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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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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。
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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 ユーザーコンテンツについて

ユーザーが作成する、テキストやメッセー
ジ、Mii、画像、写真、動画、音声を「ユ
ーザーコンテンツ」といいます。

●送信したコンテンツは、多くの人の目に
触れる可能性があります。また、送信先
にてコピー・改変・再送信などをされる
可能性があります。一度他人の手に渡っ
たものは、送信した人であっても削除し
たり、利用を制限したりすることはでき
ませんので、ご注意ください。

ユーザーコンテンツに関するご注意

●インターネット上のサーバーなどに送信
したコンテンツは、諸般の事情により予
告なく削除される場合があります。ま
た、当社で不適切と判断したコンテンツ
は削除や非公開にすることがあります。
あらかじめご了承ください。

●以下に該当する行為、または該当するお
それがある行為をしないでください。
- 自分または他人の名前や住所などの個

人情報を送信する行為。
- 他人の名誉や信用を毀損したり、他人

を侮辱したり、または他人に不快感を
与える行為。

- 他人の著作物を権利者に無断で利用す
るなど、他人の著作物などの知的財産
権およびその他の一切の権利を侵害す
る行為。

- 犯罪行為またはこれを助長する行為。
- 公序良俗に反する行為。

ほかのユーザーとユーザーコンテンツ（以
下、コンテンツ）をやりとりするソフト全
般のご注意です。扱うコンテンツは、ソフ
トによって異なります。



- 利用規約やガイドラインなどで禁止さ
れている行為。

- その他、当社が不適切と判断する行
為。

●他人の権利を侵害するコンテンツ、自分
や他人のプライベートな情報や他人に不
快な思いをさせるようなコンテンツなど
を、QRコード化してほかの人にあげた
り、公開したりしないでください。ほか
の人に読み取られる場合があります。

●コンテンツのインターネット上への送信
や、他人とのコンテンツの送受信など、
インターネットの利用によって生じた損
害などについては、当社は一切責任を負
いかねます。



4 インターネットでできること

●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

※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
て対戦プレイを楽しめます。くわしくは、

「ネット対戦」のページ（→10）をご覧く
ださい。

。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。



5 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対戦
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



6 データのセーブ（保存）について

「オプション」の「データさくじょ」を
選ぶと、セーブデータを消去します。
※ 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。

リーグバトルや大連戦が終わるたびに、
自動的にセーブされます。

るすブーセをターデ

るす去消をターデ

。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●





7 アクション

※ れんぞくアタックができないコピー
能力や、ほかのアクションができる
コピー能力があります。

ンョシ
クアのとご力能ーピコ

。すまきで認確をンョシ
クアのとご力能ーピコ、とす押を
/で面画るす択選を力能ーピコ

/にきと
るいでいつかをか何るげ投

ぐつか

/に中グンリバホ弾気空

に中プンャジグンリバホ

プンャジ

に中プンャジクッタ
アプンャジ

クッタ
アゅしくと

す離てけ続し押をク
ッタアめた

打連クッタ
アくぞんれ

クッタア

動移





8 トレーニング

そうさやバトルのルールを確認できま
す。

バトルの種目ごと
ルールを確認でき
す

「みおろし」
「よこ」の2つ
フィールドで
コピー能力ご
のアクション
ブーストオー
を試せます。

ブ
や
と
、
の
と

ムールグンニーレト

。
ま
の

明説ルトバ



9 近くにいる人とローカル対戦

1.｢ローカルプレイ｣でを押して、グル
ープを作ります。

2.メンバーがそろったらを押します。

本体：最大4台
本ソフト：1～4本

「みんなで大連戦」で近くにいる人とあ
そべます。プレイする人数分の本体と本
ソフトが1本あれば、最大4人で楽しめ
ます。

1.「ローカルプレイ」でオーナーのなま
えを選びます。

全員がソフトを持っているときは「ロー
カルプレイ」を選びます。すべての機能
が使えます。

ソフトを持っていない人ともあそぶとき
は「ダウンロードプレイ」を選びます。
一部の機能が制限されます。

イレプドーロンウダ

イレプルカーロ

さうそのーバンメ

のもるす意用

さうそのーナーオ



2.ニンテンドー3DSのロゴを選びます。

本ソフトを持っていない場合
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。

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。

本ソフトを持っている場合
1.「みんなで大連戦」の「ダウンロード

プレイ」でオーナーのなまえを選びま
す。

1.｢ダウンロードプレイ｣でを押してグ
ループを作り、続いてパックを選びま
す。

2.メンバーがそろったらを押します。

さうそのーナーオ

さうそのーバンメ



10 遠くにいる人とインターネット対戦

ランクマッチであそぶと経験値が増え、
レベルが上がっていきます。レベルが上
がるとバトルコインがもらえ、「コレク
ション」でロックを外すときに使えま
す。

レベル

ランクマッチで勝つと増えて負けると減
る、強さを表すポイントです。

ランクポイント

※ 1000になるまでは、負けてもランク
ポイントは増えます。

参加しているプレイヤーが選んだバトル
から、ランダムであそぶバトルが決まり
ます。

「ネット対戦」を選ぶとインターネット
に接続して、遠くはなれた人と通信して
対戦できます。

）信通
トッネータンイ（戦対トッネ

チッマクンラ



11 amiiboを使う

※ 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。

「コレクション」の「amiibo」を選ぶと、
つぎのamiiboを読み込んで特別なきせ
かえを手に入れることができます。

プ
ッャキィビーュキィビーュキ

グンチンハェフカィデルドワ

んめか
クッィテクラャギトイナタメ

クスマの襲逆王大デデデ

カリプ
レドーソラトルウィビーカ



12 プレイ内容を送信する

「オプション で「送信する」を選
びます。
※ やめるときは「送信しない」に変更

します。

ゲームをあそんでいないときに本体をス
リープモードにしておくことで、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、プレ
イ内容を任天堂に送信します。送信され
た情報は個人を特定しない形で、今後の
商品開発に活用させていただきます。

）信通に間の
つい（るす信送を容内イレプ

るす用使を」信通に間のつい「

の」



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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