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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。

©2016 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。

CTR-P-ADQJ-00

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。

「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。

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



2 Miiの配役

このゲームに登場する人物には、好きな
Miiを割り振ることができます。
配役は新しい町に入るときや、新たな人
物が登場したときなどに行います。また、
配役を変えたくなったら、「メニュー」
→「きろく」→「ずかん」→「配役Mii図
鑑」の順に選びます。

※「トモコレ」からMiiを選ぶには、3DS本体
に差したSDカード内に『トモダチコレクシ
ョン 新生活』の「追加データ」が必要で
す。

「配役Mii図鑑」から変更
する役を選びます。

「おすすめ」「選ぶ」「最初から作る」
「QRコードを読み取る」から選べます。
「選ぶ」では、「みんなのMii」「Miiスタ
ジオ」「トモコレ」「フレンド」のいず
れかからMiiを呼び出せます。

いつの間に通信（→3）で受け取った、み
んなが作ったおすすめのMiiを選べます。

インターネットにつなぐと、みんなが作
ったMiiを検索することもできます。

）信通トッネータンイ（
すがさ

ていつに」iiMのなんみ「

るめ決をiiMるす役配.2

ぶ選を役るす更変.1



ゲーム内でのMiiの名前を決定すると、配
役が決まります。

るめ決を前名.3



3 いつの間に通信でできること

いつの間に通信を設定すると、みんなが
作ったMiiを自動で受信して、ゲーム内で
自由に使えるようになります。さまざま
なMiiを使えるので、ゲームがいっそう楽
しくなります。
※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カードが無いと、
いつの間に通信を始められませんので、本
体に差し込んでおいてください。

いつの間に通信は、初めてゲームを遊ん
だときに設定できます。また、タイトル
画面の「設定」から、いつの間に通信の
する／しないを切り替えられます。

※以下のMiiは投稿できません。
・みんなのMiiからダウンロードしたMii
・スペシャルMii
・手直しした他人のMii

メニュー→「なかま」や
「配役Mii図鑑」から「投
稿する」を選ぶと、自分
で作ったMiiを投稿できま
す。投稿したMiiは、ほか
のプレイヤーのゲーム内に登場すること
があります。

※いつの間に通信は、インターネットに接続
できる場所で本体の電源をONにしていると
自動で行われます。

るす稿投をiiMたっ作で分自

るす定設を信通に間のつい



1日1回、Miiを選ぶアンケートにお答えく
ださい。アンケートの答えは、いつの間
に通信で配信されるおすすめのMiiを決め
るために使われます。
※アンケートの回答は自動で任天堂に送信さ

れます。
※いつの間に通信を「しない」に設定するとア

ンケートは行われません。

ていつにトーケンア



4 メニュー

「メニュー」をタッチするかを押すと、
メニューが表示されます。

持っているHPバナナの数

持っているMPアメの数

所持金

メニュー

選んだなかまの情報
が見られます。また、

「くわしく」でステー
タス（→6）などを確
認でき、「かきかえ」
でなかまの名前や性
格、見た目などを変更
できます。

MiiのQRコードを表示したり、SDカード
に保存したりできます。

なかまのMiiをMiiスタジオにコピーしま
す。

オジタスiiM

ドーコRQ

まかな



身につける武器やぼうし、
服を変更できます。「見
ためを変える」では武器
や服の強さを変えず、好
きな見た目にできます。
ぼうしと服の組み合わせを変えたり、ぼ
うしをはずしたりできます。

撮影した写真（→９）を
見たり、最近の戦いを見
直したりできます。また、

「ずかん」内「配役Mii図
鑑」からMiiの配役を変更
することもできます（→2）。

くろき

るえがき



5 ゲームの終わりかたとセーブ

メニューで「ゲームをやめる」を選ぶと
ゲームを終えることができます。

ゲームの進行状況は、自動でセーブされ
ます。「ゲームをやめる」を選ばずにゲ
ームを終わっても、最後に自動でセーブ
された場面からやり直せますが、メニュ
ーで「ゲームをやめる」を選んで終わる
ことをおすすめします。

タイトル画面で「設定」を選び、「セー
ブデータを消す」を選ぶと、セーブデー
タを削除できます。
※消したデータは元に戻せないので、データ

を消すときはご注意ください。

※「ゲームをやめる」を選べない場所もありま
す。

※SDカードに保存されているQRコードや写
真は消去されません。

除削のターデ

）存保（ブーセのターデ



。すまりあ
がとこいなし生発が部一のトンベイる
いてし動連、とるす更変を刻時や付日
の体本、たま。すまりあが合場るなく
なえ使がターデブーセたいてっ使でま
今、とるえ変をせわ合み組のドーカム
ーゲ、ドーカDSや体本SD3るす用使

項事意注

。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●



6 ステータスの見かた

性格と職業、現在のレベルです。

がMiiの職業の強さ、 が食べた料理
の効果、 が武器や服の効果、右端が
その合計です。

Miiの情報

ステータス

ステータスはMiiの強さです。なかまのス
テータスは、メニューの「なかま」にあ
る「くわしく」で確認できます。



体力です。攻撃を受け
るとへり、0になると
戦えなくなります。

HP

魔法やワザを使うとき
に消費します。MP

武器で攻撃したとき、
相手に与えるダメージ
にかかわります。

こうげき

魔法のいりょくや魔法
攻撃を受けたときのダ
メージにかかわりま
す。

まりょく

相手から受けるダメー
ジにかかわります。しゅび

行動の順番にかかわり
ます。すばやさ

覧一スターテス



7 うまく戦おう

上から名前、持っている回復グッズとな
かまのレベル、HP、MPです。

なかまのステータス

戦闘中、主人公のMiiは自分の順番がきた
ときにコマンドを選んで行動し、なかま
のMiiは自動で行動します。
※「勝手に行動する」にチェックを入れると、

主人公のMiiも自動で行動します。

※「ふりかけ」や「安全地帯」は、物語を進め
ると使えるようになります。

バトルメニュー

戦闘中いつでも、を押して表示できま
す。「ふりかけ」や「安全地帯」を使っ
たり、戦闘から逃げたりできます。



なかまがピンチになったときは「安全地
帯」を使うのがおすすめです。なかまを
スライドして「安全地帯」に移動させる
と、敵にねらわれなくなり、HPやMP、
状態異常が自動で回復します。

なかまにふりかけをかけると、HPやMP
を回復したり、倒れたなかまを復活させ
たりできます。

うよけかをけかりふ

うお使を帯地全安



8 なかまを強くしよう

敵を倒して経験値がたまると、レベルア
ップし、ステータスが上がったり、新し
いワザや魔法を覚えたりします。敵に勝
てないときは、少し前のフィールドに戻
り、弱い敵を倒してレベルを上げるのがお
すすめです。

宿屋では、なかまにおこづかいをあげた
り、料理を食べさせたりできます。

おこづかいを欲しがっているなかまにお
こづかいをあげると、強い武器や服、戦
いで役立つ回復グッズを買ってきます。

るげあをいかづこお

るすく強で屋宿

るすく強てっ戦



宿屋では、同じ部屋のふたりがなかよく
なります。なかがよくなると、新しい

「好き行動」を覚えます。
※戦闘中や冒険の途中などでも、なかよくな

ることがあります。

料理をあげると、料理ごとに決められた
ステータスが上がります。なかまには料
理の好みがあり、好きな料理では効果が
高く、キライな料理では効果が低くなり
ます。

るせさべ食を理料

るせさくよかな



。すま
きでがとこるめ進に利有を闘戦、てし

りたし撃攻てせわ
合を力、りたっか
づ気をい互おとる
す動発。すまし動
発で動自に中闘戦

はと動行き好



9 いろいろな遊びかた

ある人物にamiiboを見せてあげると、お
礼に特別な服をもらえることも……。

を押すか、下画面をタッチし続けると、
戦闘や移動などを早送りできます。

下画面 をタッチする
と画面写真を撮影できま
す。また、+で上
面、+で下画面を
影できます。撮影した
面写真は、メニューの「きろく」から

「アルバム」を選ぶと確認できます。
※撮った写真はSDカードに保存され、ニンテ

ンドー3DSカメラでも確認できます。

画
撮
画

の

り送早

らたいてっ持をobiima

うろ撮を真写面画



10 amiiboとは

このソフト に対応していま
す。amiibo™［アミーボ］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。

※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。

。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

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。



11 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。

このソフトでは、インターネットに接続し
て「みんなのMii」を検索（→2）したり、
いつの間に通信を利用（→3）したりする
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



●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



12 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
「みんなのMii」からMiiをダウンロード
する機能を制限します。



13 登場する名画の紹介

ゲーム内に登場する名画、作者名について
紹介します。

● レオナルド・ダ・ヴィンチ
- モナ・リザ
- 白貂（しろてん）を抱く貴婦人（きふ
じん）

● 東洲斎写楽（とうしゅうさいしゃらく）
- 三代目大谷鬼次（さんだいめおおたに

おにじ）の奴江戸兵衛（やっこえどべ
え）

● 葛飾北斎（かつしかほくさい）
- 冨嶽三十六景（ふがくさんじゅうろっ
けい） 凱風快晴（がいふうかいせい）



14 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

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)

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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