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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。
このソフトは3D表示には対応しておりま
せん。あらかじめご了承ください。

 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。

ポケットモンスター･ポケモン･Pokémon

© 2018 Pokémon.

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。

© 1995-2018 Nintendo / Creatures
Inc.  /  GAME FREAK inc.  /
Developed by Creatures Inc.

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

の



･名探偵ピカチュウは任天堂･クリーチャー
ズ･ゲームフリークの商標です。

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。

協力：株式会社 白舟書体

本製品には、一部の文字を除きシャ
ープ株式会社のＬＣフォントを使用

しております。ＬＣＦＯＮＴ、エルシーフ
ォント及びＬＣロゴマークはシャープ株式
会社の商標です。

CTR-P-A98A-00



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 はじめかた／操作方法

前作『名探偵ピカチュウ ～新コンビ誕生
～』をプレイした方のために、クリア後の
シナリオ(4章)から遊ぶこともできるよう
になっています。
※ゲームを遊びやすくするため、前作に該
当する1～3章にも若干の変更が加わって
いますが、ストーリーに大きな変更はあり
ません。

前作をクリアしており、続きから遊びたい
場合に選びます。第1～3章がクリア済み
になり、第4章からゲームをはじめること
ができるようになります。
※前作からセーブデータを引き継ぐことは
できないため、前作途中からの再開はでき
ません。

ゲームを最初からはじめます。

はい

いいえ

たかめじは



ゲーム内で使う言語を選ぶとタイトル画面
へ進みます。
※選んだ言語はタイトル画面で変更できま
す。

タイトル画 を押すと、ゲーム
がはじまります。

もじせってい

ゲームを最初からはじめます。セーブデー
タは3つまで作成することができます。
はじめるときに「てだすけモード」を選ぶ
ことができます。
※一度「てだすけモード」でゲームをはじ
めると、セーブデータを作り直すまで「て
だすけモード」から変更することができな
くなります。

はじめから

最後にセーブしたところから、ゲームを再
開します。

つづきから

クリアした章や次の章を遊ぶことができま
す。

しょうをえらぶ

で面



ゲーム内で集めたピカチュウサインを見る
ことができます。

ピカチュウサインをみる

第1章（前作の続きからはじめた場合は第
4章）をクリアすると、メニューに追加さ
れます。「名探偵ピカチュウ」のamiibo
を使うことで、ゲーム内の条件を満たさな
いと見ることのできないピカチュウサイン
をすべて見られるようになります（クリア
した章のみ）。

amiibo

ゲーム内で使う文字と音声の言語を変更で
きます。右下にある地球のアイコンをタッ
プすることで変更画面へ進みます。

言語の変更

本の操作
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査リスト画面の操作

理メモ画面の操作推
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4 ゲームの保存と消去

このゲームはオートセーブ機能が使われて
います。イベント終了後やフィールドを移
動した際に、自動でセーブされます。
※セーブ中は上画面の右上に「セーブ中」
と表示されます。

オートセーブ

データを消去する

最初からまたはじめる場合は、1つのデー
タを上書きするか、すべてのデータを一度
消去する必要があります。記録してあるデ
ータを完全に消去するときは、タイトル画
面で、、を同時に押してください。
※一度消したデータは元に戻せません。消
去するときは内容を十分ご確認してから行
ってください。

。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 ゲームの目的

ポケモンを巻き込んださまざまな事件を解
決することで、物語が進んでいきます。
名探偵であるピカチュウとコンビを組み、
力を合わせて事件を解き明かしていきまし
ょう。

じすらあ



6 画面の見方

捜査で入手した情報や証拠、関わっている
人物・ポケモンを見ることができます。各
項目のカーソルをタッチすると、より詳し
い情報が見られます。

詳しい情報にイラストがあるものは、下画
面をタッチすると、より明確な画像が表示
されます。もう一度タッチすると、元に戻
ります。
※新たな情報を入手すると『NEW』が表
示されます。

❶捜査リスト

下画面にメニューが表示されています。
※「マップ」はある程度ストーリーを進め
るとメニューに加わります。

面画ーュニメ

❺

❸

❷

❶

❹



証拠品を見ることができます。

拠

聞き込みで入手した情報を見ることができ
ます。

言

事件に関わる人物を見ることができます。

物人

証

証



事件に関わるポケモンを見ることができま
す。

ケモン

ゲーム全体に関係する重要な情報を見るこ
とができます。ある程度ストーリーを進め
ると「捜査リスト」画面の右下に追加され
る、鍵状のアイコンをタップすることで確
認できます。
※エピソードが進んでも引き継がれます。

要な捜査リスト

❷推理メモ
事件の一覧を見ることができます。
※新たな情報を入手すると『NEW』が表
示されます。

重

ポ



❸会話ログ
今までの会話を見ることができます。下画
面のタッチで操作できます。

❹マップ
現在いる場所の全体図と現在地を見ること
ができます。

❺てだすけモード
捜査や推理をするときに、ピカチュウから
物語を進めるためのサポートを得ることが
できます。
※ゲーム開始時にてだすけモードを選んだ
場合のみ表示されます



ピカチュウサインをタッチすると、ピカチ
ュウと会話ができます。ときには捜査のヒ
ントをくれることもあります。
ピカチュウから話があるときはサインが点
滅します。
ゲームを進めていくと、ピカチュウサイン
がいつもと違うポーズになり、重要な手が
かりを一緒に探してくれることがありま
す。

ンイサウュチカピ

ンイサウュチカピ



7 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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