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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。

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



●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示に従ってく
ださい。

©2015 Nintendo / INTELLIGENT
SYSTEMS
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。

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。

このソフトウェアには、Live2Dが使用さ
れています。

要重

。すまいてれさ止禁は用使的業商
、き除を合場るいてれらめ認で律法。す

で能可用使みので体本の様仕本日は品本
。んせまりあはでのもるす限

制を為行るすと的目を用使的私るいてれ
らめ認上法権作著は告警のこ、おな。い
さだく意注ごでのすまれらせ罰は反違
。すまいてれらじ禁に重厳で律法は布配

断無や製複断無の書明説やアェウトフソ
。すまいてれさ護保りよに権作著は品本
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「QRコードリーダ」は株式会社アイエスピ
ーと株式会社高度圧縮技術研究所のソフト
ウェアを利用しています。
QRコードは株式会社デンソーウェーブの
登録商標です。



2 amiiboとは

このソフト に対応していま
す。amiibo™［アミーボ］を読み込むと、
マイキャッスル（→9）内にキャラクター
が登場します。amiiboは、Newニンテン
ドー3DS／Newニンテンドー3DS LLの下
画面にタッチして使用します。

※このソフトでは、amiiboにデータを書
き込みません。ほかのソフトのデータが
書き込まれているamiiboでも、書き込
まれているデータを消さずに遊ぶことが
できます。

※amiiboは複数の対応ソフトで読み込め
ます。

※amiiboのデータが壊れていて復旧でき
ない場合は、HOMEメニュー の

「amiibo設定」で初期化してください。

amiiboは、さわってながめて楽しめるだ
けでなく、NFC（近距離無線通信）を利用
し、amiibo対応ソフトと連動して遊べる商
品です。
くわしくは、任天堂ホームページ(http://
www.nintendo.co.jp/amiibo/) をご覧く
ださい。

の

は



amiiboに関するご注意
●amiiboは下画面に軽くタッチするだけ

で反応します。強い力でこすったり、押
したりしないでください。

。すで要必がータイラ/ーダーリCFN
SD3ードンテンニ、は合場るす用使を
obiimaでLL SD3／SD3ードンテンニ



3 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。



4 インターネットでできること

※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。

・他のプレイヤーのキャッスルを訪問、自
分のデータのアップロード（→9）

・訪問結果の受け取り（→12）
・通信対戦（→14）
・追加コンテンツの購入（→15）

インターネットに接続すると、次のことが
お楽しみいただけます。

。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



5 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。
●ニンテンドーeショップ等での商品やサ

ービスの購入
追加コンテンツの購入を制限できます。

●他のユーザーとのインターネット通信
他のプレイヤーとの、インターネットを
通じたキャッスルの訪問（→9）や対戦

（→14）を制限できます。
●他のユーザーとのすれちがい通信

すれちがい通信でデータを交換する機能
を制限できます。



6 操作方法

※+を押している状 を押
すと、ゲームをリセットしてタイトル
画面に戻ります。ただし、通信中はリ
セットできません。

作操ンタボ

示表をジーセッメの前直

プッキ
スのービームやトンベイ

る戻

+り送早ジーセッメ

り送ジーセッメ

定決

/択選の目項

で態



下画面のボタンやパラメータなどをタッ
チするとタッチヘルプが使用できます。
表示を切り替えたり、各項目の詳細な説
明を確認したりできます。

※システムメニューの「環境」で戦闘ア
ニメの再生を「オフ」にしているとき
は、を押し続けながら戦闘を開始し
たときのみ、戦闘アニメを見ることが
できます。

作操チッタ

作操のでプッマルトバ

小縮／大拡のプッマ

始
開闘戦らがな
け続し押を

※
略省を生再のメニア闘戦

るせわ合を
ルソーカにトッニユの次


示表のーュニメムテスシ

）きといないがトッニ
ユ前動行に上ルソーカ（



7 ゲームの始めかた

ゲームを起動すると、メインメニューが
表示されます。

最初から遊びます。
※難易度はゲームをある程度進めると下

げることができますが、上げることは
できません。

るめ始らか初最

ていつに南指

。すまし
定設に」ンオ「を」ルアリトーュチ「
で」境環「のーュニメムテスシ、か
す押をで面画備準撃進に前始開闘戦
、はにるせさ示表を南指で度易難の他

。す
まれさ示表が）たかび
遊のムーゲ（」南指「
に中ムーゲ、とぶ選
を」ルマーノ「度易難

。すまきで認確に別目項を容
内の南指、で」南指「のーュニメム
テスシ、かす押をで面画備準撃進※



再開するセーブデータの種類（→8）を選
び、続きから遊びます。
※中断セーブのデータは、ゲームを再開

すると消去されます。

通信やデータ管理に関する、さまざまな
ことができます。

ラトスクエ

るめ始らかき続



8 データのセーブ（保存）と消去

マイキャッスル（→9） を押す
か、執事に話しかけて「セーブ」を選ぶ
と、現在のプレイ状況をセーブできます。

セーブ方法には以下の3種類があります。

※章のクリア後にも行えます。

戦いの途中にシステムメニューで「セー
ブ」を選ぶと、現在のマップの状況をセ
ーブできます。
※モードが「フェニックス」または「カ

ジュアル」のときに行えます。

戦いの途中にシステムメニューで「中断」
を選ぶと、現在のマップの状況を一時的
にセーブして、ゲームを終えます。中断
セーブのデータは、一度ゲームを再開す
ると消去されます。
※モードが「クラシック」のときに行え

ます。

）ブーセ断中（開再らか断中

ブーセーリフ

ブーセ章

）存保（ブーセのターデ

で



メインメニューで「データコピー」を選
ぶとセーブデータのコピー、「データ消
去」を選ぶと消去ができます。
※消去したセーブデータは元に戻せませ

ん。消去するときは、内容を十分にご
確認ください。

※右側 と表示されているセーブデー
タは、SDカードに追加データとして保
存されます。

メインメニューの「エクストラ」で「デ
ータ全消去」を選ぶと、すべてのセーブ
データを消去します。

去消全ターデ

理管ターデ

。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●

に



9 マイキャッスル

ゲームを進めると登
する、プレイヤーの
点となる城が「マイ
ャッスル」です。こ
では戦いの準備や、街
づくり、買い物、採集などができます。
また、通信機能を使って、他のプレイヤ
ーとマイキャッスルのデータをやりとり
できます。

を押すか、執事に話しかけて
「建物」を選ぶと、マイキャッスル内に建
物を設置したり、建物の位置や向きを変
更したりできます。「城の模様替え」を
選ぶと、全体の外観やBGMの変更などが
できます。

水晶玉（→10）の「マイチーム」では、
すれちがい通信（→11）で送られたり、
インターネット通信を通じて公開された
りするチームやメッセージなどを編集でき
ます。
※通信対戦（→14）で使用するチームは、

メインメニューの「エクストラ」から
作成できます。

集編のムーチイマ

ズ
イマタスカのルスッャキイマ

ズイマタスカの城や物建

こ
キ
拠
場



水晶玉の「キャッスル訪問」で、インタ
ーネットに接続して他のプレイヤーのキ
ャッスルを訪問できます。また、すれち
がい通信（→11）で受信した相手のキャ
ッスルに訪問することもできます。
※一度訪問したキャッスルは、24時間後

にまた訪問することができます。

キャッスルを訪問中に、そのプレイヤー
の主人公キャラクターに話しかけると、
アクセサリーを渡すことができます。
※アクセサリーはプレゼントしてもなく

なりません。

トンゼレプ

）信通いがちれす（/）信通ト
ッネータンイ（問訪ルスッャキ

）信通トッネータ
ンイ（ドーロプッアのターデ

。すまき
でりたし信受を価評の新最、りたし開
公に上トッネータンイを態状のルスッ
ャキイマ、で」新更ターデ「の玉晶水

。んせまきで用使はターデ
の前以、合場たっ行を化期初の体本
、や合場たしスセクアらか体本う違※



10 マイキャッスルの見かた

キャッスルの名前
を押すか、執事に話しかけて

「城の模様替え」から「名前を変える」を
選ぶと変更できます。

マイキャッスルマップ
の表示されているところでは、イベン

トが発生します。

※表示制限を受ける文字列や多くの数字
を入力した場合は、通信相手にそのま
ま表示されない場合があります。

竜脈値
建物の設置やレベルアップに使います。
マップのクリアや、キャッスルの訪問な
どで増やすことができます。

時間帯
朝 昼 夕 夜の4つに分か

れています。マップをクリアしたり、時
間が経ったりすると切り替わります。

、、、

たか見の面画



所持している素材
武器の錬成や料理に使います。
キャラクターに話しかけたり、畑、泉な
どを調べたりすると、入手できます。

画面切り替えボタン
タッチすると下画面の表示が切り替わり
ます。

マイチーム情報
あいさつカード
マイキャッスルマップ

玉晶水

。すまえ行がとこなまざまさる
す関に信通、どな
み込み読のobiima

や問訪ルスッャ
キ、新更のターデ
、とるべ調を玉晶水



11 すれちがい通信

の主人公キャラクターが現れます。キャ
ラクターに話しかけると、キャッスルの
訪問や、以下のことができます。

「カードをもらう」を選ぶと、あいさつカ
ードを受け取れます。
受け取ったあいさつカードは、「旅人の
広場」にある掲示板か、水晶玉の「キャ
ッスル訪問」で「あいさつカード」を選
ぶと確認できます。

自分または相手のキャッスルで戦うこと
ができます。
勝つと、相手チームのキャラクターを1人
選んでサポーター名鑑に追加できます。

）信通いがち
れす（う戦でルスッャキイマ

）信通いがちれす（
りとりやのドーカつさいあ

集編のドーカつさいあ

。すまきで
集編をドーカつさいあ、とぶ選を」集
編ドーカ「で」ムーチイマ「の玉晶水

ーヤイレプたっがちれすに」場広の人旅「
のルスッャキイマ、とくづ近が士同体
本たし録登を信通いがちれすのトフソ本



※すれちがい通信をやめる場合は、
HOMEメニューの「本体設定」→「デ
ータ管理」から、このソフトのすれち
がい通信のデータを選んで削除してく
ださい。再度登録する場合は、水晶

。いさだ
くてし直し録登を信通いがちれすらか
玉

定設の信通いがちれす

。すまれさ新更がターデるれら送に
びたのブーセ、とるす定設を存保動自
。すまきでが定設の存保動自のターデ

るれら送で信通、と定設の信受のター
デの信通いがちれす、とぶ選を」信通
いがちれす「で」報情・定設信通「は
後録登。いさだくてれ触に玉晶水、は
合場るす録登を信通いがちれすてめ初



12 いつの間に通信

受信したデータは、水晶玉の「受信ボッ
クス」で確認できます。

いつの間に通信を設定しておくと、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、マイキャッス
ルの評価やプレゼントなどの訪問結果を
受け取ることができます。
※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。

定設の信通に間のつい

。すまきでが
とこるえ替り切をフオ／ンオの定設信
通に間のつい、とぶ選を」信通に間の
つい「で」報情・定設信通「の玉晶水

。すま
きでもとこう行でん選を」信通に間
のつい「で」ラトスクエ「のーュニ
メンイメ、は定設の信通に間のつい※

）信通に間のつい（り取
け受のどなトンゼレプや価評

認確のターデたし信受



13 通信交流

ニンテンドー3DSシリーズ本体 ･････2台
本ソフト･･････････････････････････2本

ほかのプレイヤーと交流することで、アイ
テムや素材を手に入れたり、相手のキャ
ッスルを訪問したりできます。

水晶玉で「通信交流」を選びます。

「通信相手を募集」を選び、通信相手が決
まると、交流が始まります。

●相手を募集する

●募集に応じる

。すまび選を
手相いたし流交、び選を」るじ応に集募「

順手作操

）イレ
プルカーロ（う行を流交信通

のもるす意用



14 通信対戦

ニンテンドー3DSシリーズ本体 ･････2台
本ソフト･･････････････････････････2本

他のプレイヤーと対戦することができま
す。

メインメニューの「エクストラ」で「通
信対戦」から「ローカル対戦」を選びま
す。

1.「募集に応じる」を選び、対戦相手を選
びます。

2.チームを選び、戦闘の開始を待ちます。

●募集に応じる

1.「通信相手を募集」を選び、対戦相手が
決まると、チーム選択画面に移ります。

2.チームを選び、対戦のルールを決める
と、戦闘が開始されます。

●相手を募集する

順手作操

）イ
レプルカーロ（戦対ルカーロ

のもるす意用



メインメニューの「エクストラ」で「通
信対戦」から「インターネット対戦」を
選ぶと、インターネットに接続して他の
プレイヤーと対戦できます。
対戦相手はランダムに選ばれたプレイヤ
ーか、フレンドから選べます。相手が見
つかると、チーム選択後に一部のルール
を設定して戦闘を開始します。

ていつにムーチの用戦対

。すまきでがとこう行で順手の下以
は録登のムーチ。んせまべ選は」戦対
トッネータンイ「、」戦対ルカーロ「
、といないてれさ録登もつ1がムーチ

。いさだくでん選
を」成編ムーチ「らか」戦対信通「
で」ラトスクエ「のーュニメンイメ.1

。すまび選をターデブーセる
す用使、とあたし成作び選をムーチ.2

。すまし
了完が録登のムーチ、とぶ選を」定
決「。すまい行を脱着のルキス、理
整の物ち持やータクラャキるす撃出.3

）信通トッネー
タンイ（戦対トッネータンイ



15 追加コンテンツ（有料）

インターネットを通じて、追加ルートや
追加コンテンツを有料で購入できます。
購入した追加コンテンツは、「竜の門」
の「追加コンテンツで遊ぶ」で遊ぶこと
ができます。

ゲームをある程度進めると、追加ルート
の購入ができるようになります。
メインメニューの「新たな未来を拓く」
から購入することもできます。

2.購入するコンテンツを選び、｢購入｣を
選んでください。

3.商品の説明を確認して、｢購入する｣を
選びます。事前に｢法令に基づく表示｣
を確認してください。

1.ワールドマップの「竜の門」で、「追
加コンテンツの購入」を選びます。
※「竜の門」はゲームをある程度進める

と、行けるようになります。

4.再度｢購入する｣を選ぶと、ダウンロー
ドが始まります。

入購のツンテンコ加追

順手の入購

）信通トッネータン
イ（るす入購をツンテンコ加追

入購のトール加追



意注ご
るす関に入購ツンテンコ加追

。すま
きでドーロンウダ再で料無もてし去
消、はツンテンコ加追たし入購度一●

。んせまきでは換交・金
返・品返のツンテンコ加追たし入購●

。すまきでがとこる見らか
」録記用利ご「のプッョシeードン

テンニは歴履入購のツンテンコ加追●

。いさだく承
了ごめじからあ。すまりあがとこ
るなくなきでドーロンウダ再はト
フソたれさ了終はたま止中を信配※

。ん
せまきでドーロンウダ再、とう行
を去消のDIクーワトッネードンテ
ンニはたま」除削の録記用利ご｢※

。んせまきで用使もでん込し
差をドーカDSに体本のかほ。すま
きで用使みので体本たいてし用使に
時ドーロンウダ、はツンテンコ加追●

。すまれさ存保にド
ーカDSはツンテンコ加追たし入購●



追加コンテンツを購入するには、ニンテ
ンドーeショップに購入金額分の残高が必
要です。残高が足りない場合は、表示さ
れた画面で｢残高の追加｣をタッチして、
残高を追加してください。
残高を追加するには、ニンテンドープリ
ペイドカードやクレジットカードなどが
必要です。
※クレジットカード情報を登録しておく

と、次回から登録時に入力したクレジ
ットカード情報のパスワードを入力す
るだけで、残高を追加できるようにな
ります。

※クレジットカード情報の削除は、ニ

。すまえ行ら
か｣他のそ・定設｢のプッョシeードンテ
ン

るす加追を高残



16 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
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