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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。

の



 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
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。

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



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。
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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。

Developed by Ambrella.
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。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



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
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。

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、ほかのプレイヤーのMiiを城下町など
に呼ぶ（→15）ことができます。

。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



●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。

●他のユーザーとのすれちがい通信
すれちがい通信でMiiをやり取りする機
能（→13）を制限できます。

●他のユーザーとのインターネット通信
いつの間に通信でフレンドのMiiが来る
機能（→14）や、インターネット通信
でほかのプレイヤーのMiiを城下町など
に呼ぶ機能（→15）を制限します。



5 どんなゲーム？

『みんなのポケモンスクランブル』は、お
もちゃのポケモンを操作してステージを
進み、ポケモンを集めるゲームです。集
めると冒険者ランク（→8）が上がり、で
きることが増えていきます。

。すまりあがとこいな
し生発に的時一がトンベイるいてし動
連、とるす更変を刻時や付日の体本



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）のメニューなど
をタッチ操作（→9）して、さまざまな行
動ができます。

※イベント中 でスキップがで
きます。

は

作操のジーテス／町下城

定決
/択選の目項

る戻

作操のどなーュニメ

）でジーテス（B技

示表
のーュニメ代交

+る撮を真写の
面画下と面画上

）で町下城（プンャジ
）でジーテス（A技

）で町下城（す話
/動移

示表の
ーュニメズーポ

作操のSD3ードンテンニweN

。すまきでが
作操の様同と/もで）クッィテス
C（、は合場ぶ遊でLL SD3ードン
テンニweN／SD3ードンテンニweN





7 データのセーブ（保存）と消去

ゲームの進行状況は、上画面の左上に
「記録中」と表示されているとき、自動的
にセーブされます。セーブされるタイミ
ングは「ショップで買い物をしたとき」
や「ステージを出たとき」などです。
セーブしてゲームをやめる場合は、城下
町にいるときにポーズメニュー（→12）
から「記録して終了」を選んでください。

ソフト起動後、ニンテンドー3DSのロゴ
が表示されてから城下町の画面が表示さ
れるまでの間に、＋＋＋を同時
に押し続けると確認メッセージが表示さ
れます。内容を確認してデータを削除し
てください。

。んせませ戻はに元はターデ
たし去消。いさだく認確ごに分十を容
内のターデ、はきとるす去消をターデ

去消のターデ

ブーセのターデ



。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●



8 城下町／城下町の歩きかた

操作中のポケモン

プレイヤー情報

城下町では、Miiやポケモンに話しかけた
り、施設を利用したりできます。
何かが起こったり、変わったりしたとこ
ろには、 が表示されます。

タッチメニュー（→9）

※仲間のポケモンの数が上限以上の場合、
王様のお願いに挑戦することはできま
すが、気球に乗ってステージへ行くこ
とはできません。その場合は、上限を
下回るよう、仲間のポケモンとお別れ

（→9）する必要があります。

。すまりが上がクンラ者
険冒とるえ増が類種のンモケポた
えま捕。すでクンラ者険冒の在現

。すで※限上のンモケポる
きでに間仲／数のンモケポの間仲

。すで数ち持手のヤイダケポ

。すまえ使にどな物い
買のでプッョシ、きで手入でどな
ジーテスは。すで数ち持手の



最初は以下の施設を利用できます。ゲー
ムを進めると、利用できる施設が増えま
す。

気球に乗ってさまざま
なエリアに移動し、降
りるステージ（→10）
をルーレットで決めま
す。
※一度乗った気球はしぼんでしまいます。

一定時間が経つか、ポケダイヤを使う
とまた乗ることができます。

王様のお願い（チャレンジバトル）に挑
戦できます。クリアすると、結果に応じ
てポケダイヤなどのご褒美がもらえます。

ポケダイヤ で、さまざまなアイテム
を買えます。
※王様からもらえるポケダイヤ3,000個

も、ここで入手できます。

プッョシ

や

城お

ばりの球気

設施の町下城



9 城下町／タッチメニュー

これまでのプレイの記録を確認します。

ゲーム中、さまざまな条件を満たしても
らえる称号を確認できます。入手した称
号はで自分のMiiに名乗らせることがで
きます。

使用するMii、Miiの見た目やメッセージ、
通信でほかのプレイヤーに送られる情報
などを設定できます。

「着替え」ではMiiの服を変更でき、「メッ
セージ編集」ではメッセージを変更でき
ます。
また、「しぐさ」「背景」「フレーム」
では、Miiがほかのプレイヤーの「冒険者
一覧」に表示されたときの見えかたを変
更できます。

今までに見つけたポケモンを確認します。
捕まえたポケモンは背景が白くなります。

下画面のタッチメニューをタッチします。

ンモケポたえま捕

ンモケポ

定設のiiM

号称

報情

分自



仲間のポケモンとお別れします。お別れ
したポケモ を置いていきます。

城下町などに来た、ほかのプレイヤーの
Miiの情報を確認できます。
Miiを選ぶと「住んでいる場所」「いつ来
たか」などの情報が表示され、を押し
てもっと詳しく見ることや、を押して
お気に入りに登録することができます。
※お気に入りは900人まで登録できます。

お気に入りにしているMiiであっても消
すことはできるのでご注意ください。

「すれちがい通信」「いつの間に通信」
「ネットの誰かを呼ぶ」で、ほかのプレイ
ヤーのMiiを呼ぶことができます（→13～
15）。呼ばれたMiiは城下町などに遊びに
来ます。

んさ客お

覧一者険冒

るれ別と間仲

はン

るすにり入に気お

。す
で利便とくおてしにり入に気お、はン
モケポいなくたれ別。すまきでにり入
に気お、きつがとす押をでん選
をンモケポで）11→（ーュニメ代交



。すまれくてき
ていつてしと役トーポサに礼お、とる
け助をiiMるいてっ困。すまりあもと
こるす場登に中ジーテスはiiM、たま

。す
ましりたれくてしにうよるけ行にジー

テスたっ行がiiM
のそ近最、りたえ
らもをトンゼレプ
、とるけかし話に
iiMるいに町下城

。すまいましてっなくないらかジ
ーテスのそはiiM、とるなく無がPH※

……とる来にび遊がiiM



10 ステージ／進めかた

ダメージを与えると、HPゲージが表示さ
れます。

野生ポケモン

青いHPゲージが表示されます。
いつでも仲間のポケモンと交代（→11）
できます。

操作中のポケモン

ステージではポケモンを操作して、野生
ポケモンと戦いながら進みます。進むべ
き方向は緑の矢印で表示されます。

今戦っているポケモンの名前とタイプ

連続してポケモンを倒すとコンボ数が増
えます。

コンボ数

星の数が多いステージほど、珍しいポケ
モンが出現します。

ステージ名

まだ見つけていないポケモンはシルエッ
トで、捕まえていないポケモンは薄く表示
されます。

ステージにいるポケモン

メガシンカパネル



操作しているポケモンのHPゲージが空に
なると敗北になり、城下町に戻されてし
まいます。
このときポケダイヤを使うと、ポケモン
を交代してコンティニューできます。

野生ポケモンのHPゲージを空にすると倒
すことができ、落と （→8）を拾っ
たり、たまに捕まえて仲間にしたりでき
ます。

タッチするとポケモンがメガシンカしま
す。
※ゲームをある程度進めると、メガシン

カできるようになります。

ステージの一番奥まで
進むと、ボスとの戦闘
になります。上画面
部のゲージがボス
HPです。ボスを倒
て気球に乗るとステージクリアです。

し
の
下

アリクジーテスとスボ

……とす倒をンモケポ生野

たし

ーュニィテンコと北敗



11 ステージ／ポケモンの交代

操作中のポケモンは、攻撃されている場
合を除いて、交代メニューでいつでも仲
間のポケモンと交代できます。
※交代メニューを表示している間、ゲー

ム中の時間は止まります。

を押すと、仲間のポケ
モンの一覧が表示され、
選んだポケモンと交代
きます。なお
を押すと、ポケモンが探
しやすいように、一覧を「並べ替える」こ
とや「絞り込む」ことができます。

通り名があるポケモンには、特別な効果
がつきます。

ポケモンの通り名と名前

※を押すと、通り名や、技の特別な効
果が表示されます。

ポケモンのタイプ

交代メニューでは、仲間のポケモンの能
力を確認できます。

※「絞り込む」で「ポケモンのタイプ」を
選ぶと、ポケモンのタイプ一覧と対応
するアイコンを見ることができます。

力能のンモケポ

、
で

ーュニメ代交



技Aの名前とタイプです。技Bを持つポケ
モンは、右側に技Bの情報も表示されま
す。
星の数は技の強さを表します。青い星は
ポケモンのタイプと技のタイプが同じこ
とを、黒い星は違うことを指します。

使える技の情報

ポケモンのHP

ポケモンのつよさ



12 ポーズメニュー

を押すとポーズメニューを表示
します。場所によって、表示されるメニュ
ーが変わります。

この電子説明書を表示します。

ゲームをある程度進め、ショップで「配
役パワー」を購入すると、Miiを王様など
さまざまな役割につけることができます。
※Miiを役割につけても、ゲームのストー

リーは変わりません。

正しいあいことばを入力すると、新しい
仲間のポケモンやMiiの服などがもらえま
す。詳しくは『みんなのポケモンスクラ
ンブル』公式サイト（www.pokemon.
co.jp/ex/m-scramble/）をご覧くださ
い。なお、このサービスは予告なく終了
する場合があります。ご了承ください。

を押すと写真を撮影します。撮影した
写真はSDカードに保存されます。
※+を押すことで、ゲーム中いつでも

写真を撮影することもできます。

る撮を真写

）町下城（ばとこいあ

）町下城（役配の物人場登

書明説



「攻撃操作」で「オート攻撃」（ポケモン
に近づくと自動的に技Aで攻撃する）と

「マニュアル攻撃」（を押すと技Aを使
う）を選べます（「オート攻撃」に設定
した場合でも、ボタンを押して技を使うこ
とができます）。
また、城下町では「通信設定」を選べま
す。「すれちがい通信」や「いつの間に
通信」（→13、14）を登録したり、やめ
たりできます。

セーブしてゲームをやめます。「記録中」
の表示が消えたあと を押して
HOMEメニューに戻るか、電源を切って
ください。

ステージでの冒険やチャレンジバトルを
やめて城下町に戻ります。
ステージから戻る場合は、お城で王様に
報告してから戻ります。気球はしぼんで
しまいますが、やめるまでに捕まえたポ
ケモンは連れて帰ることができます。

）ルトバ
ジンレャチ（る戻に町下城
／）ジーテス（る戻に城お

）町下城（了終てし録記

、

ンョシプオ



13 すれちがい通信

本ソフトのすれちがい通信を登録した本
体同士が近づくと、自動的にMiiの情報が
やり取りされ、相手のMiiが城下町などに
遊びに来ます。また、このとき、自分の
Miiも相手の城下町などに遊びに行きます。

ゲームをある程度進めると、すれちがい
通信への登録ができます。
登録をやめたり、再度登録したりする場
合は、ポーズメニュー（→12）の「オプ
ション」から「通信設定」を選びます。

「すれちがい通信」の項目で設定を変更で
きます。

るす録登を」信通いがちれす「

）信通いがちれす（る
来にび遊がiiMたっがちれす



14 いつの間に通信

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を行います。この
通信でデータを受け取ると、遠くにいる
フレンドのMiiが城下町などに遊びに来ま
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。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。

ゲームをある程度進めると、いつの間に
通信への登録ができます。
登録をやめたり、再度登録したりする場
合は、ポーズメニュー（→12）の「オプ
ション」から「通信設定」を選びます。

「いつの間に通信」の項目で設定を変更で
きます。

るす用使を」信通に間のつい「

）信通に間のつい（
る来にび遊がiiMのく遠



15 ネットの誰かを呼ぶ

インターネットに接続し、遠くのプレイ
ヤーのMiiを呼ぶことができます。呼ばれ
たMiiは城下町などに遊びに来ます。
※インターネット設定については、本体

の取扱説明書をお読みください。

タッチメニュー「お客さん」（→9）で
「ネットの誰かを呼ぶ」を選びます。その
日初めて行うときは「無料で呼ぶ」を選
べます。2回目以降はゲームコインが必要
になります。
※ゲームコインはニンテンドー3DSシリ

ーズ本体の電源を入れた状態で持ち歩く
と貯まります。

はにう行を信通トッネータンイ

）信通トッネータンイ（
る来にび遊がiiMのく遠



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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