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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。
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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.



CTR-N-KTWJ-00



2 戦車の選びかた

でカメラの操作、/でズームができ
ます。

戦車やトゥルーパーズなどは「ガレージ」
で選べます。（または / をタッチ）
で戦車が切り替わります。トゥルーパー
ズやデザインパターンを選んで「マイ戦
車決定」で出撃できます。

数乗搭のズーパールゥト

格価の車戦

車戦の中択選

）G（金持所

前名の車戦

見外の車戦



トゥルーパーズ

フレームの数だけ、トゥルーパーズを戦
車に乗せられます。

数乗搭のズーパールゥト

能性の車戦

いてゃし 。すで離距ぶ飛ぐ直っ真が弾

ょぎうぼ
。すまりが下し少は力御防の
面背や面側、べ比に面正。す
まし響影にジーメダるけ受

ドーピス 。すで度速高最の車戦

いかんせ 。すで間時るかか、にき
とるえ変度09をき向の車戦

ドーロリ 。すで間
時のでまるきで射発が弾の次

きげうこ 。す
まし響影にジーメダるえ与

報情のズーパールゥトの中択選



戦車の見た目を変更で
きます。

デザインパターン

※ を選ぶと見た目をもとに戻せます。

搭乗するトゥルーパーズを選べます。
※ を選ぶと戦車から降ろせます。

覧一ズーパールゥト



3 戦車の動かしかた

戦車の操作

戦闘中、本体をかたむけると、本体に合
わせてカメラが動きます。

下上のラメカ 下上

作操の塔砲 ）時え替り
切トッレタ（右左

）え替
り切の作操台砲（
え替り切トッレタ



え替り切プーコス 
撃攻 

退後／進前動自 /
回旋 右左

ていつに能機ーサンセロイャジ

。い
さだくてしにうよいなわ行を作操
やき動いしげは、でのすまりなと因
原の損破ののもの囲周、障故やがけ

。いさ
だくでん遊てっ持りかっしで手両を
体本、し認確をとこるあがスーペス
な分十にりわま、に前ぶ遊。すまび
遊てしか動を体本、はでトフソのこ

え替り切のーダ
ーレ／プッマ体全 

退後 
進前 



「ひとりで」と「みんなで」では、画面の
表示が一部異なります。

なくなると戦闘終了です。

ゲージがなくなると戦車が破壊されます。

戦闘中の画面

いっぱいになると、を押して砲弾を撃
てます。砲弾を撃つと空になり、少しず
つ溜まります。

フィールド全体の情報が表示されます。
を押すとレーダーに切り替わります。

タッチすると緑色のメーター（スタミナ）
を消費して能力を発動できます。スタミ
ナは、戦車の中にいる間、少しずつ溜ま
ります。

ズーパールゥトの中乗搭

プッマ体全

ーターメドーロリ

フイラの車戦の中作操

間時り残



タッチするとオート照準のON／OFFを切
り替えられます。ONにすると、照準を合
わせやすくなります。

タッチするとジャイロセンサーの設定を
リセットし、カメラが正面を向きます。

トッセリロイャジ

準照トーオ



4 データのセーブ（保存）と消去

ゲームの進行状況は、ミッションを終え
たときや戦車を乗りかえたとき、設定を
変更したときなどに自動で保存されます。

データのセーブ

「設定」の「セーブデータ消去」から、セ
ーブデータを削除できます。

データの消去

※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。

。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●



5 みんなで

「メインゲーム」→「みんなで」の順に選
ぶと、最大6人でローカル通信対戦を楽し
むことができます。

「参加する」を選び、所属するチームや使
う戦車、トゥルーパーズを決めたら「け
ってい」を選びます。

1.「募集する」を選び、バトルのルールや
ステージ、制限時間を決めます。

2.使う戦車やトゥルーパーズを決め、
「けってい」を選びます。

3.参加者全員が「けってい」を選ぶと対
戦が始まります。

ローカルプレイの始めか

1人がメンバーを募集し、ほかのメンバー
が参加すると、対戦を始められます。

用意するもの

ニンテンドー3DSシリーズ本体 …………
プレイする人数分の台数（最大6台）
本ソフト………プレイする人数分の本数

（最大6本）

 た

るす集募

るす加参



6 ひとりで

「メインゲーム」→「ひとりで」の順に選
ぶと、プレイするモードを選んで、ミッ
ションに挑戦できます。

マイ戦車モード

所持している戦車とトゥルーパーズで、
ミッションに挑戦します。

おまかせモード

用意された戦車とトゥルーパーズで、ミ
ッションに挑戦します。



7 ダウンロードプレイ

本ソフトが1本あれば、プレイする人数分
の本体同士で通信し、最大6人で通信対戦
を楽しむことができます。

1.｢メインゲーム」→｢ダウンロードプレ
イ」の順に選びます。

2.参加者全員がそろったら、「しめきる」
を選びます。

3.バトルのルールや制限時間、所属する
チームを選んで「けってい」を選びま
す。

ダウンロードプレイの始めか

ダウンロードプレイでは、本ソフトを持
っているプレイヤーがメンバーを募集し
ます。ほかのメンバーが参加すると、対
戦を始めることができます。

用意するもの

ニンテンドー3DSシリーズ本体 …………
プレイする人数分の台数（最大6台）
本ソフト………………………………1本

4.参加者全員が「けってい」を選ぶとゲ
ームが始まります。

※ダウンロードプレイでは、全員が同じ
戦車とトゥルーパーズで対戦します。

 た

るす集募



1.HOMEメニューで｢ダウンロードプレ
イ｣のアイコンを選んで、｢はじめる｣を
選びます。

2.ニンテンドー3DSのロゴを選びます。
3.本ソフトを選びます。

※本体の更新が必要な場合があります。
画面の指示に従って、本体の更新を
行ってください。

「通信が中断されました」と表示さ
れ、本体の更新に失敗する場合は、
HOMEメニューの「本体設定」から
本体の更新を行ってください。

4.所属するチームを選んで「けってい」
を選びます。

るす加参



8 こんなときどうする？

！ぞ
い速が復回ナミタス、どほ
車戦いな少が数るれらせ乗
をズーパールゥト、にみな
ち。ぞるあが差てっよに車
戦、どな度速復回ナミタス
のズーパールゥトや度角下
上の身砲、くなでけだ能性
るいてれさ示表でジーレガ:A

！てえ教
ていつに能性の車戦:Q

！だずはるえ戦
に角互もと車戦な力強、で
クッニクテの撃砲やけ分い
使のズーパールゥトしかし
。い高は能性どほ車戦な額高:A

・・・・ばべ選を車戦のど:Q

！だ利有
がうほため集をズーパール
ゥトりよ車戦は盤序ムーゲ
。うこ行てれ連ず必！だ員

組乗の車戦たっ持を力能な
まざまさはズーパールゥト:A

！てえ教ていつ
にズーパールゥト:Q



！だ道近
のへ利勝がのくいてれ連を
ズーパールゥトい良の性相
、め極見をかき向撃攻離距遠

かき向戦近接が車戦の分自:A

！んせまて勝に戦対:Q

！うよし戦
対んどんど、でのる出が金
おのく多りよはで戦対信通

！るきで手入が金お
もてし壊破をどな缶ムラド
、物建や岩、くなでけだ敵:A

！んせまりま貯が金お:Q

！ぞる
なに要重がクッニクテ本基
。るす在存もンョシッミい

し厳、らかいなきでが択選
で分自はでドーモせかまお

！だんるす入
購を車戦い良の性相とンョ
シッミはでドーモ車戦イマ:A

！んせまれらめ進
がンョシッミ:Q



！ぞるいてっなにめ高が能
性本基は車戦のられそ、分
のそ。）どなルーボスイラ（
るす在存もプイタいなきで
が作操台砲はてっよに車戦:A

！んせまきでが作操台砲:Q



9 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電話または、携帯電話各社の料金プランによる
無料通話や割引サービスなどをご利用の場合は、
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、または携帯電話各社の料金プランによる
無料通話や割引サービスなどをご利用の場合は、
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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