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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⺬に従ってく
ださい。

© 2003-2017 Nintendo Developed
by ALPHADREAM
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。

CTR-P-BRMJ-00
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。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
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。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



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 データのセーブ（保存）について

ファイルセレクト画面で「けす」を選ぶ
と、「マリオ＆ルイージRPG1 DX」と

「クッパ軍団RPG」（→12）のデータを
消します。

セーブアルバ
をたたくか、
画面の「セー
をタッチする
進行状況をセ
ブできます

※ 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。

1 ムバルアブーセ

1。
ー
、と
」ブ

下
ム

すけ

すけてべすをターデ

。すまし去消をタ
ーデのてべす、とるけ続し押を
＋＋、に間のでまるれさ⺬表
が面画ルトイタ、後動起をトフソ



ファイルセレクト画面で「コピー」を選
ぶと、もう1つのファイルにデータをコ
ピーします。
※ もう1つのファイルにデータがある場

合は、データを上書きしてコピーし
ます。

進行状況は自動的にセーブされます。

ターデ
の」GPR団軍パック「

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●





4 フィールド画面の見かた

/を押したときのアクション（→5）
です。

マリオたちの体力です。

進行状況をセーブします。

メニュー画面（→11）が表⺬されます。

周辺の情報や目 が表⺬されます。
をタッチすると拡大と縮小 をス

ライドするとピンを置けます。

4

5

1

2

3

、
地的

5 プッマニミ

4 ーュニメ

3 ブーセ

2 PH

1 ンョシクア





5 フィールドでのアクション

マリオとルイージが別々に行動するとき
は、を押して操作するキャラクターを
切り替えることができます。

下画面のアクションアイコンをタッチす
るか/を押すと、マリオたちのアク
ションを切り替えることができます。
※ ＋を同時に押すと、アクション

が「ジャンプ」になります。
※ 一部のアクションは、人やものに近

づくと自動で切り替わります。

を押すとマリオが、を押すとルイー
ジがアクションを行います。いくつかの
アクションは、ゲームを進めると使える
ようになります。

1人で行うアクションです。

ンョシクアロソ

え替り切のンョシクア

え替り切のータクラャキ



※ を押すと、2人同時にジャンプする
ことができます。

ブロックをたたいたり、段
をのぼったりできます

岩やヒビが入った壁を壊し
り、スイッチを押したりで
ます

2人で協力して行うアクションです。内
容によってマリオとルイージの並びが変
わります。

空中に浮いて、幅の広いみ
などを飛び越えられます。

ぞ

プンャジンピス

ンョシクアーザラブ

。
き
た

ーマンハ

。
差

プンャジ



※ ブラザーアクションはほかにもあり
ます。

ルイージが地中にもぐり、
の下などをくぐれるように
ります。を押すと元に戻
ます。

り
な
柵

ジーイルぐも

みぼくとメマ

。すまきでがとこるげ上を）01→（
力能のちたオリマ、とるすにー
ヒーコをメマで所場るあ。すまり
入に手がメマ、とる戻に上地がジ
ーイルぐもで所場るあのみぼく



6 バトルのはじめかた

敵にぶつかる
バトルがはじ
ります

敵をジャンプでふむとダメージを与えて
から、ハンマーでたたくとダメージを与
えて動きを遅くしてから、バトルがはじ
まります。

後ろから敵にぶつかられると、ころび
（→9）状態でバトルがはじまります。

ち打意不

撃攻制先

。
ま
と



7 バトルの進めかた

敵をふんで攻撃します。
ジャンプ

※ トゲのある敵をふむと、ダメージを受
けます。

敵をたたいて攻撃します。
ハンマー

※ 空中にいる敵には、ダメージを与え
られません。

敵から逃げます。
にげる

※ ボス戦など特定のバトルでは、逃げ
られません。

でコマンドブロックを選び、アクショ
ンボタン（/）を押して戦います。
※ でキャンセルができます。

3 4

2

1

1 クッロブドンマコ



HPやBPを回復したり、状態変化（→9）
を治したりします。

アイテム

マリオとルイージが協力して攻撃しま
す。

ブラザーアタック

BP（ブラザーポイント）はブラザーア
タック（→8）で使います。

有 にすると、敵の攻撃が誰に向か
うのかがわかります。

戦いかたを確認できます。

キャラクターが倒れて戦え
くなります

※ バトルが終わると、HPが1の状態で
復活します。

。
な

とるなに0がPH

4 ドイガ

効

3 トスシア

2 PBとPH

。すまきでがとこるすを習練の
作操、りた見を本手おのクッタア
ーザラブ、とるすチッタを」うゅ
しんれ「や」んほてお「の面画下



ゲームオーバーとなり、以下のメニュー
が表⺬されます。

※ イージーモードはバトルが終わって
も続きます。元に戻すときはメニュ
ーの「せってい」（→11）で変更し
ます。

とるなに0がPHの人2

るども
へルトイタ

。す
まり戻へ面画ルトイタ

ドー
モージーイ

。すましおなり
やをルトバ、で態状た
っなく強がちたオリマ

すおなりや 。すましおなり
やらかめじはをルトバ



8 バトル中のアクション

ジャンプかハンマーで攻撃します。

ふみつける直前にアクショ
ボタンを押すと、追加で攻
できます

ハンマーを振りかぶったと
にアクションボタンを押
と、威力が上がります

※ どちらかが倒れたり、めまわし、こ
ろびになっているときは使えません。

マリオとルイージの2人で攻撃します。

クッタアーザラブ

。
す
き

ーマンハ

。
撃
ン

プンャジ

るす撃攻



ルイージの協
でマリオが勢
よくジャンプ
敵を攻撃します

※ ブラザーアタックはほかにもありま
す。

敵の攻撃に合わせてアクションボタンを
押すと、よけることができます。

タイミングよくアクションボタンを押す
と、敵をふんだりハンマーで打ち返した
りして反撃できます。

ータンウカ

るけよ

。
、し

い
力

スロブュシッラプス

クッタアXD

。すま
りなにうよるきでが撃攻な力強り
よ、きめらひをクッタアXDとるせ
さ功成をクッタアーザラブも回何



を押すと敵の攻撃をガードして、受け
るダメージを減らせます。

ドーガうゅきんき



9 状態変化

目が回って、行動できなく
ります

敵の攻撃で以下の状態になることがあり
ます。状態変化は一定の時間がたつか、
アイテムのリフレッシュハーブを使うと
治せます。

自分のターンになるか攻撃
受けるまで、行動できなく
ります

自分のターンになると、ダ
ージを受けます。

メ

くどうも／くど

。
な
を

びろこ

。
な

しわまめ



動きが軽くなって、攻撃の
イミングが合わせにくくな
ます

動きが重くなって、攻撃の
イミングが合わせにくくな
ます

POWやDEFなどの能力（
10）が下がります

しばらくの間、特定のコマンドブロック
がなくなり選べなくなります。

アイテムのゴーストクッキ
を使うとゴーストになり、
ばらくの間、自分と敵の攻
が当たらなくなります。

撃
し
ー

トスーゴ

止禁ドンマコ

。
→

ンウダ力能

。
り
タ

力重ービヘ

。
り
タ

力重トイラ



。すで利便にのるす認確を動行のど
なスボ、めたるなくならた当が撃
攻の敵くらばしとるなにトスーゴ



10 レベルアップ

能力を1つ選ん
ポイントを加
ます。ポイン
の数字はで
定します

敵を倒すとEXP（経験値）やコインが手
に入ります。経験値が一定以上たまると
レベルアップし、能力が上がります。

力能

EGIH

。すま
し係関に額り取い買やき
引値ので店お、と率確る
出がトッヒーキッラるえ
与をジーメダなき大りよ

DEEPS 。すでさやばす

FED 。すで力御防

WOP 。すで力撃攻

PB 。すまい使にきと
す出をクッタアーザラブ

PH 。すで力体

トンイポスナーボ

。
決
ト
え
で





11 メニューでできること

アイテムを使ったり、装備品をつけ替え
たりできます。
※ ゲームを進めると、表⺬されるもの

が増えていきます。

クッパ軍団を率いて戦います（→12）。
※ ゲームを進めるとボタンが表⺬され

るようになります。

3

4

21

3 GPR団軍パック

1 ンイコため集

4 書明説子電

2 間時イレプ



アイテムを使います。

装備品をつけ替えます。/でキャラ
クターを切り替えます。

能力や装備品を確認できます。

フィールドやバトルでの操作など、ゲー
ムの進めかたを確認できます。

たたいたブロックや、マメを掘り出した
くぼ の数、これまでのあらすじや
スタンプ（→15）などを確認できます。

ドーコレ

み

ドイガ

スターテス

びうそ

ムテイア

ーュニメ



ふりがなの表⺬やイージーモードの設定
を変更できます。

いてっせ



12 クッパ軍団RPGのはじめかた

amiiboを使います（→15）。

「クッパ軍団RPG」の遊びかたを確認で
きます。

バトルの勝利数など、プレイの記録を確
認できます。

メニューにある「
ッパ軍団RPG」を
ぶと遊べます。「
リオ＆ルイージ」
選ぶとメニューに
ります
※ 「クッパ軍団RPG」のボタンはゲーム

を進めると表⺬されます。

。
戻
を
マ
選
ク

ドーコレ

ドイガ

obiima



13 クエストの選びかた

下画面の隊⻑を動かしてクエストを選び
ます。「バトルスタート」を選ぶとボコ
スカバトル（→14）がはじまります。
※ 一度クリアしたクエストも選べます。

軍団のユニットや強さを確認できます。
/で切り替えます。

一度見たイベントをスキップするかどう
かの設定をします。

2

1

3

3 いてっせ

1 報情の団軍

2 トッニユの軍敵るす場登



軍団は4個まで編成を保存できます。ゲ
ームを進めたりamiiboを登録（→15）
して隊⻑が追加されると、最大10個ま
で軍団を編成できます。

「へんせい」を選び、軍団に入れたいユ
ニットと外したいユニットを選んで入れ
替えます。

ユニットはつぎの3タイ
に分かれ、じゃんけん
ような3すくみの関係に
ります

えんきょりタイプに強く、ひこうタイプ
に弱いです。

とつげきタイプ

ひこうタイプに強く、とつげきタイプに
弱いです。

えんきょりタイプ

とつげきタイプに強く、えんきょりタイ
プに弱いです。

ひこうタイプ

。
あ
の
プ

プイタのトッニユ

るす成編を団軍

数の団軍



「きょうか」を選ぶと、マメを使ってユ
ニットを成⻑させることができます。

「リーダーアクション」を選ぶと、使う
リーダーアクション（→14）を設定で
きます。

定設
のンョシクアーダーリ

るす化強を団軍



14 ボコスカバトルの遊びかた

なくなると倒れます。自分のHPは赤、
敵軍の隊⻑のHPは⻘で表⺬されます。

左側は自分の軍団、右側は敵軍のユニッ
トの数を表します。

クエスト選択画面に戻ります。

ユニットたちは自動的に戦いますが、と
きどき発生するスペシャルワザとリーダ
ーアクションで、戦いを有利にできま
す。敵軍の隊⻑を倒すと勝利です。

4

3

5

2

1

4 るげに

2 数のトッニユの団軍

1 PHの⻑隊

3 ンョシクアーダーリとPL



スペシャルワザやリーダーアクションの
効果などを確認します。

ユニットの頭 が表⺬
れたあと、をタイミング
く押したり連打したりす
と、スペシャルワザを使う
とができます。敵もスペシャルワザを使
ってきます。

※ 隊⻑が成⻑すると、使えるリーダー
アクションが増えます。

があるときに下画面をタッチする
かの同じ方向を押すと、敵のスペシャ
ルワザを止めたりするリーダーアクショ
ンを発動できます。

クエスト内のバトルにすべて勝つとクエ
ストクリアです。仲間が増えたりマメが
手に入ったり、経験値がたまってユニッ
トがレベルアップしたりします。

アリクのトスエク

PL

ンョシクアーダーリ

こ
る
よ
さに

ザワルャシペス

5 ドイガ





15 amiiboで遊ぶ

※ My amiiboは、「マリオ＆ルイージ」
のメニューでスタンプを押すときに
も登録できます。

クリボー、ノコノコ、テレサのamiiboを
My amiiboとして登録します。

世界のどこかにいるスタン
コレクターと出会うと
amiiboで遊ぶためのスタ
プシートがもらえます

メニュー（→11）の「レコード」にあ
る「スタンプ」を選ぶと、amiiboを使っ
てシートにスタンプを押せます。
※ 押したスタンプの数に応じてボーナ

スがあります。

隊⻑を追加したり、マメを手に入れたり
できます。

とこる
きででGPR団軍パック

す押をプンタス

。
ン

、
プ

くろうとのobiima



※ フレンドボーナスは50個まで受け取
ることができます。

My amiiboを使って、友だちの「マリオ
＆ルイージRPG1 DX」の「軍団シート」
にスタンプを押すと、「フレンドボーナ
ス」としてマメが手に入ります。

る
取け受をスナーボドンレフ

。んせまきではとこる取け受
をスナーボドンレフ、もてし押を
プンタスでobiimaいないてしを録
登のobiima yM。すまきでがとこ
る取け受みので体本たしを録登の
obiima yM、はスナーボドンレフ



クリボー、ノコノコ、テレサ、マリオ、
ルイージ、ピーチ、ヨッシー、キノピ
オ、クッパ、クッパJr.。
※ クリボー、ノコノコ、テレサの3体は

My amiiboとして登録できます。
※ マリオ、ルイージ、ピーチ、ヨッシ

ー、クッパのamiiboはシリーズの違
いを問わず対応しています。たとえ
ば「スーパーマリオシリーズ」と

「大乱闘スマッシュブラザーズシリー
ズ」のどちらのマリオを使っても

「マリオのamiibo」として使用できま
す。

※ 対応amiiboの詳細は、任天堂ホーム
ページ（https://www.nintendo.
co.jp/amiibo/）をご覧ください。

obiimaるえ使



16 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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