
ゼルダの伝説 神々のトライフォース２

1 ご使用になる前に

準備する

2 ユーザーコンテンツについて

3 保護者の方へ

はじめに

4 ゲームの始めかた

5 データのセーブ（保存）と消去

ゲームの遊びかた

6 ゲームの進めかた

7 フィールド画面

8 ダンジョン画面

9 リンクのアクション

10 アイテム



通信の遊びかた

11 すれちがい通信

困ったときは

12 お問い合わせ先



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。

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



●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。

本品は著作権により保護されています。
ソフトウェアや説明書の無断複製や無断
配布は法律で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、この警告は著作権法上認めら
れている私的使用を目的とする行為を制
限するものではありません。
本品は日本仕様の本体でのみ使用可能で
す。法律で認められている場合を除き、
商業的使用は禁止されています。

重要

© 2013 Nintendo
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。
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
Taiwan Inc.の登録商標です。
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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 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。
●他のユーザーとのすれちがい通信

シャドウリンクのデータをすれちがい通
信で交換する機能（→11）が制限でき
ます。



4 ゲームの始めかた

「新しいファイル」を選ぶと、物語の最
初から始めることができます。
※デモシーンをスキップするには、

を押して「スキップ」をタッ
チします。

カーソルを動かす  / 
決定 

最初から遊ぶ

戻る 

◆ファイルを選ぶ画面のボタン操作

データが保存されているファイルを選ぶ
と、前回セーブした続きから始めること
ができます。

続きから遊ぶ

ソフトを起動し、タイトル画面でを押
すと、ファイルを選ぶ画面に進みます。

3つのファイルのいず
れかを選んでゲームを
始めます。

ファイルを選ぶ



5 データのセーブ（保存）と消去

※自動的に進行状況がセーブされること
もあります。

風見鶏に近づいて
を押すと、これまで
の進行状況をファイ
ルにセーブすること
ができます。

データのセーブ

●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。



※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。

データの消去

ファイルを選ぶ画面（→4）でファイル
を選び、「削除」を選んでととを
同時に押すと、削除できます。



6 ゲームの進めかた

ハート

ハート はリンクの体力です。敵から攻
撃されたり、ガケから落ちたりすると減
ります。
敵を倒したり、ツボを壊したりするとハ
ートが現れることがあります。これをと
ると、体力を回復できます。

ゲームオーバー

ハートがなくなる
と、ゲームオーバー
です。「つづける」
を選ぶと、リンクの
家またはダンジョン
の入り口から再開で
きます。「ゲームをおわる」を選ぶと、
セーブせずにタイトル画面に戻ります。

ルピー

ルピー はこの世界のお金で、お店など
で使えます。
さまざまなところで手に入り、色によっ
て手に入る金額が異なります。

『ゼルダの伝説 神々
のトライフォース
2』は主人公のリン
クを操作して、さま
ざまなアイテムを使
いながらダンジョン
の謎を解き、物語を進めていくアクショ
ンアドベンチャーゲームです。



を押す
とゲームが一時
停止します。

「つづける」を
選ぶと再開し、

「ゲームをやめる」を選ぶと、セー
ブせずにタイトル画面に戻ります。

ポーズメニュー



7 フィールド画面

ハート

がんばりゲージ

壁画になったり、アイテムを使ったりす
ると減り、時間とともに少しずつ回復し
ます。がんばりゲージがなくなると、ア
イテムが使えなくなります。

拡大／縮小ボタン

タッチするたびに、地図を拡大／縮小で
きます。

物語を進めると画面に表示されるように
なるものもあります。



持っているルピー

迷子マイマイ

タッチすると、各エリアにいる「迷子マ
イマイ」の数を確認できます。迷子マイ
マイを見つけてマザーマイマイのところ
に連れていくと、いいことがあるかもし
れません。

セット中のアイテム

それぞれのスロットに装備しているアイ
テムです。

地図

は現在地、 は目的地です。

ピン

スライドすると、地図に目印のピンを刺
すことができます（最大20本）。地図
に刺したピンをタッチすると、色を変え
たり、ピンを消したりできます。

ベル

タッチするとアイリンを呼びます。アイ
リンはこれまでにふれたことのある風見
鶏のところまで連れていってくれます。

を押して行えるアクション

裏表切り替えボタン

タッチしている間、地図の裏／表が切り
替わります。



コレクト

タッチすると持ってい
るコレクトアイテムを
確認できます。コレク
トアイテムは、持って
いるだけで自動的に効
果がある（使用できる）
アイテムです。

アイテム

タッチするか
を押すと、持っている
アイテムを確認できま
す。スロットにセット
するアイテムの変更も
できます（→10）。



8 ダンジョン画面

鍵

ダンジョンの階層

鍵を持っていると表示されます。

ダンジョンの中では、一部の表示がフィ
ールドと異なります。

リンクがいる階層
ボスがいる階層



ダンジョンの地図

宝箱やボスの位置は、コンパスを手に入
れると表示されるようになります。

ダンジョン内には、
鍵のかかった扉があ
ります。扉の先に進
むには、どこかにあ
る鍵を手に入れる必
要があります。鍵を
持っている状態で近づくと、で扉を開
けられます。

鍵と扉について

ワープポイント
に入ると、別の
階層に移動でき
ます。

ワープポイント

現在地
宝箱
鍵のかかった扉
ワープポイント
ボスがいる部屋の扉



9 リンクのアクション

回転斬り

を押すと、前方に
向けて剣を振りま
す。

剣を使う

を長押しすると、
剣が光ります。この
状態でボタンを離す
と、強力な回転斬り
ができます。

ビーム

マスターソードを装
備して体力が満タン
のときに使うと、剣
の先からビームを出
すことができます。

カメラを動かす

を押した方向にカメラを動かします。

物語を進めるとできるようになるアクシ
ョンもあります。

移動

を倒した方向に移動します。



人や立て札などに近
づいてを押すと、
話しかけたり、書い
てある内容を読んだ
りすることができま
す。表示されたメッ
セージは、またはを押すと進めるこ
とができます。

はなす／ふれる／
よむ／しらべる

ツボなどに近づいて
を押すと、持ち上
げてそのまま移動で
きます。もう一度
を押すと持っている
ものを投げます。

もつ／なげる

盾を装備してを押
すと、盾を使って身
を守ります。

盾を使う

ペガサスの靴を装備
してを押すと、向
いている方向にダッ
シュします。ダッシ
ュしながら木などに
ぶつかると、なにか
落ちてくることがあります。

ダッシュ



壁の前でを押すと
壁の中に入って壁画
になります。壁の中
は左右で移動でき
ます。再度を押す
と壁の外に出ます。
壁画になっている間は、がんばりゲージ
が減ります。ゲージがなくなると、自動
的に壁の外に出されます。

へきが



10 アイテム

アイテムを使う

「X」のスロットにセ
ットしたアイテムは
、「Y」のスロッ
トにセットしたアイ
テムはを押して使
います。

ラヴィオの店では、
ルピーを払ってアイ
テムを借ります。借
りたアイテムは持っ
ているアイテムと同
じように使えます
が、ゲームオーバーになると、自動的に
返却されます。

アイテムのレンタル

アイテムのセット

「アイテム」をタッ
チするか を
押すと、持っている
アイテムが表示され
ます。
アイテムをで選ん
で、またはを押
すとスロットにセットできます。
※「X」のスロットは、物語を進めると使

えるようになることがあります。



ヒントメガネを
使うと「ヒント
おばけ」が見え
るようになりま
す。ヒントお
ばけは、ゲームコインと引き替えに
ゲームのヒントを教えてくれます。
ゲームコインは、ニンテンドー3DS
本体を持ち歩くことで貯まります。
詳しくは、本体の取扱説明書をご覧
ください。

ヒントメガネ



11 すれちがい通信

すれちがい通信をやめるには、本体設定
の「データ管理」の「すれちがい通信管
理」から、このソフトのアイコンを選ん
で、「すれちがい通信をやめる」をタッ
チしてください。

「すれちがい通信」を
やめる

「すれちがい通信」を
設定する

このソフトのすれちがい通信を設定した
本体同士が近づくと、リンクのデータが
交換されます。すれちがった相手のリン
クは「シャドウリンク」として、どこか
に現れます。シャドウリンクに話しかけ
ると、バトルを挑むことができます。

シャドウリンクのやりとり
（すれちがい通信）

カカリコ村にいるお
じいさんに話しか
け、「すれちがいの
設定」を選ぶと、す
れちがい通信の設定
を行います。

※相手側の本体も、すれちがい通信の設
定をしている必要があります。



12 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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