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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。

© 2017 Nintendo Developed by
Good-Feel
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。

CTR-P-AJNJ-00
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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 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にゲームデータを書き込めるソ
フトは1つです。すでにほかのソフトの
ゲームデータが入っているamiiboにゲ
ームデータを書き込みたい場合は、
HOMEメニュー の「amiibo設定」
でゲームデータを消去してください。

※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。

の

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。

。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



3 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。



4 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
てプレイ情報を送信することができます

（→24）。

●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

。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。



5 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

すれちがい通信でキャラクターを交換す
る機能を制限できます。



6 どんなゲーム？

『ポチと！ ヨッシー ウールワールド』
の舞台は、とても不思議な毛糸の世界。
色とりどりの敵を食べたり、しかけを解
いたりしながら進みます。
ヨッシーの見た目を変えて楽しんだり、
amiiboを使って、ダブルヨッシーやポチ
を呼び出して遊ぶこともできます。



7 ゲームのはじめかた

※ 項目をタッチしても操作できます。

項目の選択 

決定 

キャンセル 

遊びたいファイル
選びます

● 「ゲームをはじめる」（→11）
ゲームモード（→17）を選んで遊び
ます。

● 「ヨッシーシアター」（→21）
ヨッシーとポチのムービーを見ます。

。
を

トクレセルイァフ

作操のーュニメ



以下の設定を変更できます。

なげかた 毛糸玉などの投げかた
（→10）です。

いつのまに
つうしん

プレイ情報を任天堂に
送信します。（→24）

いてっせ



8 データのセーブ（保存）について

「ファイルをけす」を選んだあと、デー
タを消したいファイルを選びます。
※ データを消すときは、内容を十分に

ご確認ください。消したデータは元
に戻せません。

「ファイルのコピー」を選んだあと、デ
ータをコピーしたいファイルを選んでか
ら、コピー先のファイルを選びます。

ファイルセレクト画面で行えます。

理管のターデ

。すまれさブーセに的動自にルイァフだ
ん選、と）41→（るすアリクをスーコ

ーピコのルイァフ

す消をルイァフ



。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●



9 きほんそうさ

※ 「せってい」が「Aスタイル」のとき
の操作です。

ジャンプ 

ふんばりジャ
ンプ 空中で長押し

ヒップドロッ
プ 空中で／

舌をのばす
（はき出す） 

毛糸玉などを
投げる ／

土管に入る 土管の方向に／

とびらに入る とびらの前で／


ポーズメニュ
ーなどの表示 ／

／むがゃし

／動移



10 ヨッシーのアクション

敵を食べた
と、／
毛糸玉をつく
ます。つくっ
毛糸玉は、ヨ
シーの後ろに
いてきます。

敵を食べた
と、ではき
せます

で舌をのば
て、敵を食べ
す。

ま
し

るべ食を敵

。
出

あ

す出きはを敵

つ
ッ
た
れ
で

あ

るくつを玉糸毛



大きな毛糸

ときどき入手できま
ふつうの毛糸玉より
威力が大きいです

❶ ／を押す （カーソル）が現
れて上下に動きます。

❷ 投げたいタイミングで／を押し
ます。

投げて攻撃し
り、アイテム
取ったりでき
す

※ 結び目をほどくと、大きな毛糸玉が
つくれます。

に舌をの
すと、ほどい
アイテムなど
見つかります。

が
て
ば

くどほを目び結

。
ま
を
た

るげ投をどな玉糸毛

と

りくっじ

。
も
。す

玉



表示中にできるこ

● ／長押しで真上をねらえ
ます。

● ／ の動きを固定できま
す。

● 「かたむけ」を有効にすると、本
体をかたむ を動かせます。

● ／で投げるのをやめます。

※ 「せってい」が「Aスタイル」のとき
の操作です。

／を押している間 が動きます。
ボタンを離すと投げます。

、

けいけい

。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

てけ

で

と



11 クラフトアイランド

amiiboから読み込んだ、ヨッシーのデ
ザインがセーブされています。（→22）

1～6のワールドマップに移動します。
（→12）
※ ★をタッチすると、クラフトアイラ

ンドに戻ります。

1

4

5

3

2

。すまきで動移にドルーワのりな
と、とく行でま端右。すまきで用利を設
施なろいろい、で島なさ小たれま囲に海

1 ンタボドルーワ

3 ムールobiima

2 ）81→（ムールーシッヨ



クラフトアイランドやワールドマップで
を押すと表示されま

す。

毛糸玉をぶつけた敵を見たり、ゲーム中
の音楽を聴いたりできます。
※ 「ヨッシーシアター」（→21）を楽し

むこともできます。

「ポチのドッグラン」が遊べます。（→
20）

ゲームをつづ
ける 冒険を再開します。

せってい 操作方法などを変更
できます。

タイトルにも
どる

タイトル画面に戻り
ます。

4 屋小チポ

5 ータアシでいもお

ーュニメプッマ

／



12 ワールドマップ

コースをクリアすると次のコースが現
れ、最後のコースをクリアすると、とな
りのワールドマップに移動できます。

1

。すまり入にスーコでん
選を）61→（ジッバーワパとす押を

1 ）02→（ンラグッドのチポ

たかみ
進のプッマドルーワ



13 画面の見かた

ダメージを受けたときや、一定時間操作
しなかったときなどに表示されます。
※ 残り1つになると、表示 に変わ

ります。

amiiboから特別なデザインのヨッシー
やダブルヨッシー、ポチなどを呼び出し
て遊べます。（→22）

1

2

6

5

4

3

3 ンタボobiima

が

1 力体のーシッヨ

2 数の）51→（ムテイアため集



ゲームモード（→17）を切り替えます。

パワーバッジ（→16）を持っていると
表示されます。タッチするとパワーバッ
ジを選べます。

ゲームモードが「パタパタヨッシー」の
ときに表示され、コポチを呼んだり引っ
込めたりします。

6 ンタボチポコ

4 ンタボジッバ

5 ンタボえかりき



14 コースの進みかた

の状態でダメージを受けたり、穴に
落ちたりするとミスになり、スタート地
点か中間ポイントからやり直します。

ゴールリングをくぐると
ースクリアです。ゴール
ングには、それまで集め
スペシャルフラワーが現
ます

通過していると、集めた
イテムを持った状態でこ
から再開できます

※ 一度コースを出ると、スタート地点
からになります。

トンイポ間中

。
こ
ア

アリクスーコ

。
れ
た
リ
コ

ていつにスミ

。すましざめをグンリルーゴ、らがなし
りたっくつを場足で玉糸毛りたべ食を敵



ゴールリングをくぐったときにスペ
シャルフラワーに当たると「ポチの
ドッグラン」（→20）で「ゴールド
ラッシュ」にチャレンジできます。

ゲームをつづ
ける 冒険を再開します。

やりなおす スタート地点からや
り直します。

せってい 操作方法などを変更
できます。

コースをでる
ワールドマップに戻
ります。

コース中 を押すと
表示されます。

ーュニメズーポ

／で



15 アイテムとしかけ

体力が回復します。
ハート

小（1コ）・中（5コ）・大
（10コ）の3種類あります。

ビーズ

コースに20コあり、一定数
集めるごとにエディット素材

（→19）が増えます。

えんぴつワッペン

コースに5コあり、すべて集
めると新たなヨッシーが加わ
ります。

クラフトウール

※ ワールド内ですべて集め
ると、いいことがあるか
も？

コースに5コあり、集めるほ
ど「ゴールドラッシュ」にチ
ャレンジしやすくなります。

スペシャルフラワー

けかし

ムテイア



変身したと

時間内に
口をめざ
ます
取ると、
りタイム
増えます
※ 残りタイムが0になると、変身と

びらの前に戻ります。

※ コースには、これら以外にもたくさ
んのしかけがあります。

※ 6コまで入手できます。

下からたたくと、毛糸玉が出
てきます。

毛糸玉ボックス

毛糸玉などを当てるとアイテ
ムが出てくるなど、いろいろ
なことが起こります。

ハテナ雲

入るとヨッシーが一定時間変
身します。

変身とびら

。
が
残
を。
し
出

き



16 パワーバッジ

コースに入るとき、どのパワーバッジを
使うかを選べます。

バッジボタン
タッチする
一定数のビー
と交換でパワ
バッジを使え
す。パワーバ
ジの能力は、コースを出るかクリアする
まで使えます。
※ コース中で使える能力は1種類です。

ほかのパワーバッジを選ぶと、新た
に選んだバッジの能力と切り替わり
ます。

う使をジッバーワパ

ッ
ま
ー
ズ
、と

に

たかび
選のジッバーワパ

。すまりなにうよるえ使が力能な
ろいろい、とう使をジッバーワパ。すま
きで手入をジッバーワパとるめ進を険冒



17 ゲームモード

ヨッシーが飛べたり、コポチにサポート
してもらえたりと、進みやすくなりま
す。

して切り替えます。
チッタをンタボえかりき。すまりあがつ
2の」ーシッヨタパタパ「なンタンカと
」ーシッヨのもつい「はドーモのムーゲ

とこるきでで
」ーシッヨタパタパ「



ハネ
空中でを長押しして
いる間、ずっと飛べま
す。

体力

コース開始時の体力と
出現するハートの数が2
倍になり、敵から受け
るダメージが1になりま
す。

ボス
ボスにダメージを与え
るたびに、ハートが出
てきます。

無敵タマゴ
コースで5回ミスすると
現れ、敵からのダメー
ジを受けなくなります。

コポチ コポチが冒険をサポー
トしてくれます。

特別なパワ
ーバッジ

コースをクリアできる、
特別なパワーバッジが
使えます。
※ 一定数のビーズが必

要です。



コポチのサポー

敵に体当たりをした
結び目やハテナ雲の
所を教えてくれたり
ます。毛糸玉のよう
投げることもできま
※ コポチがいるときは、敵を食べた

り毛糸玉ボックスをたたいたりし
ても、毛糸玉が出なくなります。

。す
に
し
場
、り

ト



18 ヨッシールーム

みぐるみヨッシー
amiiboにデータ
書き込めます。（
22）

にタッチすると「すれちがい通信」
（→23）で受け取ったヨッシーを見たり
交代したりできます。を押すと「おき
にいり」に登録します。

にタッチすると、エディットしたヨ
ッシーと交代できます。を押すとデザ
インをエディット（→19）でき、を
押すと「すれちがい通信」で配信できま
す。

ーシッヨトッィデエ

ーシッヨいがちれす

→
を
の
あとす押を。すま
きでりたし代交りた
見をーシッヨたけ助



19 デザインエディット

パレットやツールで色やぬりかたを選
び、タッチペンでタッチします。ヨッシ
ーはで拡大と縮小、／／で回転
します。

かんたんモード 全身のデザインを
決めます。

じっくりモード パーツごとにデザ
インを決めます。

。すまれくつに由自を）柄（ンイザ
デのーシッヨで」ーシッヨトッィデエ「

たかしのトッィデエ

4

3

2

1



色を指定します。

「カラーパレット」で使う色を変更しま
す。

全身のもようを変更します。
※ 「かんたんモード」で表示されます。

あたま、うで、からだ、あしのパーツを
切り替えます。
※ 「じっくりモード」で表示されます。

ぬりつぶしができます。

線を描けます。

デザインを消します。

左右対称に描けます。

1つ前の状態に戻ります。

元に戻ります。

保存してエディットを終了し
ます。

とこるきででルーツ

1 ンタボツーパ

2 材素トッィデエ

3 トッレパ

4 トッレパーラカ





20 ポチのドッグラン

ジャンプ 

ふせる 

ゴールドラッシ

通常より多くのビーズが配置されて
います。通常コースのゴールリング
をくぐるときに、スペシャルフラワ
ーに当たりながらコースクリアする
と、プレイできます。

※ 手に入れたビーズはパワーバッジと
交換するときに使えます。

ルをめざし
す。

ま
ーゴらがなめ集
をズービ、てし
作操をチポる走

ュ



21 ヨッシーシアター

※ 手に入れたビーズはパワーバッジと
交換するときに使えます。

されたクイズ
正解すると、
ーズがもらえ
す。

ま
ビ
に
題出。すまれら
見をービームの
チポとーシッヨ



22 amiiboでできること

「ポチ小屋」でタッチすると、「ポチの
ドッグラン」でタイムアタックに挑戦で
きます。クリアすると特別なデザインの
ポチが登場します。
※ 特別なデザインのポチは、あみぐる

みポチのamiiboに書き込めます。

通常コースでタッチする
ポチが現れて冒険の手助
をしてもらえます

が異なります。

。すまきでがとこの下以
、とむ込み読をobiimaてしチッタに

とこるきで、てっよに類種のobiima ※

obiima
のチポみるぐみあ

す出び呼をチポ

。
け
、と

クッ
タアムイタでンラグッド



あみぐるみのamiibo
読み込

あみぐるみのamiibo
ついている右のマー
を、Newニンテンド
3DSシリーズの下画
や、ニンテンドー3
NFCリーダー／ライターにタッチし
て使います。

ヨッシールームでは、助けたヨッシーを
あみぐるみヨッシーのamiiboに書き込め
ます。書き込んだヨッシーは、ダブルヨ
ッシーとして呼び出せます。
※ 1体のあみぐるみヨッシーのamiiboに

書き込めるデータは、1つまでです。

あみぐるみヨ
シーが現れ
攻撃とアクシ
ンが2人分に
るダブルヨッ
ーで遊べます

obiimaの
ーシッヨみるぐみあ

。
シ
な
ョ
、て

ッ

む込き書
をーシッヨのり入に気お

SD
面
ー
ク
に

む
を



amiiboルー

amiiboルームにはamiiboから読み
込んだヨッシーがセーブされていま
す。
※ amiiboルームにセーブされてい

るデザインは、あみぐるみヨッシ
ーのamiiboに書き込めません。

特別なデザインのヨッシーで遊べます。

フィギュアのような見た目のヨッシーが
現れて、ダブルヨッシーで遊べます。

obiimaのーシッヨ

obiimaのかほのそ

ム



23 ヨッシーを交換する

受け取ったヨッシーは｢ヨッシールーム｣
の「すれちがいヨッシー」にいます。
でチェンジすると、遊べるようになりま
す。

｢エディットヨッシー｣でを押すと、選
択中のヨッシーを配信できます。
※ 配信をやめるときはもう一度を押

します。

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、ヨッシーを配信した
り、受け取ったりできます。

）信通いがちれす（
るす換交をーシッヨ

るす信配をーシッヨ

ぶ
遊でーシッヨたっ取け受



24 プレイ情報を送信する

｢せってい｣の「いつのまにつうしん」を
「オン」にします。
※ やめるときは「オフ」を選びます。

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し、自分のプレ
イ情報を任天堂に送信します。情報は個
人を特定しない形で今後の商品開発に活
用させていただきます。

）信
通に間のつい（る
す信送を報情イレプ

るす
用使を」信通に間のつい「



25 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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