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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
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。

■Lua
Copyright (C) 1994-2008 Lua.org,
PUC-Rio.
Permission is hereby granted, free of
charge, to any person obtaining a
copy of this software and associated
documentation files (the "Software"),
to deal  in the Software without

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。

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



CTR-P-A9AJ-00

rest r ic t ion,  inc luding w ithout
limitation the rights to use, copy,
modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the
Software, and to permit persons to
whom the Software is furnished to
do so,  subj ect  to the fo l lowing
conditions:
The above copyright notice and this
permission notice shall be included
in all copies or substantial portions
of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS
IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND,  EXPRESS  OR I MPL IED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTI CULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT.  IN NO EVENT
SHALL THE AUTHORS  OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE
FOR ANY CLAIM,  DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE.



2 amiiboとは

このソフト に対応していま
す。amiibo™［アミーボ］は下画面にタッ
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
(https://www.nintendo.co.jp/amiibo/)
をご覧ください。

amiiboに関するご注意

。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 ゲームのはじめかた

サムスのエネルギー（体力）

惑星にいるメトロイドの数

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。

／でファイルを選び、で決定する
と、メインメニューが表示されます。

プレイ時間

アイテム回収率

ゲームの難易度です。

モード

※ クリア後のファイルで「ニューゲー
ム」を選ぶときに変更ができます。
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続きからはじめます。

操作方法の確認や、ギャラリーの鑑賞、
クリア後はスタッフクレジットの確認な
どができます。

データを消去して、最初から遊びます。

項目を選ぶと、以下のことができます。
※ データが保存されていないファイル

では、「プレイ」のみ表示されます。

ーュニメンイメ

ムーゲーュニ

ンョシプオ

ーュニィテンコ



4 データのセーブ（保存）と管理

以下の場所でデータをセーブできます。

プレートの上に立つと、デ
タをセーブできます

ファイル選択画面
メインメニューで
データのコピーや
去ができます

上に乗ると、
ータをセーブ
たり、エネル
ーやミサイ

（→7）などを
給したりでき
す。
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理管のターデ
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ンョシーテスブーセ

ブーセのターデ



ファイルを選 をタッチしたあと、
ほかのファイルにデータをコピーしま
す。

ファイルを選ん をタッチすると、
データを消去します。
※ すべてのデータをまとめて消去する

ことはできません。
※ 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。

去消のターデ

で

。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●

ーピコのターデ

でん





5 操作方法





しゃがんでいる
ときに



移動しながら



／ ／
に入力しなが

ら

を押しながら


を押しながら


やボタンでサムスを操作します。ビー
ムの切り替えなど一部の操作は、下画面
をタッチして行います。
※ ゲームを進めるとできるようになる

操作もあります。

作操のスムサ

ムイエーリフ

）時ル
ーボフーモ（るす
置設をムボーワパ
／つ撃をルイサミ



※つ撃にめ
斜や上真をムービ

）時ルーボフー
モ（るす置設をム
ボ／つ撃をムービ

プンャジ転回

プンャジ

る
なにルーボフーモ

むがゃし

動移







／発動中に

※ ジャンプ中に＋で、空中で真
下にビームを撃てます。

／下画面をス
ライド

作操の他のそ

ルーロクスの面
画ーュニメプッマ

示表
のーュニメプッマ

除解／動発のィ
テリビアンオイエ

択選の）6→（ィ
テリビアンオイエ

）6→（
ータンウカーレメ



6 特殊なアクション／能力

ボスの特定の
撃に対して当
ると、スキが
まれます。こ
間に攻撃を当
ると特別なア
ションが発生し、大ダメージを与えるチ
ャンスになります。

敵の特定の攻撃に対して当てると、敵を
スタン（気絶）させて、自動で照準を合
わせます。
※ カウンターヒット直後にを押すと、

強力なビームで攻撃します。

腕を振り上げて敵を弾き
ばしたり、攻撃を防いだり
ます。敵の攻撃に合わせて
イミングよく当てると、以
のアクションが起こります。

下
タ
し
飛

ータンウカーレメ

トッヒータンウカ

ク
て
の
生
て
攻

スンケーシブラグ



で選択し
す。下画面に
囲のマップを
示したり、隠
れたブロック
一定時間知ら
てくれたりします。
※ 発動したときにエイオンゲージを消

費します。

ゲームを進めると、エイオンゲージ（→
7）を消費して、以下の能力を発動でき
るようになります。
※ 複数の能力を同時に発動することも

できます。

ィテリビアンオイエ

せ
を
さ
表
周

ま

スルパンャキス

。すで
切大がとこるす察観くよをき動の
敵、はにめたるす撃反。すまれさ

示表がトクェフエな別
特、はに前の撃攻るす
生発がスンケーシブラ
グやトッヒータンウカ

ツコのータンウカーレメ



で選択します。周囲の時間を遅くし
て、崩れる床を走り抜けたり、素早い敵
に攻撃を当てやすくしたりできます。
※ 発動中に少しずつエイオンゲージを

消費します。

で選択します。ビームが強化され、
を長押しして連射できるようになりま
す。
※ ビームを撃つたびにエイオンゲージ

を消費します。

で選択します。電撃のフォースフィー
ルドをまとうことで、ダメージを受けな
くなります。メレーカウンターもライト
ニングカウンターに強化され、攻撃範囲
が大幅に広くなります。
※ 攻撃を受けたり、ライトニングカウ

ンターを当てたりしたときにエイオ
ンゲージを消費します。

ーマーアグンニトイラ

トスーバムービ

トフリドズイェフ



7 メイン画面の見かた

敵の攻撃を受けたり、特殊溶解液に触れ
たりすると減ります はエネルギータ
ンクを表し、1つにつきエネルギーが
100あることを示します。

サムスのエネルギー（体力）

987

6
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。すまし直りやらか）どなろことた
し用利を）9→（備設の定特りたっ
取をムテイアな要重（トンイポク
ッェチかろことたしブーセに後最

。すまし開再らか
ろことたしブーセに後最とるめ
やをムーゲ度一。んせまれさブ
ーセは報情のトンイポクッェチ ※

とるなに0がーギルネエ
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。



選択しているアビリティには白いワク
が、発動中のアビリティにはエフェクト
が表示されます。

エイオンアビリティ

エイオンアビリティを発動するとき、ま
たは発動中に消費します。

エイオンゲージ

タッチすると、マップメニュー画面（→
8）を表示します。

マップメニュー

メトロイドDNA ）は、メトロイド
を倒すと手に入ります。

手に入れたメトロイドDNAの数

像に納めたメトロイドDNAの数／像を
動かすために必要なメトロイドDNAの
数を表します。

封印の像（→9）の状況

タッチでビームの種類を切り替えること
ができます。

ビームの切り替え

※ を押している間は、タッチでミサ
イルの種類を切り替えることができ
ます。

ミサイルの数

撃てるミサイルの数です。
※ 最大まで補給されていると、数字が

黄色で表示されます。
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惑星にいるメトロイドの数を表します。
メトロイドが近くにいると、反応して知
らせてくれます。

メトロイドレーダー9



8 マップメニュー画面の見かた

エリア名

エリア内のアイテム回収率と、エリアに
セットしたマーカーの数を表示します。

アイテム回収率とマーカーの数

アイコンをタッチすると、以下のことが
できます。

マップメニュー

惑星の全体マップを表示します。エリア
を選ぶと、エリアのマップを確認できま
す。

メイン画面 を押すか を
タッチすると表示されます。
※ で装備画面、でエイオンアビリ

ティ画面に切り替えます。

、で

面画ーュニメプッマ

3

1

2

ンャキスobiima

プッマドルーワ

3

2

1



amiibo（→11）を読み込んで、ゲーム
を有利に進めたり、新しいモードを追加
したりできます。

マップに表示されるアイコンと内容を一
覧で表示します。

操作方法を確認したり、ゲームをやり直
したりできます。

手に入れたビー
や、スーツの能力
どを確認できます
アイコンを選ぶと
使いかたや効果を
認できます
※ でマップメニュー画面に切り替え

ます。

マーカ ）をスライドしてマップに
セットし、目印にすることができます。
※ 各エリアごとに、10個までセットで

きます。
※ マーカーを消すときは、画面の下部

までスライドします
※ マーカーをすべて消すとき を

タッチします。
は

。

ーカーマプッマ

（ー

。
確
、
。

な
ム

面画備装

ムテスシ

トスリンコイア



手に入れたエイオ
アビリティの能力
確認できます

※ でマップメニュー画面に切り替え
ます。

。
を
ン

面画ィテリビアンオイエ



9 設備

古代文明の遺産です。手の
のアイテムボールにビーム
どを当てると、中からアイ
ムが現れます

モーフボールになって中に
ると、新たなエイオンアビ
ティが手に入ります

惑星内にはいろいろな設備や像がありま
す。設備はプレートの上に立つと利用で
きます。

エネルギーや
器の弾（ミサ
ルやパワーボ
など）の補給
データのセー
が行えます。

ブ
、

ム
イ
武

プッシータス

。
リ
入

トクァ
フィテーアィテリビアンオイエ

。
テ
な
上

像人鳥



別のエリアや階層に移動し
す

サムスのエネルギーを最大
で補給します

武器の弾を最大まで補給し
す

メトロイドを封印するため
特殊溶解液を管理する装置
す。メトロイドDNAを納
ると、特殊溶解液が引いて
に進めるようになります。
※ 先に進むために必要なメトロイド

DNAの数は、エリアによって異なり
ます。

先
め
で
の

像の印封

。
ま

ンョシーテスンポェウ

。
ま

ンョシーテスーギルネエ

。
ま

ーターベレエ



一度訪れたテレポートステ
ションに一瞬で移動します。

ー

ンョシーテストーポレテ



10 アイテム

敵を倒すと以下のアイテムが手に入りま
す。

特定の場所に隠されたり、置かれたりし
ています。

ミサイル

ミサイルが5補給されます。

エネルギー

※ 大と小で補給量が異なり
ます。

サムスのエネルギーが補給
されます。

エイオンオーブ

※ 大と小で回復量が異なり
ます。

エイオンゲージが回復しま
す。

エネルギータンク

エネルギータンクが1つ増
え、エネルギーの最大値が
100増えます。さらにエネ
ルギーが最大まで補給され
ます。

のもるえ拾

のもる入に手とす倒を敵



ミサイルタンク

ミサイルを持てる数が3増
えます。

ビッグエイオンオーブ

※ 一定時間経つと現れ、何
度でも拾えます。

エイオンゲージを全回復し
ます。

エイオンタンク

エイオンゲージの最大値が
50増え、最大まで回復しま
す。



11 amiiboを読み込む

「オプション」の「ギャラリー」で、ゲ
ームボーイ用ソフト『メトロイドⅡ
RETURN OF SAMUS』のアートワーク
を鑑賞できるようになります。また、

「エイオンリザーブタンク」が使えるよ
うになります。

ゲームを進めると、メインメニュー
「オプション」やマップメニュー
で、amiiboを読み込むことができます。
以下の4種類が対応し、それぞれできる
ことが異なります。
● サムス・アラン（メトロイドシリー

ズ）
● メトロイド（メトロイドシリーズ）
● サムス（大乱闘スマッシュブラザー

ズシリーズ）
● ゼロスーツサムス（大乱闘スマッシ

ュブラザーズシリーズ）

の
の

とこるきででobiima

）ズーリ
シドイロトメ（ンラア・スムサ



ゲームクリア後、フュージョンスーツで
プレイできる「フュージョンモード」が
追加されます。また、マップメニュー画
面で読み込むと、近くにいるメトロイド
の居場所をアイコンで表示します。

「オプション」の「ギャラリー」で、本
ソフトのコンセプトアートを鑑賞できる
ようになります。また、「ミサイルリザ
ーブタンク」が使えるようになります。

ミサイルを補給するためのタンクです。
が表示されているときにミサイルの

数が0になると、自動で50まで補給しま
す。
※ ウェポンステーションを利用すると、

再度使えるようになります。

エイオンを回復するためのタンクです。
が表示されているときにエイオンゲ

ージが0になると、自動で500まで回復
します。
※ ビッグエイオンオーブを取ると、再

度使えるようになります。

クンタブーザリンオイエ

クンタブーザリルイサミ

）ズーリシズーザ
ラブュシッマス闘乱大（スムサ

）ズ
ーリシドイロトメ（ドイロトメ



「オプション」の「ギャラリー」で、本
ソフトの音楽を鑑賞できるようになりま
す。また、「エネルギーリザーブタン
ク」が使えるようになります。

サムスのエネルギーを補給するためのタ
ンクです が表示されているときに
サムスのエネルギーが0になると、自動
で299まで補給します。
※ エネルギーステーションを利用する

と、再度使えるようになります。

クンタブーザリーギルネエ

。

）ズーリシズーザラブュシッ
マス闘乱大（スムサツースロゼ



12 Q&A

特殊なビームやミサイルでのみ開く
扉があります。どうしても開かない
扉は、新たな武器を手に入れてから
攻撃してみましょう。場所を忘れな
いようにマーカーをセットしておく
と便利です。

A.

扉が開きません⋯⋯。

一見水に見えるようでも、実はダメ
ージを受ける危険な液体であること
があります。飛び込む前は、冷静に
観察するようにしましょう。

A.

水に飛び込んだらダメージを受け
てしまいました⋯⋯。

しゃがんだあと、もう一度を入
力するとモーフボール状態になりま
す。コンパクトな体で、狭い通路も
通り抜けられるようになります。

A.

先に進む道は見つかりましたが、
狭すぎて通れません⋯⋯。

壁や床は壊すことができますので、
怪しいところを攻撃してみましょう。
壊せそうなものが見当たらない場合
は、エイオンアビリティのスキャン
パルスを使用してみると何か発見で
きるかもしれません。

A.

先に進む道が見つかりません⋯
⋯。

Q

Q

Q

Q



銀河連邦警察の特殊部隊が残したわ
ずかな資料によると、メトロイドを
倒す方法はミサイルのみとの噂があ
ります。ほかにも「寒さに弱い」と
もありますので、冷たい攻撃ならダ
メージを与えられるかもしれません。

A.

メトロイドが倒せません⋯⋯。

メトロイドDNAを持っている場合
は、封印の像に納めてみましょう。
抜け殻の位置が表示されますので、
近くを探すと見つかるかもしれませ
ん。

A.

メトロイドが見つかりません⋯
⋯。

Q

Q



13 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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