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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。

© 2016 HAL Laboratory,  Inc.  /
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。
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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

の



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SD2／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。



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

●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

インターネットに関するご注意

※Miiverseを利用するには、あらかじめ
Miiverseの初期設定を行う必要がありま
す。

※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
て以下のことができます。
・ジェムリンゴの購入（→14）
・さすらいのたびびとを呼ぶ（→18）
・Miiverseの利用（→21）
・ソフトの購入（→22）
・プレイ状況の送信（→23）
・あいことばの入力（→24）

。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



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。



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。
●ニンテンドーeショップ等での商品やサ

ービスの購入
ジェムリンゴの購入を制限できます。

●インターネットブラウザーの使用
ニンテンドー3DS画像投稿ツール（→
20）の使用を制限できます。

●他のユーザーとのすれちがい通信
すれちがい通信ですれちがいたびびとの
使用を制限できます。

●Miiverseの使用
「投稿のみ制限する｣でテキストや手書き
の投稿を制限でき、「投稿・閲覧を制限
する」でテキストや手書きの投稿・閲覧
を制限できます。

●他のユーザーとのインターネット通信
さすらいのたびびとの使用を制限できま
す。



6 ゲームのはじめかた

このゲームはカービィたちが力を合わせ
て、てきと戦うアクションゲームです。
ローカル通信で近くの人と協力したり、
すれちがい通信やインターネット通信で
たびびとを呼んで、クエストに同行させ
たりできます。

ゲームを起動
るとタイトル
面が表示され
まち（→8）
らゲームがは
まります

るめじはをムーゲ

。
じ
か
、
画
す

。す
まい行を定設の）32→（」信通
に間のつい「と）71→（」信通
いがちれす「はきとぶ遊てめじは



7 データのセーブ（保存）について

クエストやお買いものが終わったとき
に、自動的にセーブされます。

※ 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。

2. 「ニンテンドー3DSデータ管理」→
「ソフト管理」を選びます。

1. HOMEメニューで「本体設定」→
「データ管理」を選びます。

3. 「みんなで！カービィハンターズＺ」
で「消去」を選んで消去します。

データを消去するときは、このソフト自
体を消す必要があります。以下の手順で
消去できます。

す消をターデ

るすブーセをターデ

。い
さだく意注ごでのんせませ戻に
元はゴンリムェジたえ消。すま
え消は）41→（ゴンリムェジ
たし入購、とるす去消をターデ ●

意注ご



。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 まち

お買いもの（→14）をしたり、クエス
ト（→9）のロックを解除したりすると
きに使います。

ジェムリンゴ

プロフィール（→19）

ニンテンドー3DS画像投稿ツー
ル（→20）

Miiverse（→21）

でカービィを動かします。でしゃが
み、でジャンプします。フキダシの前
でを押すと、しせつを利用したり話し
たりできます。
※ とは同じ操作ができます。

8

7

6

4

3
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2
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やるき（→9）

すれちがいたびびと（→17）

さすらいのたびびと（→18）

オプション（→22）

クエストボ
ード てきと戦えます（→9）

しゅうかく ジェムリンゴがもらえ
ます（→15）

amiibo像
（→16）

カケラ（→14）がもら
えます

あいことば
のほこら

あいことばを入力する
と、カケラやジェムリ
ンゴがもらえます（→
24）

よろずや お買いものができます
（→14）

8

7

6

つせしのちま

5



9 クエストのはじめかた

おともとクエ
スト

コンピュータが操作す
るおともといっしょに
戦います

通信でクエス
ト

近くにいる人と協力し
て戦います（→13）

クエストボードからクエ
トを選んで、てきと戦い
す

戦うエリアと
エストを選び
す

自分のジョブ
ぶき・ぼうぐ
ほか、おとも
変更できます

「しゅつげき」
選ぶと、「や
き」を使ってクエストをはじめます。

くたんせーバンメ

る
を
。
を
の
や

ぶ選をトスエクとアリエ

。
ま
ク

。
ま
ス



よろずや（→14）でカービィの能力を
アップする「クスリ」や、けいけんちが
2倍になる「けいけんち玉」などを買う
と、メンバーせんたく時に使えるように
なります。

う使をムテイアトーポサ

。すまきで復回全てっ使をゴ
ンリムェジ、はきといなり足
がきるやのめたるすきげつゅし ※

。）41
→（すまりなく短が間時復回
、とう買を」書のプッアきるや「 ※

。すまし復回1にとご分7
。すまい使にきとぶ遊でトスエク

きるや



10 クエストの遊びかた

クエストが終
すると「けい
んち」がもら
ます。一定ま
たまるとレベ
アップし、カ
ビィが強くなります。

残り時間

自分の体力

ほかのカービィの体力

ジョブごとの能力を使っててきと戦いま
す を押すとポーズ
画面が表示されます。てきを倒すとクエ
ストクリアです。

32

1

／。

3

2

1

了終のトスエク

ー
ル
で
え
け
了



残り時間がなくなるか、カービィたちが
ぜんめつすると、クエスト失敗となりま
す。
※ カービィたちがぜんめつしたときは、

けいけんちはもらえません。

敗失のトスエク

。す
まえらもがちんけいけ、とるすア
リクをトスエクとあたしつかっふ
。すまきでがとこるけ続をトスエ

クてしつかっふが員全、とう使を
ゴンリムェジにきとたしつめんぜ

つかっふ員全

。すま
きで長延秒03、とう使をゴンリム
ェジにきとたっなくなが間時り残

長延の間時り残



11 アクション

以下はジョブ共通のアクションです。ジ
ョブごとのアクションは、ポーズ画面を
表示したときや、ジョブを選択する（→
19）ときに確認できます。



きげうこ

＋

グンィデイラス



プンャジ



むがゃし

す押回2くやばす

ュシッダ



く歩

。すまべ飛
を空、てっばおほを気空

るす打連／るけ続し押をで中空

グンリバホ



※ とは同じ操作ができます。

。すまし減
軽をジーメダのらかきて

／

ドーガ

。すましわ
かを撃攻のきててし転回

／で中空・＋／

ひいか中空・ひいかばのそ

。すまし下落はィビーカ
とくはを気空たっばおほ

に中グンリバホ

つ撃を弾気空



12 テクニック

ガードするとメーターが
示され、すこしずつ減っ
いきます。メーターがな
なるとしばらく操作できな
なります。

たべものをとってすぐほ
のカービィに触れると、
ちうつしで体力を回復さ
ることができます

ちからつきたカービィの
ばでを押すと、ふっか
させることができます

てきを何回も攻撃すると
石ばんを落とすことがあ
ます。全員が1枚ずつ石ば
をひろうと、強力なフレ
ドメテオをくり出せます。

ン
ん
り
、

オテメドンレフ

。
つ
そ

んもゅじのつかっふ

。
せ
く
か

しつうちく

く
く
て
表

能不作操とドーガ



ゲームがある程度進むと
攻撃をうけたてきが「レ
なカケラ」を落とすこと
あります。レアなカケラ
バリアを割ると入手でき、
レアなそうびを買うときに使えます。
※ レアなカケラは特定の「ゆうしゃミッ

ション」（→19）を達成することで
も入手でき、amiiboを読み込んだと
きに、まれに手に入ります（→16）。

ラケカなアレ

は
が
ア
、

。すまれらえ与を
ジーメダなき大
りよ、とるめ止
でにきとたき
に中ん真がーカ
ーマく動に右左

ツコのオテメドンレフ



13 通信でクエスト

本体：最大4台
本ソフト：最大4本

1人が親機としてグループをつくり、ほ
かのプレイヤーがグループに参加しま
す。

● グループをつくる

2. 参加者の名前が表示されたら「しめ
きる」を選びます。

● グループに参加する
参加するグループを選んで待ちます。

1. 「グループをつくる」を選びます。

プレイする人数分の本ソフトと本体があ
れば、最大4人で協力してクエストを楽
しめます。
※ クエストクリアになるのは親機のみ

です。

)信通ル
カーロ(トスエクで信通

順手作操

のもるす意用



14 お買いもの

よろずやでお買いものが
きます

ぶきでこうげきりょく、ぼうぐでたいり
ょくをアップできます。ストーリーを進
めると、強化できるようになります。

購入すると効果がずっと続く「書」や、
しゅつげき前に使うと、そのクエストで
のみ効果を発揮する「クスリ」、30分
効果の続く「けいけんち玉」を購入でき
ます。

ムテイアトーポサ

ぐうぼ・きぶ

。
で



たいりょく
のクスリ

クエスト中のたいりょく
がアップします

こうげきの
クスリ

クエスト中のこうげきり
ょくがアップします

けいけんち
玉

30分間、もらえるけい
けんちが2倍になります

やるきアッ
プの書

やるきの回復時間が短く
なります

みずのカケ
ラの書

みずのカケラが多く手に
入るようになります

ひかりのカ
ケラの書

ひかりのカケラが多く手
に入るようになります

ほのおのカ
ケラの書

ほのおのカケラが多く手
に入るようになります

ゴンリムェジ：
ラケカなアレ：

ラケカのりかひ：
ラケカのずみ：

ラケカのおのほ：
。すまい使にきとう買を

ムテイアトーポサ、ぐうぼやきぶ
ゴンリムェジとラケカ



ちいさなおこさまは、かならずおとなの
ひとといっしょにおよみください。

インターネットを通じて、ジェムリンゴ
を有料で購入できます。

2. インターネットへの接続を確認する
画面で「はい」を選びます。

1. よろずやで｢ジェムリンゴ｣を選びま
す。

3. ジェムリンゴの数を選んだあと、確
認画面で「はい」を選ぶと、ダウン
ロードがはじまります。

※ 事前に｢法令に基づく表示｣を確認し
てください。

法方入購のゴンリムェジ

）料有（ゴンリムェジ



● ジェムリンゴの購入履歴はニンテン
ドーeショップの「ご利用記録」から
見ることができます。

● ジェムリンゴは、ゲーム内の演出の
ために用いられるものであり、ゲー
ム内の演出上の表現および効果を発
生させるためにのみ使用することが
できます。また、任天堂が提供する
特定の商品またはサービスと交換で
きる金銭的な価値を有するものでは
ありません。

● ジェムリンゴは現状のままで、任天
堂の定める条件にしたがって提供さ
れるものであり、お客様は購入時点
で許諾された以外の権利を有しませ
ん。

● ジェムリンゴの返品、交換、譲渡や
質入れ等の処分、購入のキャンセル
や返金等の請求はできません。

● データを消去すると、購入したジェ
ムリンゴは消えます。消えたジェム
リンゴは元に戻せませんのでご注意く
ださい。

● ジェムリンゴは購入した本体でのみ
使用できます。

意注ごるす関に入購ゴンリムェジ



ジェムリンゴを購入するには、ニンテン
ドーeショップに購入金額分の残高が必
要です。残高が足りない場合は、表示さ
れた画面で｢残高を追加｣をタッチして、
残高を追加してください。

※ クレジットカード情報を登録してお
くと、次回から登録時に入力したク
レジットカード情報のパスワードを
入力するだけで、残高を追加できる
ようになります。

※ クレジットカード情報の削除は、ニ
ンテンドーeショップの｢設定・その
他｣から行えます。

残高を追加するには、ニンテンドープリ
ペイドカードやクレジットカードなどが
必要です。

るす加追を高残



15 ジェムリンゴを増やす

購入する以外に、つぎの方法でもジェム
リンゴを増やせます。

ジェムリンゴツリーで収
できます。12時間後にふ
たび収穫できるようにな
ます

「ゆうしゃミッション」（→19）を達成
すると、ジェムリンゴやレアなカケラな
どのごほうびがもらえます。

「すれちがい通信」（→17）でたびびと
を呼ぶと、カケラといっしょにジェムリ
ンゴをもらえることがあります。

うらもらかとびびた

るす成達を
」ンョシッミゃしうゆ「

るすくかうゅし

。
り
た
穫

。すまえ増が量穫収のゴンリムェジ
、し長成がーリツとるす入購数個

の定一をゴンリムェジでやずろよ
長成のーリツゴンリムェジ



16 amiiboを使う

amiibo像から、amiiboを
み込めます

1体のamiiboにつき1日1回、1日5体ま
でamiiboを読み込めます。amiiboを読
み込むとランダムでカケラが手に入りま
す。まれに、レアなカケラが手に入るこ
ともあります。

カービィ、デデデ大王、メタナイト、ワ
ドルディを読み込むと、カケラが多く手
に入ります。

カービィ、デデデ、メタナイトを読み込
むと、カケラが手に入ります。

カケラがすこし手に入ります。

obiimaのかほのそ

obiimaのズーリシ
』ズーザラブュシッマス闘乱大『

obiima
のズーリシ』ィビーカの星『

るれ入に手をラケカ

。
読



17 すれちがいたびびと

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、相手のカービィ
を呼べるようになります。

｢オプション｣（→22） を選ぶ
と、｢すれちがい通信｣の有効と無効を変
更できます。

｢すれちがいたびびと｣をタッチします。
話してプロフィールを確認したり、おと
もとしてクエストに同行させたりできま
す。

ぶ呼にちまをとびびた

るす定設を」信通いがちれす「

の

）信通いがちれす（
とびびたいがちれす

。すまり
なくないらかとびびたい古、とる
え超を数定一が数のとびびた、た
ま。すまりなくないとるす行同に
トスエク回3、はとびびただん呼

れ別おのととびびた



18 さすらいのたびびと

インターネットに接続して、遠くはなれ
た人のカービィを呼びます。

｢さすらいのたびびと｣をタッチします。
フレンドのカービィが優先的に呼ばれ、
話してプロフィールを確認したり、おと
もとしてクエストに同行させたりできま
す。
※ さすらいのたびびとを呼ぶと、自分

のカービィも全国のプレイヤーから
呼ばれる状態になります。

ぶ呼にちまをとびびた

）信通トッネータン
イ（とびびたのいらすさ

。すまりなに要必が
ゴンリムェジ、はきとぶ呼上以回
2に日1。すまべ呼にずわ使も何
、回1に日1はとびびたのいらすさ

回1日1
はのるべ呼にずわ使も何



19 プロフィール

「プロフィール」をタッチすると、つぎ
のことができます。

「ゆうしゃミッ
ョン」の条件
達成状況を確
できます。お
いものやてき
倒したりする
達成でき、ジェムリンゴやレアなカケラ
がもらえたり、よろずやで購入できるぶ
き・ぼうぐの種類が増えたりします。

自分のジョブや、ぶき・ぼうぐを変更で
きます。ジョブの選択中に「そうさせつ
めい」をタッチすると、そのジョブのア
クションを確認できます。

ほかのプレイヤーに呼ばれたときに表示
される、自分のカービィのあいさつを変
更できます。

るえかをつさいあ

るえかをびうそ

ンョシッミゃしうゆ

と
を
買
認
や
シ

。いさだくでいなか書は
とこなうよるなにち持気な快不が
人のかほ、や報情るす定特を人個

ーナマのつさいあ



20 画像の保存と投稿

※ 通信中など一部のシーンでは、画像
の保存ができません。

を押しながら＋を押すと、プレイ
中の上画面を画像としてSDカードに保
存します。

まちの下画面にあ をタッチすると
インターネットに接続して、保存した画
像を「Twitter」や「Facebook」に投
稿できます。
※ SDカードに保存した画像は、『ニン

テンドー3DSカメラ』などでも見る
ことができます。

ルーツ稿投
像画SD3ードンテンニ

る

存保の像画



21 Miiverseの利用

をタッチすると「みんなで！カービ
ィハンターズＺ」の公式コミュニティに
移動し、プレイ中に感じたことを投稿し
たり、ほかのプレイヤーの投稿を見たり
できます。



22 オプション

「オプション」をタッチすると、つぎの
ことができます。

「かこのゲーム」を選ぶと、ニンテンド
ーeショップのソフト詳細ページに移動
し、ソフトを購入できます。
※ ニンテンドーeショップについてくわ

しくは、ニンテンドーeショップの電
子説明書をお読みください。

スタッフロールを見ます。

電子説明書を見ます。

を選ぶと「すれちがい通信」
（→17）と、プレイ状況の送信（→23）
の設定を変更できます。

るす更変を定設信通

ょしいめつせ

トッジレク

）信通トッネータン
イ（るみをムーゲのこか



23 プレイ状況を送信する

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。

「オプション から「プレイ状
況送信」を選び、送信に同意すると設定
できます。

るす定設を」信通に間のつい「

の」

）信通に間のつい（
るす信送を況状イレプ



24 おたのしみ

火ようび
クエストクリアすると、
ほのおのカケラがいつも
の2倍手に入ります

水ようび
クエストクリアすると、
みずのカケラがいつもの
2倍手に入ります

金ようび
クエストクリアすると、
ひかりのカケラがいつも
の2倍手に入ります

日ようび

よろずやでジェムリンゴ
を購入すると、購入数に
応じてオマケのジェムリ
ンゴがもらえます

ホームページや雑誌など
公開される「あいことば
を、まちにある「あいこ
ばのほこら」で入力する
カケラやジェムリンゴなど
がもらえます。

※ 本体の日付や時刻を変更すると、連
動しているイベントが一時的に発生
しないことがあります。

特定のようびに遊ぶと、カケラやジェム
リンゴが多めに手に入ります。

典特のとごびうよ

、と
と
」

で

）信通トッネ
ータンイ（ばとこいあ



本体に『星のカービィ ロボボプラネッ
ト』で「すれちがい通信」をしたデータ
があると、よろずやで特別なぶきとぼう
ぐを購入できるようになります。特別な
ぶきとぼうぐは、強化するとさらに強く
なります。

典特
の』トッネラプボボロ『



25 攻略のヒント

クエストではぜんめつして終わらないか
ぎり、けいけんちがもらえます。どんど
ん戦ってけいけんちをため、カービィを
レベルアップさせましょう。

新しいクエストをクリアしてストーリー
を進めることで、よりレアなそうびが購
入できるようになります。強いそうびを
購入して、戦いを有利に進めましょう。

カケラが多く手に入る「カケラの書」
や、やるきの回復時間が短くなる「やる
きアップの書」の効果はずっと続きま
す。また、クエスト中のこうげきりょく
がアップする「こうげきのクスリ」や、
30分間もらえるけいけんちが2倍になる

「けいけんち玉」などの、戦いを有利に
進める使い切りのアイテムもあります。
快適に遊ぶために買ってみましょう。

ジェムリンゴはお買いものだけではな
く、クエストのロックを解除するために
も使います。「ゆうしゃミッション」を
達成したり、よろずやで購入して増やし
ましょう。

うよれ入に手をゴンリムェジ

うよし用活をムテイアトーポサ

うよれ入に手をびうそい強

うよせさプッアルベレでトスエク



ジェムリンゴを購入すると段階的にジェ
ムリンゴツリーが成長します。最後まで
成長させると、収穫するだけでも十分に
ジェムリンゴを増やしていけます。

すれちがい通信やインターネット通信で
呼べるたびびとは、レベルが高かった
り、強いそうびを持っていたりすること
があります。積極的にたびびとを呼ん
で、クエスト攻略のために活用しましょ
う。

うよし用活をとびびた

うよせさ長成をーリツゴンリムェジ



26 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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