を
投稿したりできます。くわしくは12ペー
ジ、16ページをご覧ください。

。すまいてし応対に
クーワトッネードンテンニ､はトフソ本

。すで称総のスビーサクーワト
ッネの堂天任、るめし楽がどなツンテ
ンコやび遊なまざまさてじ通をトッネ
ータンイ､はクーワトッネードンテンニ



●フレンドコードは、お互いによく知って
いる人同士で安心して遊べるようにする
ための仕組みです。インターネットの掲
示板などで、知らない人とフレンドコー
ドを交換すると、改造データを受け取っ
てしまったり、不快な気持ちになるよう
な言葉を使用されたりする危険がありま
す。知らない人には自分のフレンドコー
ドを教えないようにしてください。

●ゲームデータの改ざんなどにより、他の
ユーザーに迷惑をかけるような不正行為
は絶対に行わないでください。そのよう
な行為が確認された場合、当サービスへ
の接続停止などの対処を行う場合があり
ます。

●ゲームサーバーは、障害の発生によるメ
ンテナンスなどによって、予告なく一時
停止することがあります。また、将来的
に各対応ソフトのサービスを終了するこ
とがあります。

●インターネットに接続すること、または
接続できないことによって生じたいかな
る損害についても、当社は一切の責任を
負いません。あらかじめご了承くださ
い。

インターネットに関するご注意



4 保護者の方へ

お子様の使用を制限したい場合は、「保護
者による使用制限」で項目を選んでくださ
い。このソフトでは、以下の内容を制限で
きます。
※「保護者による使用制限」の設定方法は、

本体の取扱説明書をお読みください。

●他のユーザーとのインターネット通信
他のプレイヤーとインターネット通信で
遊ぶことを制限できます（→12）。

●Miiverseの使用
「投稿のみ制限する｣で投稿を制限でき、
「投稿・閲覧を制限する」で投稿・閲覧
を制限できます（→16）。



5 どんなゲーム？

「ゼルダの伝説 トライフォース３銃士」
は3人のリンク（プレイヤー）が協力し
て、しかけを解いたり敵を倒したりしな
がら、さまざまなエリアを冒険するアク
ションアドベンチャーゲームです。



6 操作方法

このゲームではボタン操作のほか、下画
面（タッチスクリーン）のメニューをタ
ッチして、さまざまなことができます。
※タイトル画面で「設定」をタッチする

と、ゲームの設定を変えられます。
「？」をタッチすると、この説明書を見
られます。

(Cスティック）は、Newニンテンド
ー3DS／Newニンテンドー3DS LLで
のみ操作できます。
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7 データのセーブ（保存）と消去

街の像を調べると、これまで進め
たところまでセーブできます。
また、コースから出たとき、自動
でセーブします。

。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



タイトル画面で「設定」を選び、セーブ
データの「消去」を選ぶと、セーブデー
タを消せます。また、ブラックリスト

（→12）の「リセット」を選ぶと、ブラッ
クリストをすべて消します。
※データを消すときは、十分に気をつけ

てください。消してしまったデータは
元に戻せません。

去消のターデ



8 画面の見かた

3人のリンクの体力です。誰かがダメージ
を受けたりすると減ります。

アイテムを使うときなどに減り、時間が
たつと少しずつ回復します。

この世界のお金で、お店などで使えます。
ひろったルピーの色によって、手に入る
額が変わります。
※お城や街では、自分の持っているルピ

ーが表示されます。

ダメージを受けたり、ハートをひろった
りしたとき、自動で流れます。

向方のクンリるいに外面画

況実

ーピルたっろひで内スーコ

ジーゲりばんが

）01→（トーハ



上にリンクの色、がんばりゲージの残り、
持っているアイテムが表示され、下には
プレイヤー名と着ている服が表示されま
す。他のプレイヤーのパネルをタッチし
ている間、そのプレイヤーのところにカ
メラが動きます。

1コースは4つのステージに分かれていま
す。

ミスをしたときに減ります（→10）。

タッチすると全員の上画面にコミュニケ
ーションアイコンが表示されます。他の
プレイヤーとのやり取りにべんりです。
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9 コースに出発する

リンクが3人そろったあと、全員が上に乗
るとコースに出発します。
※1人でもコースに行くことができます
（→14）。

話しかけると通信を開始できます（→11、
12）。

コースには、お城のロビーから出発でき
ます。ロビーの中にいる人物や壁を調べ
るとゲームシステムの説明や、魔境のコ
ースクリア状況などの情報を確認できま
す。

る作をムーチでービロ

んさいじおの人内案

スーォフイラト



しばらくゲームを進めてから王様と話が
できるようになると、とくべつ任務を選
べるようになります。とくべつ任務を選
んでコースに入ると、通常のコースでは
手に入らない珍しい材料を入手すること
があります。

プレイしたいエリアとコースをそれぞれ
投票し、ルーレットで決めます。
※自分がまだ行けないエリアが選ばれるこ

ともあります。
※時間切れになると、「どこでもOK」が

選ばれます。「どこでもOK」の表示が
ないときは、そのときカーソルを合わ
せていたエリアに投票します。

一番左はコース、右の3つはとくべつ任務
を表します がついたものは、前にク
リアしています。

他のプレイヤーが投票したコースには、
リンクのアイコンが表示されます。

スーコ

況状のアリク

。

ぶ選をスーコとアリエ

ぶ選を務任つべくと



※服はコースで材料とルピーを集めれば、
街の「マダムテーラー」で作れるよう
になります。

コース内で着る服を選ぶと、コースに進
みます。服によって、さまざまな効果が
あります。

ていつ
に況状アリクスーコの境魔

。すまきでがとこるす
認確を況状アリクスーコのイレプトビ

ねまやイレプチル
マ、とるべ調を図
地の壁るあに側右
てっか向にスーォ
フイラトのービロ

ぶ選を服のクンリ



10 コースの進めかた

コース内には弓矢やバ
クダンなどのアイテム
があり、ひろうと使え
ます。を押すとアイ
テムを使います（この
とき、がんばりゲージが減ります）。

3人のリンクが協力してコースを進みま
す。コースは4つのステージに分かれ、最
後まで進むとコースクリアです。

他のリンクに近づいて
を押すと、持ち上げ
ます（トーテム）。2
人のリンクを持ち上げ
ることもできます。ト
ーテムでは一番下のリンクが移動し、上
のリンクは移動できません。下のリンク
がを押すと、上のリンクを投げます。
トーテムでは一番上のリンクのみアイテム
を使えます。

ムテート

う使をムテイア



ハートが全部なくなるとミスとなり、妖
精が1匹減ってステージを再スタートしま
す。妖精が0匹のときにミスをするとゲー
ムオーバーです。

ハ は3人のうちだれかが敵の攻撃を受
けたり、谷底に落ちたりすると減ります。
敵を倒したり、草をかったりするとハート
が出てくることがあり、ひろうとハートを回
復できます。

最後のステージをクリアすると、宝箱の
部屋に入れます。3人が1つずつ宝箱をあ
け、それぞれ1つずつ材料を手に入れるこ
とができます。
※コースをクリアしていくと、新しいエリ

アに行けるようになります。

……とるすアリクをスーコ

ていつにトーハ

トー

ーバーオムーゲとスミ



11 近くの友だちと遊ぶ

ニンテンドー3DSシリーズ本体 ：3台
本ソフト：1～2本

1人が親機となってチームを作ります。案
内人のおじいさんに話しかけ、｢ダウンロ
ードプレイ｣→｢チームを作る｣の順に選ん
で、他のプレイヤーがチームに入るのを
待ちます。

※本ソフトを持たないプレイヤーは、服
を持てる数や写真撮影などに、一部制
限があります。

※ダウンロードプレイでは、ロビー右に
いる服屋の弟子から服を注文できます。

本ソフトが1本以上あれば、ソフトを持っ
ていない近くの友だちと、ダウンロード
プレイで遊ぶことができます。

「ゼルダの伝説 トライフォース３銃士」
は3人で協力して遊びます。お城のロビー
で通信を行って仲間を集めましょう。

ぶ遊
でイレプドーロンウダ

合場る入にムーチ

。すまび選に順の｣る入にムーチ｢→｣イ
レプドーロンウダ｢。すまり入が人1
うも、にムーチたっ作の機親、はきと
るい人2がーヤイレプつ持をトフソ本

ーヤイレプつ持をトフソ本

のもるす意用



HOMEメニューで「ダウンロードプレ
イ」→「はじめる」の順に選びます。
ニンテンドー3DSのロゴ→「ゼルダの
伝説 トライフォース３銃士」の順に
選びます。
ゲームがはじまるのを待ちます。

※ 本体の更新が必要な場合があります。
画面の指示に従って、本体の更新を行
ってください。

「通信が中断されました」と表示され、
本体の更新に失敗する場合は、HOME
メニューの「本体設定」から本体の更
新を行ってください。

ぎつき引のターデだん遊

。んせまきではぎつき
引のターデもでん遊で）機子（イレ
プドーロンウダのーュニメEMOH
、は後だいつき引をターデブーセ※

。いさだく意注ごで
のるなくなきでがとこう行をぎつ
き引のターデ、とぶ選を」えいい「※

。すまい行をぎつき引とぶ選を」い
は「。すまれか聞をかうどかぐつき引
をターデブーセ、に官令司るいに階１
の城、とくいてめ進をムーゲで版品製

。すまきでがと
こぐつき引を部一ののも
たし手入、きとぶ遊で版
品製、ばれあにドーカDS
がターデだん遊てしと機
子でイレプドーロンウダ

ーヤイレプいなた持をトフソ本



プレイする人数分の本ソフトと本体があ
れば、近くの友だちとローカル通信で遊
ぶことができます。

ニンテンドー3DSシリーズ本体 ：3台
本ソフト：3本

案内人のおじいさんに話しかけ、｢ローカ
ル通信｣→｢チームを作る｣の順に選びます。
それから、他のプレイヤーがチームに入
るのを待ちます。

案内人のおじいさんに話しかけ、｢ローカ
ル通信｣→｢チームに入る｣の順に選んで、
入りたいチームを選びます。

ていつに証のチダモト

。すまきでがとこる作を
服な別特、とるめ集を証のチダモト※

。すで
みの回1、きつに台１体本だん遊に
緒一、はのるえらもを証のチダモト※

。すまきでがとこうらもを証のチダ
モトとるけかし話に子の男
るいに口り入の城お、とあ
だん遊とちだ友でイレプド
ーロンウダや信通ルカーロ

ーヤイレプる入にムーチ

ーヤイレプる作をムーチ

のもるす意用

ぶ遊で信通ルカーロ



12 遠くの人と遊ぶ

※海外版のソフトとは通信できません。

インターネットに接続すると、遠くはな
れた人と通信して遊べます。

案内人のおじいさんに話しかけ、｢インタ
ーネット通信｣→｢見知らぬ勇者｣の順に選
ぶと、知らない人といっしょに遊べます。
遊びたいエリアととくべつ任務の有無を
選んで、他の人がチームに入るのを待ち
ます。
3人がそろったら、コースやとくべつ任務
などを選んで出発します。
※他の人がチームにいないとき、案内人

のおじいさんに話しかけると、遊びた
いエリアやとくべつ任務を変えられま
す。

はにぶ遊と人いなら知

ぶ遊で信通トッネータンイ



案内人のおじいさんに話しかけ、｢インタ
ーネット通信｣→｢フレンド｣の順に選ぶ
と、フレンドといっしょに遊べます。3人
そろったら、エリアやコースなどを選ん
で出発します。
※フレンドが3人そろわないときは、自分

とフレンド1人、見知らぬ勇者1人の組
み合わせで遊ぶこともできます。案内
人のおじいさんに話しかけて条件を変
えると、見知らぬ勇者を募集できます。

● チームを作る
1人が「自分」を選んで親機になり、他の
プレイヤーがチームに入るのを待ちます。

● チームに入る
残りの人は「フレンド」を選んで、入り
たいチームを選びます。

ていつにトスリクッラブ

。んせまきではとこる
す録登にトスリクッラブをドンレフ※

。すまれさき書上らかのもい
古、とるえこを人001。すまきで
録登でま人001はトスリクッラブ※

。すまきで録登に式正を手
相、とあた出らかスーコ。すまれさ録
登仮が手相とぶ選を」いは「、し押を
はたまらがなしチッタを）8→（
ルネパ者勇いたし録登、で内スーコ

。すまりなくな
わ会うもはとーヤイレプのそ、とるす
録登にトスリ。すまきで録登にトスリ
クッラブをーヤイレプだん遊にょしっ
い、はきとぶ遊で信通トッネータンイ

はにぶ遊とドンレフ



13 闘技場の遊びかた

本ソフト：2～3本
ニンテンドー3DSシリーズ本体：2～3台

※ダウンロードプレイでは遊べません。

闘技場のはじめかたは、ローカル通信
（→11）やインターネット通信（→12）
でコースに出発するときと基本的に同じ
です。2人でもトライフォースに乗れば遊
ぶことができます。

お城の地下にある闘技場のロビーに行く
と、ローカル通信かインターネット通信
を使って、2～3人で対戦できます。

たかめじはの場技闘

のもるす意用で信通ルカーロ



※1位が複数いる場合、材料はもらえませ
ん。

2～3人のリンクどうしで戦います。ハー
トがなくなったリンクはダウンし、少した
つと復活できます。
残り時間が0になると対戦が終わり、残り
ハートやダウンした回数によって順位が
決まります。順位によってルピーがもら
え、1位になると材料ももらえます。

自分の残りハートが確認できます。

残り時間が少なくなると表示が消えて、
順位がわからなくなります。

相手の残りハートやがんばりゲージも確
認できます。

ルネパ者勇

位順のーヤイレプ

面画の場技闘

トーハ

ルールの戦対



14 1人で遊ぶには

1人で遊ぶときは、下画面が変わります。

1人で遊ぶときは、リンクそっくりな2人
の「まねビト」と、操作を切り替えなが
ら遊びます。お城にある、まねビトのロ
ビーから、1人でコースに行くことができ
ます。

タッチすると妖精が1匹減り、プレイ中の
ステージを飛ばして先に進みます。ただ
し、材料が手に入りにくくなります。

操作中のリンクには、プレイヤー名が表
示されます。まねビトパネルにタッチす
ると、操作を切り替えられます。

※まねビトに操作を切り替えた状態では
ロビーから出ることができません。緑
のリンクに切り替えてください。

ルネパトビねま／クンリ

プッキス

たか見の面画



まねビトは1人では動
けませんが、敵の攻撃
でダメージを受けませ
ん。ただし、谷底に落
ちるとハートが減りま
す。また、まねビトとトーテムになると、
下のリンクの操作中に、上のまねビトで
攻撃したりアイテムを使ったりできます。

ていつにトビねま



15 いつの間に通信

※いつの間に通信で受け取ったデータは、
SDカードに保存されます。SDカード
はいつも本体に差し込んでおくことを
おすすめします。

ゲームを遊んでいないときでも、スリー
プモードにしておくことでインターネッ
トに接続できる無線LANアクセスポイン
トを自動的に探して通信し、情報をやり取
りできます。

タイトル画面の「設定」で「いつの間に
通信」をON/OFFして設定します。
ONにすると、ゲームに関する情報を受け
取れます。やめるときはOFFに設定しま
す。

タイトル画面の「設定」で「プレイ情報
の送信」をON/OFFして設定します。
ONにすると、あなたのプレイ内容につい
ての情報を、任天堂に送ります。やめる
ときはOFFに設定します。

定設の信送の報情イレプ

定設の信通に間のつい

）信通に間のつい（
信受送の報情るす関にムーゲ



16 写真とMiiverseへの投稿

※MiiverseについてはMiiverse電子説明
書をご覧ください。Miiverse電子説明
書は「Miiverse」をはじめたあと、

「マイメニュー」の「説明書・利用ガイ
ド」から「説明書」を選ぶと見ること
ができます。

写真館で「コミュニティ」を選ぶと、ゲ
ームを一時中断して、Miiverseを表示し
ます。

「投稿」を選ぶと、写真やメッセージを投
稿することができます。

ミーバース写真館でカメラをもらうと、
コース中にで写真をとることができま
す。コースクリアしたときに、最後にと
った1枚がアルバムに保存されます。保存
された写真は写真館で見たり、Miiverse
に投稿して、他のプレイヤーと共有したり
できます。

写真館の「アルバム編集」で、アルバム
を見たり写真を消したりできます。

……はで外以中スーコ

。すまきでがと
こるす稿投を像画の城おや街とるめじ
はを」esreviiM「、し示表をーュニ
メEMOHで、はで城おや街

る見をムバルア

覧閲／稿投のへesreviiM



17 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

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 10:00～18:00 
(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

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：10:00～18:00
 (土、日、祝日、会社設定休日を除く)

0570-011-120


	目次 
	1.ご使用になる前に
	2.ユーザーコンテンツについて
	3.インターネットでできること
	4.保護者の方へ
	5.どんなゲーム？
	6.操作方法
	7.データのセーブ（保存）と消去
	8.画面の見かた
	9.コースに出発する
	10.コースの進めかた
	11.近くの友だちと遊ぶ
	12.遠くの人と遊ぶ
	13.闘技場の遊びかた
	14.1人で遊ぶには
	15.いつの間に通信
	16.写真とMiiverseへの投稿
	17.お問い合わせ先

