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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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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 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
て他のプレイヤーとBLAST BALLで対戦
できます（→9）。また、ニンテンドーe
ショップからソフトを購入できます（→
8）。

。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



4 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

他のプレイヤーとのインターネットを使
った対戦プレイを制限できます。

●ニンテンドーeショップ等での商品やサ
ービスの購入
ソフトの購入を制限できます。



5 どんなゲーム？

ビームを撃って巨大なボールを相手のゴ
ールに入れることで得点となる、スポー
ツゲームです。「メック」と呼ばれるロ
ボットに乗りこみ、3対3で試合を行いま
す。



6 操作方法

アイテムの使用 

移動 
ビームを撃つ ／
チャージビーム 長押し／長押し
ジャンプ ／

ロックオン 
フリーエイム（照
準移動）

＋ジャイロ操作

サイドステップ
または＋左右
＋／左右＋ま
たは

チャットメッセー
ジを送る 

ポーズメニュー
表

操作方法にはAタイプとBタイプがあり、
「コントロール」（→8）で変更すること
ができます。水色はAタイプ（および共
通）、黄色はBタイプのみの操作です。

示
の

／

／
／

。すまきで作操みのでLL
SD3ードンテンニweN／SD3ードン
テンニweN、は／／。すまきで
が作操るす用使を)クッィテスC(／

／とるすにプイタBをプイタ作操

。すまりなに逆がて当り割の
」、「と」、「、はでSD3

weNとドッパドイラス張拡、た
ま。すまきで作操で)R(ドッパドイ
ラス／／はドッパドイラス張拡※



ていつに作操ロイャジ

。すまきで動移を準照に
向方のそ、とすか動に右左下上を体本
、は間るいてし押をで作操のプイタA

。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



合場いなき
で作操くし正が)R(ドッパドイラス

)R(ドッパドイラス

。いさだくてっ行
らか」定設体本「のーュニメEMOH
、は正補のドッパドイラスの体本※

。すまし正補を)R(ド
ッパドイラス、てっ従に示指の面画.2

。すまび
選を」トータス「正補のドッパドイ
ラス張拡、らか」ンョシプオ「るあ
にプイタBの」ルーロトンコ「でー
ュニメズーポはたまーュニメンイメ.1

順手作操●

。いさだくみ読おを書明説扱取
のドッパドイラス張拡は容内いしわく
、どな法方用使のドッパドイラス張拡

。んせまりあ要必はドッパドイ
ラス張拡、合場ぶ遊でLL SD3ードン
テンニweN／SD3ードンテンニweN

。いさだくてし押を
か、はにるす除解を態状イバンタス

。すまりなに）態状
イバンタス（態状力電省とるいでいな
し作操間分5、はドッパドイラス張拡

。いさだくてっ行を正
補の)R(ドッパドイラスてっ従に順手
の下以、は合場るすりたい動に手勝に
のいないてし作操、りたっかなきで作
操に向方いし正で)R(ドッパドイラス



7 データのセーブ（保存）と消去

ゲームの進行状況は、試合が終了した時
などに自動でセーブされます。

ソフトを起動したあと、ニンテンドー
3DSロゴが消えてからタイトル画面が表
示されるまでの間に、+++を同
時に押し続けると、全データを消去でき
ます。
※消したデータは元に戻せないので、ご

注意ください。

去消のターデ

ブーセのターデ

。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 BLAST BALLメニュー

BLAST BALL
始めかた（→9）を選
んで、BLAST BALL
を遊びます。

セッティング

メックペイントの設
定、にセットする
メッセージの変更が
できます。また、ボ
イスの「言語」「性
別」「高さ」を調整
できます。

ゲームを始めると「練習」
をするかを決めます。

「練習しない」を選ぶか、
練習が終わるとBLAST
BALLメニューが表示され
ます。BLAST BALLメニューでは、以下
の項目を選べます。

練習

移動のしかたや撃ち
かたを確認できます。
また、AI（コンピュ
ータ）と1対1で練習
試合ができます。

コントロール

操作方法の確認がで
きます。また、New
ニンテンドー3DS／
Newニンテンドー
3DS LLや拡張スライ
ドパットを使用すると
操作タイプの切り替
えができます。

（説明書）
この説明書が開きま
す。



Nintendo
eShop

ニンテンドーeショッ
プへ移動します。

入隊テスト

ゲームを進めると、
『メトロイドプライム

フェデレーション
フォース』の入隊テ
ストを体験すること
ができます。

む込み読をobiima

。すまきでがとこる
れ入に手をトンイペクッメな別特、と
む込み読をobiimaるいてし応対にトフ
ソ本、び選を目項の」obiima「で」定
設トンイペクッメ「のグンィテッセ



9 BLAST BALLの始めかた

BLAST BALLは、4つの
方法で始めることができ
ます。

「シングルプレイ」を選ぶと、1人で
BLAST BALLを遊べます。チームメンバ
ーや対戦相手はAIとなります。

るめ始でイレプルグンシ

ぶ選をたかめ始



「オンラインプレイ」を選ぶと、インター
ネットに接続して、遠く離れたプレイヤ
ーとBLAST BALLを遊べます。

オンラインプレイで始め

「ローカルプレイ」を選ぶと、プレイする
人数分の本ソフトと本体があれば、最大6
人で、BLAST BALLを遊べます。
●用意するもの

ローカルプレイで始める（

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）
●操作手順
プレイヤーを募集する人は、「チームを
つくる」を選び、モード選択を行って

「OK」を選びます。参加プレイヤー全員
がそろい、チームの振り分けが完了した
ら、を押すと始まります。試合に参加
する人は、参加者を募集しているプレイ
ヤーの名前を選びます。

）イレプルカー
ロ

）信通トッネータンイ（
る



「ダウンロードプレイ」を選ぶと、本ソフ
トが1本あれば、その他の本体にゲームデ
ータを送り、最大6人でBLAST BALLを
遊べます。
●用意するもの

ダウンロードプレイで始め

【データを送る】

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
●操作手順

1.を押すか、「チームをつくる」をタ
ッチして、モード選択を行ったら

「OK」を選びます。
2.データを送りたいプレイヤーの名前が

表示されたら、「アップロード」を選
んで始めます。

【データを受け取る】
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。

）イレプドーロンウダ（
る



択選ドーモ

。すまきでが
とこう行を定設の下以
、はでLLAB TSALB

。すま
きで定設みの時の」戦対「がドーモ※

。すまきでがとこぶ選を
ムーチで分自、とるすに」FFO「。す
まれわ行で動自がけ分ムーチてせわあ
にさ強のーヤイレプ、とるすに」NO「

スンラバトーオ●
。すで勝優とく抜ち

勝回5にムーチIAるす場登に々次、は
」ジンレャチ「、い行をチッマルグン

シてれか分にムーチのつ2、は」戦対「
ドーモ●



10 BLAST BALLの画面の見かた

得点

相手のビームやボールに当たると減りま
す。エネルギーが0になるとメックが壊
れ、一定時間後に再登場します。

エネルギー

のこり試合時間

ビームエネルギーが表示されます。ビー
ムエネルギーは、ビームを撃つと減って
いき、なくなると連射ができなくなりま
す。撃つのをやめると回復します。

照準

プレイヤーやボールの位置を確認できま
す。

アリーナの状況

各チームのプレイヤー名を確認できます。

プレイヤー確認ボタン



を押すか、タッチすると使うことがで
きます。

所持アイテム（→11）

チャットで使えるメッセージの一覧が表
示されます。にセットしているメッセ
ージは、を押すことで発言できます。

チャットボタン

を押すと、ポー
ズメニューが表示されま
す。のこり試合時間を確
認できるほか、以下のメ
ニューを選べます。

ゲームをつづける 試合を再開します。

コントロール

操作方法の確認がで
きます。また、New
ニンテンドー3DS/
New ニンテンドー
3DS LLや拡張スラ
イドパットを使用す
ると、操作タイプの
切り替えができま
す。

ゲームをやめる
試合をやめ、始めか
たを選ぶ画面に戻り
ます。

チームボイス オ
フ

をタッチし
にすると、チームの
チャットボイスを無
音にできます。

て

ーュニメズーポ



11 BLAST BALLの遊びかた

ビームやボールでダメ
ージを受けなくなりま
す。また相手チームが

「イジェクト」を使った
ときにメックから放り
出されるのを防げます。

シールド

ビームの威力や、ビー
ムエネルギーの回復ス
ピード、メックの移動
スピードが上がります。

アドレナリン

相手チームのプレイヤ
ー全員をメックから放
り出します。イジェクト

※チャレンジモードで引き分けた場合は、
チャレンジ失敗となります。

ボールにビームを撃って動かし、相手の
ゴールに入れると得点が入ります。
試合時間内に3点先取するか、より得点が
多いチームの勝利です。なお、試合時間
が終了したときに同点の場合は、1分間の
延長戦（サドンデス）に入り、先に点を
入れたチームの勝利となります。延長戦
で両チームとも点が入らなかった場合は
引き分けとなります。

一定量のビームがボールに撃ちこまれる
とアイテムが現れ、取るとを押すかタ
ッチで使うことができます。

ていつにムテイア

ルール



右のようなヒールカプセ
ルを取ると、エネルギー
が回復します。

ゴールを決めると、新しいボールが出現
します。なお、ごくまれに特殊なボール
が出現することがあります。

試合が終わるとリザル
ト画面になり、各プレ
イヤーの成績を確認で
きます。「リマッチ」
を選ぶと再度試合をす
ることができ、「やめる」を選ぶと試合
を終了します。

面画トルザリ

ていつにルーボ

ていつにルセプカルーヒ



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･送り先

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)

〒611-0042 京都府宇治市小倉町神楽田56番地
任天堂サービスセンター

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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