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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。
●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

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



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。

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。

© 2015 Pokémon.
© 1995-2015 Nintendo / Creatures

Inc. / GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・
Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲ
ームフリークの商標です。

© 1993-2015 Spike Chunsoft.

「不思議のダンジョン」はスパイク・チュ
ンソフトの商標です。

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。
本ソフトウェアではDynaFontを使用して
います｡DynaFontは、DynaComware

本製品には、一部の文字を除きシャ
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。

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



Taiwan Inc.の登録商標です。
「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。
このゲームには、マッチロック株式会社の
BISHAMON(R) を使用しています。
●Lua
Copyright © 1994-2008 Lua.org,
PUC-Rio.
Permission is hereby granted, free of
charge, to any person obtaining a
copy of this software and associated
documentation files (the "Software"),
to deal  in the Software without
rest r ic t ion,  inc luding w ithout
limitation the rights to use, copy,
modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the
Software, and to permit persons to
whom the Software is furnished to
do so,  subj ect  to the fo l lowing
conditions:
The above copyright notice and this
permission notice shall be included
in all copies or substantial portions
of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS
IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND,  EXPRESS  OR I MPL IED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTI CULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT
SHALL THE AUTHORS  OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE



FOR ANY CLAIM,  DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE.
●Luabind
Copyright © 2003 Daniel Wallin and
Arvid Norberg
Permission is hereby granted, free of
charge, to any person obtaining a
copy of this software and associated
documentation files (the "Software"),
to deal  in the Software without
rest r ic t ion,  inc luding w ithout
limitation the rights to use, copy,
modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the
Software, and to permit persons to
whom the Software is furnished to
do so,  subj ect  to the fo l lowing
conditions:
The above copyright notice and this
permission notice shall be included
in all copies or substantial portions
of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS
IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND,  EXPRESS  OR I MPL IED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTI CULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT
SHALL THE AUTHORS  OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE
FOR ANY CLAIM,  DAMAGES OR
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OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE.



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

●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

インターネットに関するご注意

※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
て冒険の映画（リプレイ映像）をアップロ
ード／ダウンロードしたり（→16）、お
たすけポケモンをやりとりしたり（→27）
できます。くわしくは、それぞれのページ
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



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。



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

他のプレイヤーとリプレイ映像（→16）
やおたすけポケモンをやりとりする機能
(→27)を制限できます。

●他のユーザーとのすれちがい通信
すれちがい通信でおたすけポケモンをや
りとりする機能(→27)を制限できます。



5 どんなゲーム？

ジョン」（→10）を
冒険します。最大3匹
のポケモンたちでチー
ムとなり、敵と戦ったり、道具を活用し
たりしながら、奥に進みましょう。

ゲームを進めると、ポ
ケモンたちからの依頼
を受けて、ダンジョン
で調査を行うことがで
きるようになります

（→18）。調査をこなすとおれいをもら
えたり、物語が進んだりします。

調査をこなしたり、物
語を進めたりすること
によって、主人公とポ
ケモンたちの関係が変
化します

。すまきでがと
こるえ加に間仲るす険冒に緒一をンョジ
ンダ、はンモケポたっなに達友の公人主

。

うろなく良仲とちたンモケポ

うそなこを査調

ンダの議思不「なまざ
まさ、はでムーゲのこ

うよし険冒をンョジンダ



6 冒険を始める

冒険の記録がすでにある
ときは、トップメニュー
に進みます。

ゲームを進めると選べるようになります。
ペリッパー島ではポケモンを救助したり、
本編を中断してダンジョンで冒険したり、
ほかのプレイヤーとおたすけポケモンを
やりとりしたりできます。

）72～42→（島ーパッリペ

。すまし開再
を険冒らか点地たれ倒で
ンョジンダ。すまべ選
にきとたし功成に助救
、れ倒で中のンョジンダ

るすつかっふ

。すまし開再らか
態状た出に外のンョジ
ンダてし敗失を険冒、め
らきあをのうらもてけ
助。すまべ選にきとるい
てっ待をけ助、）21→（
れ倒で中のンョジンダ

るめら
きあをけすた

。すまし開再
を険冒らかき続の回前らかきづつ

るめ始を編本

ーュニメプット

。いさだくてけつを前名に匹2、め決を
ンモケポのーナトーパと公人主てえ答に
問質。すまりま始が険冒らか初最の語物
とるす動起をムーゲ、はきとぶ遊てめ初



パスワードやQRコードを利用すると、不
思議なメールで道具などを受け取ること
ができます。

ゲーム中に流れる曲を聴くことができます。

主人公やパートナー、チームの名前を変
えることができます。

冒険の記録を消します。

すけをくろき

。んせま
せ戻に元は録記たし去消。いさだく認
確ごに分十を容内、はきとす消を録記※

うこんへえまな

）92→（スクッボクーュジ

）82→（ルーメなぎしふ



7 冒険を終える

ダンジョンの中では「きろくそうち」ま
たは「いいきろくそうち」という道具を
使うと、その場にきろくポイントを作り、
進行状況を記録することができます。

メニュー（→19）で
「きろく」を選びます。
特定のイベントが終わ
ったあとなどにも記録
できます。

※｢きろくそうち｣や｢いいきろくそうち｣
は一度使うとなくなってしまいます。

録記ので外のンョジンダ

録記ので中のンョジンダ

。いさだくてし録記
を容内のでまれこ、はきとるえ終を険冒

るす録記を険冒



。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●



8 基本の操作

村や町などにいるときの操作です。
※ゲームを進めるとできるようになる操

作もあります。

るけつを
」゜「や」゛「に字文

動移をル
ソーカに」いてっけ「

／動移のルソーカ力入
え替り切の類種字文

去消字文1

定決
の目項・力入の字文

／動移のルソーカ

作操の力入字文

作操ので外のンョジンダ

）るけ続し押（り
送動自のジーセッメ

ルセンャキ
／るめ進をジーセッメ

定決
／動移のルソーカ

作操の通共

。すまきで
もとこぶ選てしチッタ、はーュニメの部
一。すまし作操でンタボにもおはムーゲ



く開を
ーュニメ」いせんへ「

く開をーュニメ
るべ調・す話

+／+る走
／く歩

＋く開
をーュニメ」たのそ「



9 ダンジョンの中での操作

。すまりあも作
操るなにうよるきでとるめ進をムーゲ※

く開をーュニメ
+／+換転向方で場のそ

）間るいてし押（示表の目スマ

く向を方のン
モケポるいにく近

+）るめ進をンー
タで場のそ（復回

+／+るえ替
れ入を所場と間仲

+／+く歩てし押を敵
／く歩てし押を間仲

チッタを面画下／
）中機待イケンレ（動発イケンレ

+機待イケンレ

）す押く軽（え替り切に
ドーモ録登イケンレ

チッタを名
ンモケポの面画下
／）す押く軽（

え替り切ーダーリ

+／+
／+／+う使をざわ

撃攻常通
るべ調・す話

+／+動移メナナ

+／+る走）に
気一へ向方たし押（

／く歩

。すで作操のきとるいに中のンョジンダ



え替り切の面画下
らがなし押をすたわみ

らがなし押をる見
を歴履ジーセッメ

）す押く軽（く開
をーュニメぐうど



10 ダンジョンの歩きかた

山などで、入るたびに
地形が変わります。ダ
ンジョンに入ると、基
本的には目的をクリアするか、一番奥ま
で行くか、または途中で倒れたりあきら
めたりするまで出られません。

ダンジョンはいくつも
のフロアで構成され、
フロア内には階段があ
ります。階段の上に乗
るとメッセージが表示
され、「はい」を選ぶと、次のフロアに
進めます。一度次のフロアに進むと、前
のフロアには戻れなくなります。

ダンジョンでは、主人公（自分）→仲間
→敵の順番に1回ずつ行動します。全員が
1回ずつ行動すると「1ターン」が経過し
ます。こちらが行動しなければ、ほかの
ポケモンも行動しません。
※同じフロアでターンが経過しすぎると、

風に飛ばされて冒険失敗になります。

ていつにンータ

段階とアロフ

や窟洞るあに地各、は
ンョジンダの議思不

？てっンョジンダの議思不



目的を達成したり、一
番奥までたどり着く
と、ダンジョンはクリ
アとなります。冒険

ポケモンにはHP（体力）があり、ダメー
ジを受けると減ります。HPが0になると
倒れてしまいます（→12）。HPはター
ンが経過すると回復するほか、道具やわ
ざを使っても回復できます。
また、ダンジョンでターンが経過すると、
ポケモンの「おなか」が減ります。おな
かが0になると、ポケモンのHPが減って
いきます。おなかはリンゴなどの食料を
食べて回復できます。

かなおとPH

。すまきで出脱らかン
ョジンダとす押を、れさ示表が態状の

きとたしアリクや果結
の

アリクのンョジンダ



11 ダンジョン画面

ます。
※メニューの「そのた」→「オプション」
（→23）で、つねにマス目を表示するこ
ともできます。

仲間の足元に  、敵の足元に  が
表示されます。

戦いの様子や、ダンジョンで起こったさ
まざまなできごとが表示されます。しば
らく操作せずにいると、持っているお金
や天気などのプレイ情報が表示されます。

名前とLv（強さ）、HP（体力）／最大
HPです。

態状の分自

ジーセッメ

数アロフ

 は は

ンモケポ

りなに色ジンレオは向方るいてい向が分自
、れさ示表が目スマは間るいてし押を

たか見の面画ンョジンダ



ダンジョンマップには、現在いるフロア
の中で、訪れたことのある場所の情報が
表示されます。また、ポケモンや道具の
位置がアイコンで表示されます。

名前に☆がついている仲間は、リーダー
にすることができます。ま を
押すたびに、表示される情報がダンジョ
ンマップ→メッセージ履歴→調査の内容

（調査中のみ）→タイプの相性表に切り替
わります。

物宝るいてし探で査調
ナワ

）41→（かゆなぎしふ
段階
ンモ

ケポるいてしを旅／ンモケポトスゲ
ンモケポけすたお／主店

。すまし滅点は）41→（スピラ※
具道るいてち落

ンモケポの象
対助救／ンモケポるいてし探で査調

ンモケポの敵
。すまし滅点はンモケポるいてし作操※

ンモケポの方味

、た

面画下

プッマンョジンダ



12 敵との戦い

値がたまるとポケモンはLvが上がって強
くなります。

を押しながらを押すと、仲間全員が
敵を囲い込んでわざを使う、「レンケイ」
入力モードになります。もう一度を押
すか、下画面をタッチすると、レンケイ
を発動します。
このとき使用するわざは、メニューの

「レンケイ」（→22）で登録できます。
※レンケイでわざを出すと、ふつうにわ

ざを出すときよりもおなかが減ります。
※レンケイは、ゲームを進めるとできるよ

うになります。

を押しながら／
／／のいずれかを
押すと、わざ（→22）
を出します。わざとポ
ケモンのタイプには
性があり、効果の高い の
アイコンが表示されます のついた
ざは効果がありません）。また
のついたわざは、角などでも壁をすり抜
けて当てることができます。
わざを使うと「PP」が1ずつ減ります。
PPが0のわざは使うことができません。

や、
わ（

＞＞に順
相

う使をざわ

るすイケンレと間仲

験経、り入に手が値験経とす倒を敵。す
まいがンモケポの敵はに中のンョジンダ

ルールのい戦



ポケモンは、HPが0に
なると倒れてしまいま
す。下画面の名前に☆
がついているポケモン
が全員倒れてしまった
場合は、救助を求めるか、冒険をあきら
めることになります。

倒れたときにペリッパー島から救助を求
めると、ほかのポケモンに助けてもらう
ことができます（→25～26）。トップメ
ニューに戻るので、「ペリッパー島」を
選んでください。
なお、一度の冒険で救助を求められる回
数には限りがあります。また、救助を求
められないダンジョンもあります。
※救助を待っている間は、本編の冒険は

進められません。

倒れたときにあきらめたり、救助を求め
られなかった場合、冒険は失敗となり

敗失の険冒

。すまれさ戻
に）点地の定特はたま（町や村で態状た
っ失てべすを具道と金おるいてっ持。す
ま

るめ求を助救

……とうましてれ倒



13 ポケモンについて

態異常）、能力が下がったり
（能力低下）することがあり
ます。状態異常はターンの経
過や道具の使用、次のフロアに行くこと
によって治ります。能力低下は「ふしぎ
なゆか」（→14）に乗ったり、次のフロ
アに行ったりすることによって治ります。

敵ポケモンは、ほかのポケモンを倒すこ
とによって、進化することがあります。

。すまれ
さ除解で場のそとす外を具道。すで
効有みの間るいてけつに身を具道
な別特、は態状カンシガメ、醒覚※

カンシガメと）いせくか（醒覚

。すまりあがとこるま高が力能にらさ
、てし」カンシガメ「きとのこはてっ

よにンモケポ、たま。すまりなに態状
たしプッアーワパに幅大はンモケポの
中醒覚。すまりあがとこるす」醒覚「
がンモケポ、てっよにとこるけつ
に身を具道な別特、とるめ進をムーゲ

化進のンモケポ敵

状（りたし化変が態状のンモ
ケポ、てっよにどな撃攻の敵

意注に下低力能や常異態状



14 道具としかけ

ると拾うことができま
す（バッグがいっぱい
の場合は、いらない道
具と入れ替える必要があります）。また、
おか の上に乗ると、拾って所持金を
増やすことができます。

ダンジョンの中には「ラピ
ス」が落ちていることがあ
ります。ラピスは「リング
ル」にはめることができ、
ポケモンがそのリングルを
身につけると、さまざまな能力を手に入
れます。
また、ラピスはポケモンに使っても効果
があります。効果はラピスの色ごとにち
がいます。下の表をご覧ください。
ただし、ラピスは見つけてから数ターン
が経過すると、くだけてかけらになって
しまいます。また、持っているラピスや、
ラピスで手にいれた能力は、ダンジョン
を出ると消えてしまいます。

るが上し少が さやばす
るが上し少が うぼくと
るが上し少が ょぎうぼ
るが上し少が うこくと
るが上し少が きげうこ

るが上し少が PH大最

ルグンリとスピラ

ね

乗に上、は具道るいて
ち落に中のンョジンダ

ていつに具道



ダンジョンの中に、お
店が開かれていること
があります。ほしい道
具を拾ってカクレオン

（店主）に話しかけ、
おか を払いましょう。また、いらな
い道具を床に置いてカクレオンに話しか
けると、売ることもできます。
※お金を払わずにお店を出ると、大変な

ことになるので注意しましょう。

ダンジョンの床に落ちてい
る「ラピスのかけら」を集
めると、1つのラピスにな
ります。

らけかのスピラ

。す
まいましてっなくなはスピラの元
、とるすりたし消、りたしをき書上※

去消／き書上のスピラ

。すまきでがとこす消でん選を
スピラで」すけ「、び選をルグンリで
）02→（」ぐうど「のーュニメ、たま
。すまりあが要必るすき書上、は合場

いたけつをスピラにた新、にきとのい
ぱっいがスピラるいてけつにルグンリ

ね

店おのンョジンダ



ダンジョンの中には、
踏むと発動するさまざ
まなしかけがありま
す。なかには、目に見
えないワナもありま
す。

「ふしぎなゆか」に乗
ると、能力がすべて元
に戻ります。能力が

。すまいましてっ戻に元も力能
たっが上、がすで利便
にきとたっましてっが
下

かゆなぎしふ

……とむ踏をけかし



15 村・町でできること

道具を売り買いできる
お店です。道具を選ぶ
ときにを押すと、複
数の道具をまとめて選
べます。また、+
を押すと、道具をすべて選ぶことができ
ます。

道具やおか を預けたり、
引き出したりできるボックス
です。ここに預けた道具は、
冒険に失敗してもなくなりま
せん。道具を選ぶときにを
押すと、複数の道具をまとめて選べます。
※あずかりボックスは、ダンジョンの途

中に設置されていることもあります。

ね

スクッボりかずあ

店商ンオレクカ

。すまきでがとこるえ整を備準の険冒
、てしりたし用利を設施、りため集を報情

はでここ。すまいてしら暮がンモケポな
まざまさ、はに町や村るなと点拠の険冒



ポケモンがこれまでに
覚えたわざを、忘れた
り、思い出したりする
ことができます。
また、条件を満たす
と、わざを教わったり、ポケモンが持つ

「とくせい」を変更したりすることができ
ます。
※思い出すことができるのは、ポケモン

がレベルアップで覚えるわざのみです。
わざマシンで覚えたわざは、一度忘れ
ると思い出すことができません。

調査（→18）をクリ
アすると、ポケモンが
おれいをくれることが
あります。カフェで

。すま
きでがとこる取け受をいれお、とるけか

し話に）主店（ラール
ガ

ェフカンモケポ

！ッーウトクカざわ



16 ニャースシアター

ニャースに話しかけて
「ダンジョンをぼうけ
ん（さつえい）」を選
ぶと、特別なダンジョ
ンに挑戦できます。こ
のダンジョンでは、クリアするか失敗す
るまで、冒険の様子が映画として記録さ
れます。なお、映画はSDカードに保存さ
れます（映画の長さや数によって、必要
となる容量は変わります）。
※このダンジョンには道具やおか を

持ち込めず、持っているものはあずか
りボックスに送られます。また、拾った
ものを持ち帰ることはできません。

※ダンジョンでは、全員のレベルが5にな
ります。

映像）に残すことがで
きます。映画は、インターネット通信を
使ってアップロード／ダウンロードする
こともできます。

イレプリ（画映を険冒
のでンョジンダ、はで
」ータアシスーャニ「

るきで用利で所場るあ

ね

す残を画映



ニャースに話しかけて
「えいがをみる」を選ぶ
と、記録した映画を見る
ことができます。なお、
映画を選んで「おきにい
り」を選ぶと、お気に入りに登録できま
す。

「みんなのえいがをさがす」を選ぶと、ほ
かのプレイヤーの映画を探してダウンロ
ードできます。映画は新着リストやラン
キング、シアターIDから探せます。「み
んなのえいがをみる」を選ぶと、ダウン
ロードした映画を見ることができます。

「じぶんのえいがをこうかいする」を選ぶ
と、自分の映画を1つ選んで公開できま
す。公開できる映画は1つまでで、新たに
映画を公開すると、古い映画は削除され
ます。

「シアターIDをきく」で自分のシアターID
を確認して友達に伝えれば、映画を見て
もらうことができます。

ニャースに話しかけて「えいがこうかん」
を選ぶと、インターネット通信を使って
自分の映画を公開したり、ほかのプレイ
ヤーの映画をダウンロードして見たりで
きます。
※サーバー上のデータの保持期間は「デ

ータの登録から365日」です。

）信通ト
ッネータンイ（るす換交を画映

るす開公を画映の分自

る見を画映のーヤイレプのかほ

る見を画映





17 調査団ガジェット

ポケモンから調査の依頼
を受けると、リストに調
査の目的や場所、難しさ
などの情報が表示されま
す。で調査のしぼりこ
み、で並び替えができます。

ポケモンたちの関係を
見ることができます。
関係のあるポケモン同
士は線でつながれてい
て、調査をこなすこと
によって登場するポケモンが増えていき
ます。
ポケモンを選ぶとステータスを見たり、

「お気に入り」に登録することができます。
また、を押すとポケモンやつぶやきの
一覧を見たり、ポケモンをけんさくした
りできます。

ブーオりがなつ

トスリさうょち

。すまれさ加追
が目項の下以、にーュニメるす示表で
、とるあがトッェジガ。すまり入に手が
」トッェジガ団査調「、とるめ進をムーゲ



地図を開き、これまで

困っているポケモンが
いると、つながりオー
ブで「つぶやきを見
る」ことができます。
つぶやきを見ることに
よって、そのポケモンから調査の依頼を
受けることができます。つぶやいている
ポケモンに が表示されます。、は

る見をきやぶつ

。すまきで認確をどな町
・村やンョジンダたれ訪
に

ずちいかせ



18 調査団のお仕事

特定のポケモンに話しか
けたり、調査団ガジェッ
トの「つながりオーブ」で
困っているポケモンのつ
ぶやきを見ると、調査の
依頼を受けることができます。

村や町の出口などから外
に出て、行き先を選びま
す。調査の対象になって
いるダンジョンに が
表示され、を押すと調
査の情報を確認できます。

ダンジョンの中で探し
ているポケモンを見つ
けて話しかけたり、特
定の道具を見つけたり
して目的を達成する
と、調査はクリアとなります。

すなこを査調 ❸

るけか出に査調 ❷

は

るけ受を頼依の査調 ❶

。すま
しりたえらもをいれおなまざまさ、りた
っなく良仲とンモケポ、てっよにとこす
なこを査調るれさ頼依らかちたンモケポ



調査をクリアすると、
依頼したポケモンと友
達になり、つながりオ
ーブの枠が金色に変わ
ります。友達になった
ポケモンは、ダンジョンに仲間として連
れて行けるようになります。
また、ポケモンと友達になると、さら

。すまし
りたし場登にブーオりがなつがンモケポ
のい合り知、りたえらもてし介紹を達友
に

化変のブーオりがなつ



19 メニュー画面

めると増えていきます。
※ダンジョンの中と外では、選べるメニ

ューや表示される情報が異なります。

。すま
きでりた見をトンヒ、り
たえ変を定設のムーゲ

）32
→（たのそ

。すまきで認確
をさ強のンモケポの間仲

）12→（
スターテス

。すまきでりた見り
たっ使を具道るいてっ持

）02
→（ぐうど

覧一ーュニメ

進をムーゲ、はーュニメ
るべ選。すまべ選をーュ
ニメの下以、れさ示表が
面画ーュニメとす押を



。すまきでもとこるり
下らか段階、りだん踏を
）41→（ナワやかゆな

ぎしふ。すまきでりたっ
使で場のそ、りたっ拾は
合場るあが具道に元足

ともしあ

。すませ渡見
を屋部るい今、てしか動
をラメカではたま

すたわみ

。すまえ
替れ入を番順のンモケ
ポう使をざわでイケンレ

えかれい
んばんゅじ

。すまきでりたし定
設をざわう使でイケンレ
、りたし動発をイケンレ

）22
→（イケンレ

。す
まきで定設をンタボす
出をざわ、やざわう使

）22→（
いてっせ ざわ

。すまきで
がとこるめ決をンータ
パ動行の間仲の外以分自

ぎ
いかんせくさ

ーュニメるべ選で中のンョジンダ

。すまし録記
を容内の険冒のでまれこくろき

。す
まきでがとこる作をムー
チ、び選匹3をンモケポ
るけか出にンョジンダ

いせんへ

ーュニメるべ選で外のンョジンダ



20 どうぐ

道具コマンドで「わたす」
を選ぶと、チームにいる
ポケモンに道具を持たせ
ます。ポケモンはそれ

チームにいるポケモンが持っているもの
には番号が表示され、えだなどには使用
できる残り回数が（ ）で表示されます。
を押すと、種類別に並び替えできます。

道具を選ぶと表示され、使ったり、捨て
たり、説明を見たりできます。選べるコ
マンドは道具や状況によって異なります。

。すまれ
さ示表が面画ぐうど、とぶ選を」ぐうど「

ドンマコ具道

数大最るて持／数の具道るいてっ持

トスリの具道

。すましりたっ
が上が力能、りたっ使に的動自、きでが

とこつ持けだつ1を具道れ
ぞ

すたわを具道



21 ステータス

ポケモンを選ぶと、強さ
やとくせい、覚えている
わざ、状態などが表示さ
れます。ページは左右
またはで切り替えられ
ます。

報情のンモケポ

。すまきで認
確をさ強の間仲、とぶ選を」スターテス「



。すで具道るいてっ持ぐうど
。すで合具り減のかなおかなお

。す
まりなくすやし中命がざ
わ、どほい高がさやばす

さやばす

。すで
力る守を身らかざわの
」ゅしくと「がいせくぞ

うぼくと

。すでさ強のざわの
」ゅしくと「がいせくぞうこくと

。す
で力る守を身らかざわ
の」りつぶ「がいせくぞ

ょぎうぼ

。すでさ強のざわ
の」りつぶ「がいせくぞきげうこ

。すで値験経な要
必にめたるなにvLの次

でま
ルベレのぎつ

。すで
計合の値験経たれ入に手ちんけいけ

。すで
値大最／値在現の力体PH

。すで
値数す表をさ強な的合総vL

。すまし響影に力威の
ざわ、りあが性相はにプ
イタ。すでプイタたっい
と」さく「や」きんで「

プイタ

たか見のさ強



22 わざ せってい／レンケイ

ざを確認、設定できます。

わざを選んで「いれかえ」を選ぶと、順
番を入れ替えます。操作しているポケモ
ンは、順番を入れ替えることによって、
わざを出すボタンを変えられます。

操作していない仲間のわざを選ぶと「つ
かう／つかわない」を切り替えます。使
わないわざに  が表示されます。 は

え替り切の用使ざわ

。すまし長成
もざわじ同るいてえ覚がンモケポの
かほ、とるせさ長成をざわが匹1。す
まし有共で員全間仲は度長成のざわ

。すましプッアがPP大最、率中命や
力威はざわたし長成。すまりあがのも

るす長成とるなに
いぱっいがジーゲ
、りが上がジーゲ

す表を度長成にと
ごう使、はにざわ

長成のざわ

え替れ入のざわ

わるいてえ覚が間仲、と
ぶ選を」いてっせ ざわ「

いてっせ ざわ



このメニューを選ぶ
か、を軽く押すと

「レンケイとうろくモ
ード」になり、レンケ
イ（→12）するとき
に使うわざを決めることができます。

。すまきで動発をイケン
レで場のそ、は合場るいにスマの前の目
が敵。いさだくでん選つずつ1をざわに番
順

イケンレ



23 そのた

※ダンジョンの中と外では、選べるメニ
ューや表示される情報が異なります。

。すまえ替
り切をンモケポるす作操

いた
うこーダーリ

。すまきで認確
を覧一のンコイアす表
を性相やプイタのざわ

ドイガン
コイアプイタ

。す
まきで認確を作操トッカ
トーョシや作操な的本基

い
めつせさうそ

ーュニメるべ選で中のンョジンダ

。す
まりま始らか態状たし録
記に後最、とるす開再
をムーゲ。すまり戻にー
ュニメプットにずせ録記

らかくろ
き のいかんぜ

。す
まきで認確を報情つ立役
に険冒のでンョジンダ

トン
ヒのんけうぼ

。すまきで認確を報情つ
立役にめたるめ進を険冒たかびそあ

。すまきで認確
をジーセッメのでまれこ

きれ
りジーセッメ

。すまきで更変を定
設なまざまさのムーゲ
、どな示表面画や量音

ンョシプオ

。すまべ選をーュニ
メの下以、はで」たのそ「



ーュニメるべ選で外のンョジンダ

。すまり戻でま
ろことたきてっ入に初最へちぐりい

。すまりなにとこたし
敗失を険冒、とぶ選をー
ュニメのこ。すまり戻に
町や村てめらきあを険冒

るめらきあ

。すまきで認確
をどな気天のンョジンダ

いたうょじ
のンョジンダ



24 ペリッパー島

※ペリッパー島の南の入り口から出ると、
トップメニューに戻ります。

リッパー島」に行ける
ようになります。ここ
では、通信を使ってさ
まざまなやりとりを楽しめます。

ペリッパー島では以下のことができます。
・これまでに行ったことのあるダンジョ

ンや、ペリッパー島限定のダンジョン
を冒険する

・ダンジョンで倒れたときに救助しても
らう（→25～26）

・ダンジョンで倒れたポケモンを救助す
る（→25～26

るす用利を設施の部一・
）72

→（るすりとりやをンモケポけすたお・
）

とこるきでで島ーパッリペ

ペ「らかーュニメプッ
ト、とるめ進をムーゲ

はと島ーパッリペ



25 救助について

を再開できます。救助
は自分でも行えますが、通信機能などを
使って、ほかのプレイヤーに助けてもら
うこともできます。詳しい手順について
はP.26をご覧ください。
ほかのプレイヤーと救助し合う方法は、
以下の種類があります。

画面に表示されるパスワードまたはQRコ
ードをほかのプレイヤーに伝えてくださ
い。パスワードの入力や、QRコードの認
証に成功すると、救助のメールを受け取
れます。

救助する人と救助してもらう人のソフト
と2台の本体があれば、近くにいるプレイ
ヤーとローカル通信で救助のメールを送
受信できます。
●用意するもの
ニンテンドー3DSシリーズ本体……2台
本ソフト……2本

。すまきで信受送をルーメの助救とーヤ
イレプるいにく近、てっ使を信通線外赤

う使を信通線外赤

）イレプ
ルカーロ（う使を信通ルカーロ

う使をドーコRQとドーワスパ

険冒てし活復、とるす
功成に助救ので島ーパ
ッリペ、もてっまして
れ倒で中のンョジンダ



26 救助の手順

❶ 左側のペリッパー
に話しかけ、「メ
ールをおくる」→

「たすけてメールを
おくる」の順に選
び、続いてメールを送る方法を選びま
す。

❷ 救助を待ちます。待っている間、ペリ
ッパー島の奥からダンジョンに行くこ
ともできます（このダンジョンで倒れ
た場合は、救助してもらえません）。

❸ 救助をしてもらうと、
救助してくれた人から

「ふっかつメール」を受
信できます。左側のペ
リッパーに話しかけて

「メールをうけとる」を選び、続いてメ
ールを受け取る方法を選び、「ふっか
つメール」を受け取ってください。

❹ ふっかつメールを受け取ると、トップ
メニューで「ふっかつする」を選んで、
倒れたところから冒険を再開できます。

うらもてし助救

。すまい行で順手
なうよの下以、は助救ので島ーパッリペ



❶ 左側のペリッパー
に話しかけて「メ
ールをうけとる」
を選び、続いてメ
ールを受け取る方
法を選びます。通信やパスワードの入
力などに成功すると、「たすけてメー
ル」を受け取ります。

❷ ペリッパー島の奥
から、たすけてメ
ールの送られたダ
ンジョンに出かけ
ます。倒れたポケ
モンを見つけて話しかけると、救助成
功です。
※これまでに冒険したことのないダン

ジョンには、救助に行けません。

るす助救

ていつにルーメいれお

。すまきでもとこるけ付を具道
の分自てしといれおはにルーメ、たま

。いさだくでん選をルーメ
つかっふの手相いたり送、び選を」る
くおをルーメ「、けかし話にーパッ
リペの側左。すまりなにうよるれ送を
」ルーメいれお「に手相、とる取け受

をルーメつかっふ、いらもてしを助救

。すまいましてっなく無
はらかろことの分自は具道たけ付※



自分のポケモンを救助するときは、メー
ルのやりとりを行わず、ペリッパー島の
奥からダンジョンに向かいます。倒れた
地点まで向かい、自分のポケモンに話

❸ ペリッパー島に戻り、救助成功の報告
をします。左側のペリッパーに話しか
け、「メールをおくる」を選びます。
たすけてメールがふっかつメールに変
わっているので、相手のプレイヤーに
送ってください。

。すで功成助救とるけか
し

合場るす助救で分自



27 おたすけポケモンのやりとり

りできます。

右側のペリッパーに話
しかけて「おたすけポ
ケモンをおくりだす」
を選びます。送りたい
仲間を選び、続いてあ
いさつを入力してください（おたすけポ
ケモンとして送っても、仲間からはいな
くなりません）。
次に、おたすけポケモンをすれちがい通
信に登録するかどうか選びます。すれち
がい通信に登録すると、本ソフトのすれ
ちがい通信に登録した本体同士が近づい
たときに、おたすけポケモンのデータが
交換されます。
また、すれちがい通信を登録した場合は、
続けてインターネット通信に登録するか
を設定できます。インターネット通信に
登録すると、インターネットを通じてお
たすけポケモンを送ります。

）信通トッネ
ータンイ／信通いがちれす（
すだりくおをンモケポけすたお

とりやてっ使を信通トッネータンイや信
通いがちれす。すでンモケポるれくてし
け助手を険冒に的時一、てっ行に界世の
ーヤイレプの別、はとンモケポけすたお



右側のペリッパーに話しかけて｢おたすけ
ポケモンをうけいれる｣を選ぶと、すれち
がい通信やインターネット通信でおたす
けポケモンを受け取れます（インターネッ
ト通信の場合は、ランダムでおたすけポケ
モンが送られてきます）。
受け取ったおたすけポケモンは、ダンジ
ョンの冒険中に登場して、一緒に戦ってく
れることがあります。また、ペリッパー
島ではおたすけポケモンを｢へんせい｣メ
ニューで仲間に加えることもできます。
※「おたすけポケモンをおくりだす」を設

定していない場合は、おたすけポケモ
ンを受け取ることはできません。

。んせまきではとこす
消、がすまきではとこるすき書上
、はターデのンモケポけすたおたし

ドーロプッアで信通トッネータンイ※
。いさだくてし直し録登を信

通いがちれす、てけかし話にーパッリ
ペの側右、は合場るす録登度再。いさ
だくてし除削でん選をターデの信通
いがちれすのトフソのこ、らか」理
管信通いがちれす「→」理管ターデ「
→」定設体本「のーュニメEMOH
、は合場るめやを信通いがちれす

）信通トッネ
ータンイ／信通いがちれす（
るれいけうをンモケポけすたお



。いさだくでいなし力入は
報情人個や葉言なうよるなにち持気
な快不が人、はにつさいあるす力入
で」すだりくおをンモケポけすたお「



28 ふしぎなメール

を入力して「おわり」を選んでください。
QRコードの場合はカメラが起動しますの
で、QRコードを撮影してください。
入力に成功すると、道具や新しいダンジ
ョンなどを受け取ることができます。
※ふしぎなメールはゲームを進めると選

べるようになります。

うよれ入に手をドーワスパ

/noegnud_ohc
/xe/pj.oc.nomekop.www//:ptth

。いさだく認確ごをトイサ式公
のムーゲのこはくし詳。すまれさ表
発でろことなろいろいはドーワスパ

ドーワスパの字文8、は合場のドーワスパ
。すまび選らかドー

コRQとドーワスパを法方る取け受、とぶ
選を」ルーメなぎしふ「でーュニメプット



29 ジュークボックス

ます。聴きたい曲を選
んでで再生／停止し、でリストの次
の曲、で前の曲を再生します。また、

で画面をロックし、操作ができ
ない状態にします（再 を押す
と解除されます）。

再生モードは以下の3種類があり、を押
すごとに切り替わります。

を押すと、選んでいる曲 が表示さ
れ、お気に入りとして登録されます（
を長押しすると、まとめてチェックを

※ジュークボックスの曲は、本体を閉じてい
てもイヤホンで聴くことができます。

生再ルフッャシ 。すまし生再で
ムダンラを曲のてべす

生再プール曲1 。すまし生再し返り繰
をみの曲1るいでん選

生再続連 。すまり
戻に曲の初最とるわ終
、し生再に番順を曲全

。すまれさ生再らか中の曲るいて
し録登にり入に気お、はでドーモ生再ル
フッャシや生再続連。）すまきでしずはけ
つ

に

録登り入に気お

ドーモ生再

度

きでがとこく聴を曲る
れ流に中ムーゲ、とぶ
選を」スクッボクーュ
ジ「でーュニメプット



30 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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