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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。

© 2018 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。

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-A9EJ-00

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



2 どんなゲーム？

『ザ・デッドヒートブレイカーズ』は、
謎の宇宙岩石生命体（モンスター）と戦
うバトルレースタワーディフェンスゲー
ムです。
ジローやケモだちを操作して、ガンナー
たちと協力しながら開拓地を守ります。

「紅い閃光」の異名を持つ
アルマジロ。強烈な回転力
を活かし、その身ひとつで
モンスターと渡り合う。腕
利きのレーサーでもある。

いつも明るく元気なジロー
の相棒。武器や装備を発明
して、ジローをサポート。

スッリ

ーロジ



モンスターから故郷を取り
戻すために戦う、あなたの
分身。

ちだモケ



3 はじめかた

最初から遊ぶと
きは新しいデー
タを、続きから
遊ぶときは前に
作成したセーブ
データを選びま
す。

❶ ケモだちとして操
作したいあなたの
Miiを選びます。

❷ を連打する
と、Miiが動物
の姿に変身し
ます。

❸ このままはじめるときは「はい」を、
動物の種類を変えたいときは「いい
え」を選びます。

 ※ あらかじめ、『Miiスタジオ』で
Miiをつくっておく必要がありま
す。

ぶ遊らか初最

面画択選ターデ



レース練習
スタジアム（→12）で練習ができます。

ギャラリー
リプレイマシン（→12）でスターを集
めると、さまざまなコンテンツを楽しむ
ことができます。

続きから再開したり、セーブデータを削
除したりできます。ゲームを進めると、
次の項目も選べるようになります。

。すまれば選が
のもたっ合に顔のiiM、は類種の物動

。んせまきで更変を
類種の物動やiiM、はとあたし定決 ※

ていつにちだモケ

ぶ遊らかき続



4 データのセーブ（保存）と削除

データ選択画面で「データを削除する」
を選ぶと、セーブデータを削除できま
す。
※ セーブデータを削除するときは、内

容を充分にご確認ください。削除し
たセーブデータは元に戻せません。

このゲームはオートセーブです。次のタ
イミングなどで自動的にセーブされま
す。
● バイト終了後
● 防衛戦（→5）クリア後
● 建物に出入りしたとき
※ セーブ が表示されます。は中

ていつにブーセ

るす除削をターデ



。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●



5 進めかた

壁に守られたシティと、モンスターが襲
撃してくる開拓地を行き来しながら進め
ます。

日中はバイトやレース（→12）をして、
戦いの資金を稼ぎます。

夜になって救援
要請が届いたら、
ともに戦うガン
ナーを雇います。

戦いは次の流れで進みます。



拠点やガンタワー（→17）にガンナー
を配置したり、バリケードなどを強化し
たりします。

備準衛防

）戦衛防（い戦ので地拓開

う雇をーナンガ

ぐ稼を金資

たかしご過のでィテシ







次々現れるモン
スターに戦いを
挑み、撃破して
いきます。

終盤になると、
モンスターが走
行フォームに変
身します。追撃
して倒しましょ
う。

開拓地を駆け回
り、戦いの準備を
します。

ンラーリフ

ジーャチスデ

ルトバトンウカンエ

。すまりなにーバーオム
ーゲ、とるなにからちどの次で戦衛防

るれさく尽べ食を
）51→（ーュジンマにータスンモ ●

るなくながフイラのーロジ ●

ーバーオムーゲ



6 操作について

このゲームは、おもにボタンで操作しま
す。一部の場面ではタッチ操作もできま
す。

で表示
すると、キャラ
クターやモンス
ターなどのさま
ざまな情報を確
認できます。



シティではケモだちを、開拓地やレース
ではジローを操作します。

ータクラャキ作操

ーュニメズーポ



7 シティでのアクション

※ 一部、見回せない場所もあります。
※ +を同時に押すと、カメラ（視

点）がケモだちの背後に移動します。

／す回見

どなるべ調・す話

るす動移



8 移動中のアクション

開拓地を移動するときに使います。

を押し続けると、
パワーをためます。
光ってからを離す
とダッシュします。

※ で向きを変更できます。

チャージには2段階あ
ります。一度光った
あともを押し続け
ると右のような状態
になり、を離すと
より速くダッシュし
ます。

で移動中にを押し続けると、スピー
ドを落とさずにカーブを曲がることがで
きます。

を押し続けると、減速して止まりま
す。を押しながらで、急ブレーキを
かけます。

キーレブ

トフリド

ュシッダジーャチーパース

ュシッダジーャチ



カメラ
を押すと、カメラがジローの背後に移
動します。

激エネゲージ（→
16）がたまっている
状態でを押すと、
ワザが出せます。

で走ります。砂地
（→17）でも、足を
とられずに移動でき
ます。

る走

う使をプッチルトバ

。すまりなにうよるきで
が）61→（え替り切、え増が類種
のプッチルトバとるめ進をムーゲ ●

。すまり
な異部一が果効できとたっ使に中
ルトバと中動移、はプッチルトバ ●



9 バトル中のアクション

モンスターと戦うときに使います。

を押し続けて離す
と、体当たりします。

※ 体当たりは、を入力していた方向
に行います。

体当たりがヒットし
た瞬間にを押し続
けると、けずり攻撃
をします。

体当たりがヒットし
た瞬間にを連打す
ると、爪攻撃をしま
す。

クッタアーロク

クッタアドンイラグ

クッタアグンリーロ



を押し続けると、
パワーをためます。
オレンジ色に光って
からを離すと、強
力な突進攻撃をしま
す。
※ ヒット時に衝撃波も出ます。
※ このあとに続けて、グラインドアタ

ックやクローアタックを行うことは
できません。

激エネゲージがたま
っている状態でを
押すと、ワザが出せ
ます。

とを同時に押し
続けてを離すと、
高く跳んで爪攻撃を
します。

を押し続けて離す
と、近くのモンスタ
ーを風圧で吹き飛ば
します。

クッタアドンィウ

ーロクプンャジイハ

う使をプッチルトバ

クッタアジーャチ



風圧がヒットした瞬
間にを押すと、爪
攻撃で追い打ちをか
けます。

ーロクドンィウ

。すまりなにうよるきでとるめ進
をムーゲ、は降以ーロクプンャジイハ



10 デスチャージ中のアクション

この間は、モン
スターをダッシ
ュで追いかけな
がら攻撃します。

モンスターに追いつくと、自動的にロッ
クオンします。
※ を押すと解除できます。

ローリングアタックやグラインドアタッ
ク、クローアタックで攻撃できます。

るす撃攻

ンオクッロ



11 シティ画面の見かた

持ち金

アイテムボタン

持っているアイテムやバトルチップの情
報を確認できます。

マップアイコン

：現在地

：目的地
：施設のある場所

※ 矢印は向いている方向を表します。

※ 一度訪れると、赤色に変わります。

時間帯アイコン

は午前 は午後 は夜を表しま
す。

ワールドマップボタン

ゲームを進めると表示され、各開拓地の
情報を確認できます。

3

、、

5

5

1

2

64

3

2

4

1



そうびボタン

ジローとケモだちの装備品（→13）を
確認できます。

6



12 いろいろな施設

リプレイマシン
クリア済みの防衛戦に再挑
戦できます。

※ マシンは使えないこともあります。

おもな施設を紹介します。

ロビー
ガンナーが集まる場所です。

練習場
ジローのバトルの練習ができます。

客室
寝ると、時間を進めることができます。

ービロ／ルテホ

ジーレガ

。すまきいて
しンプーオがツンテンコの内ーリラャ
ギ、とるめ集。すまりあがきとるえら
もをータスたじ応にアコス、とるすア
リクを戦衛防てっ使をンシマイレプリ

るめ集をータス



モンスター素材でパーツをつくってもら
ったり、アイテムを売ったりできます。

装備品やアイテム、バトルチップの売買
ができます。

ゴミ分別のバイトができます。

お店番のバイトができます。

バトルゲームをクリアすると、賞金がも
らえます。

不定期にレースが開催され、3位までに
入ると賞金がもらえます。

マンジューを眺めたり、オヤツをあげた
りできます。

場牧ーュジンマ

ムアジタス

ムアシロコルトバ元次超

店商サグノモ

ーリトクァフ源資再

屋ずろよ

店のツセーヨ



？⋯もかるあ
がとこいい、とるけかし
話にントンアのく近トー
ゲ面正てめ集い拾。すま
りあがとこるえ拾を玉ス
ラガる光、とるいてい歩

らたけつ見をのもる光



13 夜になったら

開拓地から救援要請が届きます。ホテル
に戻って出撃準備をしましょう。

雇うと、開拓地でともに戦
ってくれます。（→14）

※ 雇ったガンナーに再度話しかけると、
契約を解除できます。

話しかけると、出撃に進み
ます。おすすめガンナーを
聞くこともできます。

ガンナー情報を買ったり、
お金を借りたりできます。

ーャジンレトス

スッリ

ーナンガ

。んせまし生発は撃襲の次、で
ます返部全。すまきでもでついは済返

合場たり借を金お

ータクラャキるいにービロ



装備品やアイテム、バトル
チップの売買ができます。

特製ドリンクを出してくれ
ます。飲むと、次の防衛戦
でケモだちのライフが一時
的に1つ増えます。

。すまり
あがとこるれ壊てし化変に色赤→色黄
とるけ続い使、りあが度久耐はにプッ
チルトバや品備装。すまりなくなはの
もい古、し備装をのもいし新に的動自

。すまきで認確で
や、はかうどかるいでん傷 ※

とう買を品備装

ンソリャギ

オルキ



14 ガンナースカウト画面の見かた

ガンナーを雇った数／雇える数

バトルマップボタン

出撃先のマップを確認できます。

ガンナー情報

ガンナーに話しかけると情報が追加さ
れ、タッチすると詳細を確認できます。

3

2

1

1

3

2



ガンナーの名前やレベルなど

顔の下に経験値ゲージ（→22）が表示
されます。

ガンバレルの種類とレベル

ガンバレルは4種類あります。

※ 自分の近くは攻撃できません。

ガンナーは「ガンバレル（砲身）」と呼
ばれる武器を持っていて、強さなどが異
なります。

5

4

876

たか見の報情ーナンガ

※。砲離距長い
き大が力威の撃一

ンノャキマズラプ

。き向ト
ーポサ。砲離距中
たれ優に能機射連

ンカルバムービ

。砲
離距近な効有にー
タスンモの前の目

ータ
スラブトクパンイ

※。砲離距長超
る誇を力威の大最ータスバグンロ

5

4



射程

攻撃範囲の広さを表します。

攻撃力

弾1発あたりの攻撃力を表します。

消費電力

消費電力が多いほど、バッテリー切れ
（→16）を起こしやすくなります。
※ 充電ローラー（→17）で充電できま

す。

7

6

8



15 防衛準備

モンスターは、家畜のマン
ジューを食べるためにやっ
てきます。マンジューのい
る拠点を守りながら戦い、
モンスターを全滅させると
クリアです。
※ マンジューが1匹でも残っていれば、

クリアできます。

バトルマップを見ながら、ガンナーを拠
点に配置します。
※ 配置すると、射程内に入ったモンス

ターを自動的に撃ってくれます。

防衛戦のはじめ
に、拠点やガン
ナーの準備をし
ます。

置配ーナンガ

る守をーュジンマ

。すまし置配で分自置配ルアュニマ

。すまれくてし置配
をーナンガに的動自置配トーオ



拠点情報（→16）

しゃていボタン

配置したガンナーの射程をON／OFFで
きます。

きけんどボタン

各拠点の危険度をON／OFF
できます。

※ 危険度の数字が大きい拠点ほど、モ
ンスターからねらわれやすいです。

2

321

たか見のプッマルトバ

。すまりあが
とこるれくてっ戦にょしっいてしとー
ナンガが人村、合場いな少がーナンガ

。す
まれさ点減に時アリク、とるなに
）02→（能不起再がーナンガの村 ※

ーナンガの村

3

1



採掘メテオ（→17）で採れる鉱石を使
って、拠点のバリケードなどを強化しま
す。
※ 強化はフリーラン中にも行えます。

準備を終えて、防衛戦をはじめます。

始開衛防

化強ドーケリバ



16 開拓地画面の見かた

ケモだちのライフ（→19）

ジローのライフ

なくなるとゲームオーバーになります。

激エネゲージ

壊せるもの（→17）
を壊したり、モンス
ターを倒したりして
出現した「激エネ」
を取ると、ゲージが
たまります。

激エネ

3

3
5

7

4
6

2

1

2

1



拠点情報

各拠点の状況が表示されます。

ケモだちボタン

ゲームを進めると使えるようになり、ケ
モだちに指示が出せます。（→19）

各ガンナーの射程

色は、電力の残量によって変わります。
（豊富）＞ ＞ ＞ （バッテリー

切れ）

バトルマップアイコン

は近づくと表示され、中身を
取ると黒色に変わります。

：現在地
：ケモだちの位置

：拠点

：採掘メテオ
：ガンタワー（→17）

：ジャンプ台
：コンテナ（→17）

：モンスターの位置

と ※

6

7

5

4

。すまきでがえ替り切のプッチ
ルトバで、合場るいてっ持上以枚2

。すまきでもと
こるえ替り切、でん選に順のプッ
チルトバいたい使→→ ※

え替り切のプッチルトバ



拠点番号

電力の残量

拠点にいるマンジューの数

配置状況

：ガンナーがいる
：ガンナーがいない

バリケード

色は、状況によって変わります。
（無傷）＞ ＞ ＞ （大破）

21

9 11018

たか見の報情点拠

01

11

21

9

8

。うょしまげあてし電充に
め早、でのいなきで撃攻がーナンガは
間のこ。すで態状たっなくなが力電

？はとれ切ーリテッバ



17 探索する

開拓地のフィールドを一定時間駆け回
り、地形の確認をしたり、戦いの準備を
したりできます。

を押し続けるとスキップし、
防衛戦がはじまります。

マンジューのいる場所です。
ガンナーを配置すると、モ
ンスターを攻撃してくれま
す。

拠点でできること
フリーラン中は、バリケードを強化した
りマンジューを増やしたりできます。

ガンナーを配置すると、モ
ンスターを攻撃してくれま
す。

※ 一部のステージで登場します。
※ ガンタワーも鉱石で強化できます。

ーワタンガ

ータルェシ央中・点拠

のもるあに地拓開

 ※

ンラーリフ



ガンナーの攻撃に必要な電
力を充電できます。

充電のしかた
を押し続けて
離すと、ジロー
が回転して充電
できます。

マンジューのエサです。白と紅白の2種
類あります。紅白のほうがマンジューが
多く増えます。

使いかた
採取してフリーラン中に拠点へ持ってい
くと、その拠点にいるマンジューを増や
すことができます。
※ 採取したマンジュー草を持っていか

なかった場合は、戦績発表（→22）
でポイントに変換されます。開拓地
の外に持ち出すことはできません。

草ーュジンマ

ーラーロ電充



バリケードなどの強化に使
う鉱石を入手できます。

体当たりして壊すと激エネ
（→16）や、ライフを回復
させるハートが出現するこ
とがあります。

正面から何度か体当たりし
て壊すと、貴重なトレジャ
ーなどを入手できます。

スーパーチャージダッシュ
か、バトルチップの「ブー
スト」を台の上で使って勢
いよく飛び出すと、大ジャ
ンプできます。

台プンャジ

ナテンコ

のもるせ壊

オテメ掘採



砂にはまってしまい、ロー
リングダッシュなどがしにく
い場所です。

進むときのコツ
バトルチップの「ブースト」を使うと、
砂の影響を受けずにダッシュできます。

よろず屋で売っている「C4爆弾」を使
うと、爆破して道をつくることができま
す。
※ 爆弾は、ゲームを進めると売っても

らえるようになります。

岩大・ジッリブ破爆

地砂



18 モンスターと戦う

フリーランをはじめて一定時間経つと、
モンスターが襲撃してきます。接近して
バトルを挑みましょう。

モンスターに触れるとバトルになり、す
べて倒すと撃破できます。

黄色いラインの外に向かっ
て移動し続け、メーターが
満タンになると逃げ出せま
す。

モンスターの残り数／総数

今回の防衛戦で襲撃してくる、モンスタ
ーすべての数が表示されます。撃破する
と、残り数を減らせます。

1

1

プーケスエ

ルトバトンウカンエ



ガンナーの攻撃を受
けたモンスターは、
小さくなります。
さくなり、頭上
が出ているモンスタ
ーにチャージダッシ
ュで勢いよく体当たりすると、バトルせ
ずに倒せます。

に
小

携連のとーナンガ



19 ケモだちの援護

エンカウントバトル中 をタッチ
するかを押すと、すぐにやってきて加
勢してくれます。

ケモだちは、自分でモンスターを見つけ
て戦います。指示を出すこともできま
す。
※ ケモだちが戦っているときや、指示

により移動しているときは指示が出
せません。

❶ フィールド をタッチします。
をタッチする

と、その場所に行
って戦ってくれま
す。

ケモだちに近づいてを押すと、回復ア
イテムが使えます。

ケモだちのライフが減ったら、次の方法
で回復できます。

ていつに復回

きとるいにドルーィフ

たかし出の示指

 ❷
で

るえ伝を先き行

に

ぶ呼



❶ ケモだちといっしょに戦っている状
をタッチします。

❷ 使いたい回復アイテムを選びます。
❸ ジローとケモだちのどちらを回復し

たいか選びます。

で態

中ルトバトンウカンエ

。すまれ
くてし加参たまらか戦衛防の次、がす
まし脱離らかい戦ので地拓開に的時
一、とるなくながフイラのちだモケ

脱離のちだモケ



20 バリケードを破壊されたら

モンスターが拠点に入り、マンジューを
いくらか食べてしまいます。拠点にいる
マンジューがすべて食べられると、その
拠点がなくなります。

モンスターにマンジューが食べ尽くされ
て拠点がすべてなくなる、またはジロー
のライフがなくなるとゲームオーバーに
なります。

開拓地に到着した場面からやり直しま
す。

ガンナーを雇う場面からやり直します。

ゲームをやめてタイトル画面に戻りま
す。

るどもにルトイタ

す直りやらかルテホ

す直りやらか初最を所場のこ

ーバーオムーゲ

。んせましは場登再。す
まりなに能不起再で点時たれら入にー
タスンモ、合場たいに点拠がーナンガ

能不起再のーナンガ



21 デスチャージ

モンスターを倒していくと、追撃しなが
ら戦う「デスチャージ」が発生します。
全滅させるとクリアになります。

残り時間

チャージメーター

を押し続けるとメーターがたまりま
す。を離すと、ためた量に応じて加速
できます。

スピードレベル

モンスターを倒すと、スピードオーブを
入手できます。一定数集めることでレベ
ルが上がり、スピードが速くなります。

モンスターがパワーアップして完全体に
なり、残りの拠点を襲撃します。エンカ
ウントバトルですべて撃破すると、クリ
アできます。

とるなくなが間時り残

3

2

1

3

2

1



22 戦績発表

防衛戦をクリアすると、戦績が発表され
ます。

ガンナーに経験値が与えられます。モン
スターを最も多く撃破した拠点にいたガ
ンナーは、ボーナス経験値ももらえま
す。

今回参加したガンナーのうち1人に、次
も必ず来てくれるようお願いできます。

モンスターの撃破数やクリアタイムなど
の合計スコアが発表され、報酬としてお
金がもらえます。
※ リプレイマシンを使ってクリアしたと

きは、スターももらえます。

レベルアップ
経験値ゲージが満タ
ンになると、レベル
アップして攻撃力な
どが上昇します。

経験値ゲージ

酬報とアコス計合

トスエクリ場登再

績戦のーナンガ



23 採掘場での戦い

ゲームを進めると、採掘場に行けるよう
になります。難易度は高めですが、多く
の報酬がもらえます。

依頼がある場合、ホテルの
ロビーに現れます。話しか
けると採掘場に行けます。

各採掘場に1つだけある「採掘センター」
をめざして、モンスターが襲撃してきま
す。採掘センターを守りながら戦い、す
べて撃破するとクリアです。
※ 採掘センターにモンスターが1匹でも

入ると、防衛失敗になります。
※ 採掘センターにガンナーを配置する

ことはできません。

採掘場にはあちこちにガンタワーがあり
ます。ガンナーを配置すると、モンスタ
ーを攻撃してくれます。

う使をーワタンガ

ルールので場掘採

ルーザヨ師配手



ボッタワー
採掘場によっては、ロボッ
トのように自動砲撃してくれ
る「ボッタワー」がありま
す。
※ ボッタワーの充電にはお金を消費し、

モンスターに壊されてもお金で再建
できます。

。すまきで戦挑再、とるけか
し話にルーザヨ。すまし還帰にィテシ

。んせ
まり戻はどなーナンガたっなに能
不起再、や金おたっ払にーナンガ ※

らたし敗失に衛防



24 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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