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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。

本ソフトウェアではDynaFontを使用して
います｡DynaFontは、DynaComware
Taiwan Inc.の登録商標です。

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。

© 2017 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-BRCJ-00
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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。

※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
込みたい場合は、HOMEメニュ
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

のー
き

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SD2／LL SD3／SD3ードンテンニ



3 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
てプレイレポートを任天堂に送信する機能
があります。くわしくは、いつの間に通信
のページ（→11）をご覧ください。

●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

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



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。



4 ゲームのはじめかた

『Hey! ピクミン』は、タッチ操作とボ
タン操作を組み合わせて遊びます。

ブロックをタッチすると出発します。

お宝を持ち帰る がつきます。

はamiibo専用より道ポイント
（→10）です。

ペレットなどの落ちているアイテム
を集めます。

※ 一定時間経つと、また遊べるよ
うになります。

キラキラエネルギーをたくさん集め
ることができます。
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面画トクレセクッロブ



広場（→9）に移動します。

エリアセレクト画面に移動します。

ピクミンやお宝などの説明を見るこ
とができます。

いつの間に通信（→11）などの設
定ができます。

7 ンョシプオ

6 鑑図

5 へトクレセアリエ

4 場広



5 データのセーブ（保存）について

「コピー」をタッチしたあと、データを
コピーしたいファイル→コピー先のファ
イルの順に選びます。

※ 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。

「消す」をタッチしたあと、データを消
したいファイルを選びます。

ブロック内の探査ポッド（→7）までた
どり着くと、自動的にセーブされます。

ファイルセレクト画面でできます。

理管のターデ

す消

ーピコ



。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 画面の見かた

オリマーの体力（→7）です。ダメ
ージを受けると減ります。

はぐれたピクミンがいると灰色に、
しばらくすると赤くなります。
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2 数のンミクピるいてれ連

1 ジーゲフイラ



キラキラエネルギーのもとです。
を取ると1 を取ると5増えま

す。

ピクミンがいると表示されます。2
種類以上いる場合にタッチすると、
投げるピクミンが切り替わります。

ホバーで飛ぶことができます。

ピクミンを呼び集めることができま
す。

ブロック内で集めたお宝が表示され
ます。キラキラエネルギーがたくさ
ん入っています。

4 宝おため集

7 ンコイアエフ

6 ンコイアーバホ

5 ンコイアンミクピ

3 実のラキため集

、

。すまいまし
てえ消はンミクピのそ、とつ経間時定
一。うょしまげあてっ行にえ迎にめ早

らたっなく赤が



を押すと表示されます。ブロッ
クでの探索をやめたり、amiiboを使って
ピクミンを呼び出したりできます。（→
10）

面画ズーポ



7 惑星を探索する

キラの実やお宝を
ると、集めること
できます

重いものを運べるなど、できることが増
えます。

ピクミンが増えると

ピクミンは原生生物に食べられたり、穴
に落ちたりすると減ります。数が少なく
なったら、草むらなどに戻ってフエを吹
いてみましょう。

減ってしまったら

あちこちにいるふしぎな生きもの「ピク
ミン」。彼らと協力しながら、惑星を探
索します。

フエを吹くかオリ
ーが触れると、ピ
ミンがついてきて
れます

に間仲をンミクピ

。
く
ク
マ

るめ集をーギルネエラキラキ

。
が
取



奥の探査ポッドま
たどり着くと、探
終了です

● オリマーの体力がなくなる
● 岩に挟まれる

など

次の状況になると、ブロックのはじめか
らやり直しになります。

ハートを取ると回復でき
す。小は1、大は全回復し
す

？はにるす復回を力体

。
ま
ま

ていつにイラトリ

うそざめをドッポ査探

。
索
で



8 オリマーとピクミンができること

※ でも移動できます。

かで移動できます。小さな段差は登
れます。

をタッチすると、ピクミンを呼び集
めることができます。

ピクミンが近くにいる状態で、投げたい
場所をタッチします。

※ ホバー使用中、ピクミンはついてき
ません。

をタッチすると、一定時間飛ぶこと
ができます。

※ 探索を進めると、使えるようになり
ます。

かを押します。

る見をプッマーダーレ

ぶ飛でーバホ

るげ投をンミクピ

く吹をエフ

動移

とこるきでがーマリオ



ピクミンは働きもの。状況に応じてたく
さんの手助けをしてくれます。
※ このほかにも、いろいろなことがで

きます。

キラの実やお宝な
を運んでくれます

原生生物にピクミ
を投げると、攻撃
てくれます

。いさだく覧ごを）4
→（」鑑図「はくしわく。すまりな異
がとこな意得てっよに色、はンミクピ

まざまさもラカチてっよに色

う戦と物生生原

。
し
ン

ぶ運をのも

。
ど

とこるきでがンミクピ



9 広場

探索終了すると、ピクミンを連れ帰るこ
とができます。連れ帰ったピクミンに、
広場の片付けを指示できます。

ピクミンアイコン
片付けてほしい場
の順にタッチしま
片付けると、いい
のが見つかるかも

）01→（。すまきで
がとこるげ上をルベレのobiimaの」ン
ミクピ「、とるすチッタを

てめ集んさくたに場広をンミクピ

プッアルベレのobiima

たかしのけ付片

？
も
。す

所
→



10 amiibo

※ 「ピクミン＆オリマー」のamiiboは、
レベルアップできません。

探索中、ポーズ画面からピクミンを追加
で呼び出せます。広場（→9）でamiibo
のレベルを上げると、呼び出せるピクミ
ンの数が増えます。

専用のより道ポイントで遊べるようにな
ります。

amiiboがお宝として登場し、より道ポイ
ントで集めることができます。

呼び出せるのは、1ブロックにつき1回
です。ブロックを出るかリトライする
と、また呼び出せるようになります。

回数について

次のamiiboを読み込むと、遊びがさらに
広がります。

」ーマリ
オ＆ンミクピ「」ンミクピ「

obiima宝お

トンイポ道りよ用専obiima

す出び呼をンミクピ



● スーパーマリオシリーズ
● スプラトゥーンシリーズ
● どうぶつの森シリーズ

など

『Hey! ピクミン』は、次のamiiboにも
対応しています。amiibo専用より道ポイ
ントで遊んだり、お宝amiiboを集めたり
できます。

。いさだく覧ごを）/obiima
/pj.oc.odnetnin.www//:ptth（ジー

ペムーホ堂天任、は細詳のobiima応対

らちこはくしわく

obiimaのかほのそ

。すま
しチッタをで面画トクレセク
ッロブ、はきといたせさ場登をobiima
宝おやトンイポ道りよ用専obiima

たかみ込み読のobiima



11 いつの間に通信

スリープモード中に、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、このゲームのプ
レイレポートを任天堂に送信する機能が
あります。
いただいたプレイレポートは、最新の利
用規約に沿ってゲームづくりの参考など
に使わせていただきます。
※ 本体のインターネット設定が必要で

す。

※ やめるときは「オフ」に変更します。

ブロックセレクト画面の｢オプション｣
で、｢いつの間に通信｣の項目を「オン」
に変更します。

るす用使を」信通に間のつい「

）信通に間のつい（
るす信送をトーポレイレプ



12 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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