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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。
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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協力してミッションを
遊んだり（→9）、BLAST BALLで対戦し
たりできます（→14）。

。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
った対戦プレイや協力プレイを制限でき
ます。



5 どんなゲーム？

銀河連邦軍の一兵士となり、連邦が開発
した「メック」と呼ばれるロボットに乗り
こんで戦うファーストパーソンアドベン
チャーゲームです。
数々の惑星で起こるミッションを遂行し、
ストーリーを進めていく「ミッション」
モードや、ビームを撃って巨大なボール
を相手のゴールに入れるスポーツ

「BLAST BALL(ブラストボール)」で遊べ
ます。



6 操作方法

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（
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」（→7）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。

仲間を復活させる 連打／連打
特殊アクション 長押し
ホバージャンプ 長押し／長押し
ウェポン切り替え 
ウェポン使用 ／

作操の中ンョシッミ

示
の

）
照

／

作操通共



アイテムの使用 ／

作操の中LLAB TSALB

。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 ゲームの始めかた

さまざまなミッションをクリアしてスト
ーリーを進めていきます。

メックの操作のしかたを練習したり、
「BLAST BALL」(→14)の試合を行った
りできます。

タイトル画面でを押す
と、ファイル選択画面が
表示されます。セーブデ
ータのない「ファイル：
はじめから」を選ぶと、
本編の最初から始めることができ、セー
ブデータのあるファイルを選ぶと、続き
から遊べます。また、『メトロイドプラ
イム ブラストボール』のセーブデータ
が存在すると、そのセーブデータを引き
継いで遊べます。

メインメニューでは、以
下の項目を選べます。

ーュニメンイメ

択選ルイァフ

トステ隊入/LLAB TSALB

ンョシッミ



メック強化チップの装着、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。

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ドを使用する
と操作タイプの切り替えができます。

この説明書が開きます。

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「のズイマタスカ

。すまりあが要必
るせま込み読でれぞれそ、でのすま
れさ理管に々別はobiimaむ込み読で
」グンィテッセ「と」ズイマタスカ「※

。すまきでがとこ
む込み読をobiimaもで定設トンイペ
クッメの）31→（」グンィテッセ「※

書明説

ルーロトンコ

ズイマタスカ



8 データのセーブ（保存）と消去

ゲームの進行状況は、ミッションをクリ
アした時などに自動でファイルにセーブ
されます。

ファイル選択画面 を選び、続いて
「消去する」を選ぶと、選択しているファ
イルのデータを消すことができます。
また、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。

ファイル選択画面で「ブラックリストを
リセット」を選ぶとブラックリスト（→
9）をリセットするための準備ができま
す。そのままソフトを終了せずに、ミッ
ションまたはBLAST BALLの「オンライ
ンプレイ」でインターネットに接続する
と、ブラックリストがリセットされます。

トッセリのトスリクッラブ

去消のターデ

で

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●



9 ミッションの始めかた

ミッションは3つの方法
で始めることができます。

「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4
人で、協力してミッションを遊べます。
●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4台）
本ソフト･････････････････････････････
････プレイする人数分の本数（最大4本）
●操作手順
プレイヤーを募集する人は、「チームを
つくる」からプレイするミッションを選
び、参加プレイヤー全員がミッションロ
ビー画面にそろうのを待ちます。
ミッションに参加する人は、参加者を募
集しているプレイヤーの名前を選びます。

「シングルプレイ」を選ぶと、ミッション
を1人で遊びます。

るめ始でイレプルグンシ

）イレプルカー
ロ

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
ーと協力してミッションを遊べます。
また、フレンドになっているプレイヤー
とだけ遊ぶこともできます。

オンラインプレイで始め

始めかたと遊びたいミ
ッションを選ぶと、ミ
ッションロビー画面に
進みます。ここでは、
チップ（→11）の装
着やメックペイントの
設定など、カスタマイ
ズができます。プレイ
ヤー全員が「出撃」を
選ぶと、ウェポンを選ぶ画面に移ります。

ていつにトスリクッラブ

。すまりなくなわ会うもはと
ーヤイレプのそ、とるす録登にトスリ

。す
まきでがとこ)51、01→(るす録登に
トスリクッラブをーヤイレプだん遊に
緒一、はきとぶ遊でイレプンイランオ

。んせまきではとこる
す録登にトスリクッラブをドンレフ※

。すまれさき書上らかの
もい古、とるえ超を人001。すまき
で録登でま人001はトスリクッラブ※

面画ービロ

）信通トッネータンイ（
る



ミッションで使用する
ウェポンを選びます。
なお、ウェポンにはそ
れぞれウェイトがあ
り、プレイヤーの重量
制限をこえて持つこと
はできません。プレイ
ヤー全員が「出撃」を
選ぶと、ミッション
が始まります。

ぶ選をンポェウ



10 画面の見かた

ダメージを受けると減ります。

エネルギー

ジャンプをすると表示されます。ホバー
ジャンプをしている間減っていき、なく
なると落ちていきます。ジャンプをやめ
ると回復します。

ホバーゲージ

敵にダメージを与えたり、コンテナなど
を壊したりすると増えていきます。

スコア

ロックオン状態にすると、敵のエネルギ
ーゲージも表示されます。

照準

面画ンイメ



現在装着しているチップ（→11）を確認
できます。

チップボタン

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

タッチすると、下画面の表示を切り替え
られます。

切り替えボタン

全体の地形を確認でき
ます。全体マップ

現在いるエリアを確認
できます。エリアマップ

ミッション中の目的を
確認できます。ログ

仲間の体力を確認でき
ます。ドローンを連れ
ていったときに、ドロ
ーンの状態（バッテリ
ーゲージ）を確認でき
ます。また、オンライ
ンプレイで遊ぶときは、
プレイヤーのアイコン
をタッチし、「登録す
る」を選ぶとブラック
リスト（→9）に登録
できます。

仲間の状態



を押すと、ポー
ズメニューが表示されま
す。ミッションのベスト
スコアと経過時間を確認
できるほか、以下のメニ
ューを選べます。

持っているウェポンです。またはタッ
チでウェポンを切り替えることができ、
で使用します。右側の重量メーターは、
持っているウェポンの総重量を表します。

ウェポン

ミッションをつづ
ける

ミッションを再開し
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。

ミッションをやめ
る

ミッションをやめ、
ミッション選択画面
に戻ります。

チームボイス 
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
オ

ーュニメズーポ



11 遊びかた

フィールドにある青いゲ
ートは、ビームを撃って
近づくと開きます。

右のようなメッセージが
表示される場所では、メ
ッセージに沿って操作す
ると、特殊アクションが
できます。

「ミッション」モードでは、さまざまなミ
ッションをクリアしていきます。

ミッション中は、敵を倒したり、特定の
場所まで移動するなどの目的を達成して
いきます。達成すると、新しい目的が指
示されます。

るめ進をンョシッミ

ンョシクアの中ンョシッミ

ンョシクア殊特

く開をトーゲ



「チップ」は、さまざまな
効果を持つメックの強化
チップで、ミッションを
進めることで最大3つま
で装着できます。また、
ミッション中に拾うことができます。
チップを装着した状態で、メックのエネ
ルギーが０になったり、ミッションを途
中でやめたりすると、装着しているチッ
プのいずれか1つが壊れる場合がありま
す。
壊れたチップは失われてしまいます。

コンテナなどを壊したと
きに、中からウェポンな
どのアイテムが出てくる
ことがあります。アイテ
ムに近づくと拾うことが
できます。
※重量制限をこえる場合は拾えません。

う拾をムテイア

ていつにプッチ



12 ミッションクリアについて

決められた目的を達成するとミッション
クリアとなります。

リザルト画面では、ミ
ッションクリア時のス
コアに応じて、メダル
を獲得したり、ミッシ
ョンで拾ったチップを
プレイヤー同士で分配したりできます。
メダルを集めると、新たなミッションに
挑戦できます。

面画トルザリ

アリクンョシッミ

ていつにーバーオムーゲ

。すま
りあがとこるなにーバーオムーゲもで
外以るなに０がーギルネエクッメ、は
てっよにンョシッミ。すまり戻にー
ビロンョシッミ、りなとーバーオムー
ゲ、とるなに0がーギルネエのクッメ
のーヤイレプ全たし加参にンョシッミ



13 BLAST BALLメニュー

BLAST BALL
始めかた（→14）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。

メインメニューの
「BLAST BALL/入隊テス
ト」で「BLAST BALL」
を選ぶと、以下の項目が
表示されます。

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。

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



14 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●



15 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。
また、オンラインプレイで遊ぶときは、
プレイヤーのアイコンをタッチし、「登
録する」を選ぶとブラックリスト（→9）
に登録できます。

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（→16）

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



16 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



17 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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