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1 安全に使用するために

ごあいさつ

ご使用になる前に、この「取扱説明書」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。

本ソフトは、原作のゲーム内容(通信機
能を除く)をニンテンドー3DS上で再現
したものであり、動作・表現などに原作
とは若干の違いがありえます。あらかじ
めご了承ください。



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、この取扱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

WARNING
Copying of any Nintendo software
or manual is illegal and is strictly
prohibited by copyright laws of
Japan and any other countries as
well as international laws.Please
no t e t ha t v i o l a t o r s w i l l b e
prosecuted. This warning does not
in t e r fe re w i t h y o u r r ig h t s f o r
personal use under copyright laws.

THIS PRODUCT IS NOT FOR SALE.
C O MM ER C IA L US E,
U N AU T HO RI ZE D C OP Y AN D
RENTAL PROHIBITED.
本品は非売品です。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。

©2001 Nintendo
ゲームボーイアドバンス・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-N-PACJ-JPN



2 ゲーム紹介

『ワリオランドアドバ
ン ス ヨ ー キ の お 宝 』
は、ワリオを主人公に
した横スクロール型ア
クションゲームです。
お宝めざして、黄金の
ピラミッドの内部を進
みます。

ワリオ



3 操作方法

ドアに入る 

しゃがむ 

はし ごの登り
降り



はし ごの途中
で降りる



はし ごを滑り
降りる

＋

転がる
（坂の途中にい
るとき）

下の土管 に入
る



上の土管 に入
る

＋

はし ごにつか
まる

（ジャンプ中）

高くジャンプ
（敵を踏んだと
き）

移動 

ジャンプ 

ステージでの操作方法



※を押し続けてパワーをためると、遠く
まで投げることができます。

ポーズメ ニュ
ーの表⺬

アタック 

ダッシュ アタ
ック

/（移動中）

速く泳ぐ
（泳いでいると
き）

泳ぐ
（水中にいると
き）

頭突き
（水中にいると
き）

踏んでひ っく
り 返した敵な
どを持つ

対象の方 向に
押す

投げる※
（何かを持って
いるとき）

ジャン ピング
アタック

（アタック中）

上に投げる※
＋（何 かを
持っているとき）

ヒッ プアタッ
ク

（ジャンプ中）



※＋＋ ＋ を同時に押
すと、ゲームをリセットしてオープニン
グデモに戻ります。

※ゲーム中に3DS本体を閉じると、液晶
画面と音声が消えて、バッテリーの消費
を抑えることができます。ただし、ゲー
ムの進行は一時中断されません。

はで、はでも操作できます。

キャンセル 

項目の選択 

項目の決定 

その他の操作方法



4 ゲームの始めかた

データを選びます。
最初から遊ぶ場合は
「データ なし」を選
んだ後、難易度を選び
ます。

データセレクト画面

オープニングデモ中に を押すと、
タイトル画面が表⺬されます。 を
押すと、データセレクト画面に進みます。



5 ゲームの終わりかた

プレイ中に を押すと、下画面に
「ソフトを終了してHOMEメニューにもど
りますか？」と表⺬されます。「OK」を
タッチすると、ゲームが終了します。
※セーブしていないデータは、保存されま

せん。
※ を押しても、ゲームは一時停止

しません。



6 データのセーブ（保存）と消去

※ダウンロードソフトとそのセーブデータ
は、SDカード内の「Nintendo 3DS」
フォルダに保存されます。「Nintendo
3DS」フォルダ内のデータを改変した
り、ファイルの移動や消去、ファイル名
の変更をしないでください。

※SDカードの抜き差しは、電源をOFFに
してから行ってください。電源がONの
ときにSDカードを抜き差しすると、本
体やSDカードが故障したり、データが
消えたりする原因になります。

※ゲームを再開すると、中断データは消去
されます。

ポーズメニューで「ちゅうだん」を選ぶ
と、途中経過が中断データとしてセーブさ
れます。

中断セーブをする

ステージやボス戦をクリアすると、ゲーム
の進行状況が自動的にセーブされます。

データをセーブする



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

データを初期化（ダウンロード時の状態に
戻すこと）するときは、HOMEメニュー
で本ソフトのアイコンをタッチしてから、
オープニングデモが始まるまでの間、＋
を同時に押し続けます。表⺬された画面
で「はい」を選びます。

全データを消去する

データセレクト画面で「データをけす」を
選び、消したいデータを選びます。

各データを消去する

データを消去する



7 VCで使える機能

※何も押さないで再びゲームを起動する
と、元の画素数に戻ります。

ソフトが発売された当時のゲームボーイア
ドバンスの雰囲気で遊ぶことができます。
HOMEメニューで または
を押しながら、本ソフトのアイコンをタッ
チしてゲームを起動します。

ゲームボーイアドバンスの画素
数にする

VC（バーチャルコンソール）のソフトで
のみ、使える機能があります。



8 マップ画面

ステージ内で手に入れた、時のCDを聞く
ことができます。

サウンドルーム

緑／赤／黄／⻘の通路のボスを倒すと、選
ぶことができます。

最後の通路

4つのステージがあります。通路の最後に
は、ボスがいます。

緑／赤／黄／⻘の通路

操作方法やゲームのルールを知ることがで
きます。

最初の通路

ピラミッドには、6つ
の通路があります。
最初から遊ぶ場合は、

「さいしょのつうろ」
のみ選ぶことができま
す。



9 画面の見かた

❻ 渦巻きゲート（→10）

敵を倒したりブロック（→11）を壊した
りすると、出現するコインもあります。

❺ コイン（→11）

制限時間をすぎると、コインの数が減り始
めます。すべてのコインがなくなると、手
に入れた宝石のかけらやカギのはし（→
10）が没収され、ステージを選ぶ画面に
戻ります。

❹ 制限時間

❸ スイッチ

敵を倒したときに出現するライフ（ ）
を取ると、ゲージが増えます。満タンにな
ると、ハートが1つ回復します。

❷ ライフゲージ

ワリオの体力です。ダメージを受けると、
ハートの数が減ります。すべてなくなると
宝やコインが没収され、ステージを選ぶ画
面に戻ります。

❶ ハート

❶ ❺
❷

❸

❹

❻



10 ゲームの進めかた

宝箱はボスの後ろにあ
り ま す 。 時 間 が た つ
と、なくなります。

宝箱

宝箱

宝石のかけら、カギの
はし、時のCDの情報
を確認できます。

ポーズメニュー

ステージ内にあるスイッチを押すと、制限
時間が表⺬され、渦巻きゲートが開きま
す。制限時間内に渦巻きゲートから脱出す
ると、ステージクリアとなります。

● 次のステージの扉を開ける
「カギのはし」を見つける。

● ボス部屋の扉を開ける「宝
石のかけら」を集める。

渦巻きゲートからステージに入ると、渦巻
きゲートが閉じます。
ステージ内での目的は、以下の2つです。



11 コインやしかけ

ダイヤモンド

1000コインです。

レッドクリスタル

100コインです。

ブルークリスタル

10コインです。

ゴールドコイン

500コインです。

シルバーコイン

100コインです。

ブロンズコイン

50コインです。

スモールコイン

10コインです。

コインと宝石



※デザインは、通路によって異なります。

下から上にしか通り抜けること
ができない床です。

スルー床

たたくと、同じ色の！ブロックを出
したり消したりできます。

！ボタン

※デザインは、通路によって異なります。

スノーマンワリオ（→12）のとき
に、転がってぶつかると壊れます。

アッチッチ、ワリオ（→12）で火
だるまのときに、体当たりをすると
壊れます。

ダッシュアタックをするか、高いと
ころからヒップアタックをすると壊
れます。デブワリオ（→12）のと
きは、ジャンプで壊すことができま
す。

アタックをするか、物をぶつけると
壊れます。

ブロック



12 リアクション

で移動、でジャンプします。倒
せなかった敵を倒せるようになった
り、床をすり抜けたりできます。

ゾンビワリオ

で移動、でジャンプします。細
い通路に入れます。

ペッタンコワリオ

で移動、で高くジャンプしま
す。

ボヨヨーンワリオ

で移動、連打で飛びます。

コウモリワリオ

で移動、で速く浮き上がりま
す。

バルーンワリオ

で移動、でジャンプします。ジ
ャンプでものを壊せることがありま
す。

デブワリオ

特定の敵やしかけから攻撃を受けると、ワ
リオがリアクションを起こします。



どこかに当たるまで、操作できなく
なります。

フリーズワリオ

燃えているときは、でジャンプし
ます。火だるまのときは、で移動
します。

アッチッチ、ワリオ

で移動します。水面に上がると、
泡がはじけます。

アワ、アワ、ワリオ

で移動、でジャンプします。坂
でを押すと転がります。

スノーマンワリオ



13 ミニゲーム

最初に出てくる顔を覚
え、同じ顔をつくりま
す。を押すたびに、

「まゆ毛と目」「鼻と
ヒゲ」「口」の順に、
顔のパーツが決定され
ます。不正解でゲームオーバーです。

ワリオ ルーレット

次々と現れる障害物
を、ジャンプして越え
ます。を押すと、ジ
ャンプします。ミスを
すると、ゲームオーバ
ーです。

ワリオ ホッパー

ピッチャーが投げる球
を打ち返します。を
押すと、バットを振り
ます。3ストライクで、
ゲームオーバーです。

ワリオ ホームラン

「ミニゲームやさん」を選ぶと、コインを
使って3つのミニゲームを遊ぶことができ
ます。成績に応じて、アイテムショップ

（→14）で使うメダルが手に入ります。



14 アイテムショップ

ボスの部屋に向かう途
中にあるアイテムショ
ップで、アイテムを手
に入れることができま
す。アイテムは、ミニ
ゲームでもらったメダ
ルを使って買います。
アイテムを買うと、自動的にボスの部屋に
進みます。アイテムショップの店員がつい
てきて、ボスに対してアイテムを使用しま
す。



15 お問い合わせ先

※ゲームの攻略情報についてはお答えしておりません。

『ワリオランドアドバンス
ヨーキのお宝』

に関するお問い合わせ先

任天堂株式会社
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ニンテンドー3DSのサービス全般、お
よび各ソフトに関するお問い合わせ先
につきましては、ニンテンドーeショッ
プの「設定・その他」の「お問い合わ
せについて」をご覧ください。
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