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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。

© 2001-2018 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-BGNJ-00

Portion of Game Asset is built with
Unity

本製品の一部にシャープ株式会社の
Ｃ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。

Ｌ

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 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。

※NFCリーダー／ライターを使用する場
合は、拡張スライドパッド（→3）を取
り外してください。

。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

の

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。



3 拡張スライドパッドの補足説明

Newニンテンドー3DSシリーズ本体、お
よびNewニンテンドー2DS LL本体で遊ぶ
場合、拡張スライドパッドは必要ありませ
ん。
拡張スライドパッドの使用方法など、くわ
しい内容は拡張スライドパッドの取扱説明
書をお読みください。

拡張スライドパッドは、3DS本体をスリ
ープするなど、接続が切れてから5分間操
作しないでいると省電力状態（スタンバイ
状態）になります。再度使用するには、

「オプション」の「拡張スライドパッド」
から「使用する」を選んでください。

※本体のスライドパッドの補正は、
HOMEメニューの「本体設定」から行っ

2.画面の指示に従って、スライドパッド
(R)を補正します。

1.ファイル選択画面（→5）やポーズ画面
（→8）の「オプション」から「拡張ス
ライドパッド補正」を選びます。

●操作手順

スライドパッド(R)で正しい方向に操作で
きなかったり、操作していないのに勝手に
動いたりする場合は、以下の手順に従って
スライドパッド(R)の補正を行ってくださ
い。

スライドパッド(R)が正しく操作できない
場合

ライドパッド(R)

※ニンテンドー2DS本体では拡張スライ
ドパッドを使用できません。 

ス



てください。



4 プロローグ

ある日のこと、ルイージのもとに、なん
と「あなたに大きなお屋敷をプレゼント
！」という通知が届きました！

喜んだルイージは、お兄さんのマリオに
電話しました。「マリオ兄さん？ ぼく、
マイホームを手に入れたよ！ お祝いの
パーティをするから遊びにきてよ！」

地図を頼りにお屋敷に向かったルイージ
でしたが、森の中で道に迷ってしまい、
あたりはすっかり真っ暗。やがて、やっ
との思いでたどりついた深い森の奥で、
なんだか不気味なお屋敷を発見しました
⋯⋯。

地図を見ると、まさしくそのお屋敷がル
イージの家です。ルイージがお屋敷に足
を踏み入れてみると⋯⋯！ 先に着いて
いるはずのマリオの姿がなぜか見つかり
ません。しかもお屋敷の中には、なんと
オバケが⋯⋯！

そのとき、オバケが突然ルイージに襲い
かかりました！ 「兄さん！ 助けて～!!」
そこに、そうじ機を背負ったナゾの老人
が登場!! ルイージは、危機一髪のところ
で、その老人に助けられたのでした⋯
⋯。

その老人、オヤ・マー博士は、長年この
森に住みついて、大好きなオバケの研究
をしていたのです。ルイージは、オヤ・
マー博士にお兄さんのマリオがいなくな
ったことを伝えました。すると博士は、



オバケ屋敷を探検するのに必要な、2つ
の発明品を渡してくれたのです⋯⋯。

さあ、気弱でこわがり屋のルイージは、
イタズラ好きなオバケたちを退治して、
お兄さんのマリオを見つけだせるでし

？かう
ょ



5 ゲームの始めかた

操作（→10）を変更します。／で
ページを切り替えて「オーケー！」を選
ぶと、設定を反映します。

3つのファイ
から1つを選び
す。最初から
ぶときは「は
めから」を、
きから遊ぶと
は「ゲームをはじめる」を選びます。

ジャイロセン
サー感度

ジャイロ操作の感度
を変更します。

ライトタイプ

「オリジナル」を選ぶ
とライトを、「ストロ
ボ」を選ぶとストロ
ボを使います（→
10）。

。すまし節調をさ
る明の面画、てっが
たしに示指の面画上

つせ
うょちさる明

法方動移
。すまび

選らか」き歩横「と
」準標「を法方作操

）（1ジーペ

ぶ選をルイァフ

き
続
じ
遊
ま
ル

ンョシプオ



拡張スライド
パッド

拡張スライドパッド
の使用と不使用を切
り替えます。

上下感度 上下を向くときの感
度を変更します。

）（2ジーペ

。すまい行を正補の
)R(ドッパドイラスの

ドッパドイラス張拡

正補ドッパ
ドイラス張拡

。すまし更変を作
操のきとく向を下上

)R(ドッ
パドイラス／
クッィテスC



6 セーブ（保存）と消去

ファイルを選んだあと、「データをけ
す」を選ぶと進行状況を消去します。
※ 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。

ファイルを選んだあとに「データをコピ
ー」を選ぶと、空いているファイルにデ
ータをコピーできます。

キノピオと話したりテレサ（→12）を
つかまえたとき、ラボ（→15）にいる
ときに進行状況をセーブできます。

ブーセのターデ

ーピコのターデ

去消のターデ



。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 ストーリーの進めかた

屋敷はいくつかのエリアにわかれていま
す。エリアの最後に現れるボスオバケを
つかまえると、つぎのエリアに進めま
す。

明るくなった
屋を調べると
カギが見つか
ことがありま
カギを拾うと
かの部屋に入
ます。

暗い部屋には
バケが現れま
すべてのオバ
をつかまえる
部屋が明るく
ります

ルイージはオバケをつかまえたり、部屋
のしかけを解いたりしながら、屋敷を探
索します。

）11
→（るえまかつをケバオ

。
な
、と

ケ
。す

オ

れ
ほ
。す

る
、
部

るけつ見をギカ

るすアリクをアリエ



※ ゲームは最後にセーブしたファイ

ルイージの体力（→8）が0になるとゲ
ームオーバーとなり、タイトル画面に戻
ります。

ーバーオムーゲ

。すまりなにとこす直りやらか
ル



8 画面の見かた

を押
と表示されま

「オプション」
操作を変更し
り、「じっせ
リスト」でプ
イの達成度を確認したり、ゲームをやめ
たりできます。
※ amiiboを使っている場合は、読み込

んだamiiboのアイコンが表示されま
す。

3 力体のジーイル

2 ）31→（ーターメトンメレエ

1 ）21→（ーダーレサレテ

3

2

1

面画ズーポ

レ
き
た
で
。す

す



9 ゲームボーイ・ホラーの見かた

ルイージが入ったことのある部屋は暗い
緑色 ）で表示されます。オバケを
つかまえて明るくなった部屋は や

などの明るい色で表示されます。
※ 明るくなった部屋の色は、エリアご

とに異なります。

：ルイージ

：持っているカギで開けられるトビラ

：カギのかかっているトビラ

：カギのいらないトビラ

つかまえたテレサの数です。

4

3

2

1

1 ータンウカサレテ

、
（

4 プッマアロフ

3 前名の所場るいがジーイル

2 数階のアロフ



タッチするとつぎの表示を切り替えるこ
とができます。

：フロアの階数

：フロアマップ

：もちもの ※

：フロアマップの拡大と縮小

※ 手に入れたアイテムやつかまえた絵
画オバケをタッチすると、説明が

：つかまえた絵画オバケ ※

。すまれさ示
表

作操
のーラホ・イーボムーゲ



10 アクションと操作

ゲームボーイ
ホラーを使っ
画面に映って
るものを調べ
す。絵画オバ
のハートを調
ると、心の中を読み取れたりします。



／スライドパッド(R
※ 上下の向きはでリセットできます。

移動中に押し続ける
移動中に体の向きを変えるか変えないか
を切り替えます。



操作はNewニンテンドー3DSを使用し
たときのものです。
※ 拡張スライドパッドを使用するとき

は、／ の機能が入れ替
わります。

／と

動移

るべ調

／

え替り切の法方動移

るえ変をき向の体

／)

るすチーサ

べ
ケ
ま
い
、て

・




オバケをつかまえたり、アイテムを引き
寄せたりします。

押し続ける
暗い場所では自動的にライトが光りま
す。オバケに近づきたいときなどに、ラ
イトを消します。

押して離す
ボタンを離すと光ります。ボタンを押し
続けてためると、光る範囲が広がりま
す。

光を当ててオバケの動きを止めるために
使います。操作は「オリジナル」と「ス
トロボ」で切り替えられます。

ボロトスとトイラ

う使をボロトス

／

作操
のきとだん選を」ボロトス「

す消をトイラ

／

作操の
きとだん選を」ルナジリオ「

む込い吸

う使をムーュキバオ



エレメント放出中に
※ オバキュームの使用中は体の向きが

変わりません。を押し続けると移
動する方向に体の向きを変えられま
す。

※ 移動方法を「横歩き」にすると、オ
バキュームを使っていないときにも、
体の向きを変えずに移動できます。


あらかじめ吸い込んでおいたエレメント
を放出します（→13）。

サーチ中の視点をはじめ、ライトやスト
ロボ、オバキュームの上下の向きは、本
体をかたむけることでも動かせます。
※ 動作が不安定なときは、本体を平ら

な場所に置いて、しばらく静止させ
てください。

作操ロイャジ

るす出放をトンメレエ

るす射発をりまたかのトンメレエ

／

。い
さだくてしにうよいなわ行を作操
やき動いしげは、でのすまりなと因
原の損破ののもの囲周、障故やがけ

。いさ
だくでん遊てっ持りかっしで手両を
体本、し認確をとこるあがスーペス
な分十にりわま、に前ぶ遊。すまび
遊てしか動を体本、はでトフソのこ



11 オバケをつかまえる

ライトやスト
ボの光を当て
とオバケの動
が止まり、胴
からハートが
てきます

オバケはつぎの手順でつかまえます。

るて当
を光のボロトスやトイラ.1

。
出
体
き
る
ロ

ツコ
るめ止く長をき動のケバオ

。すまきでがとこ
るめ止く長りよをき動のケバオ、と
るて当を光らかていづ近けだるきで
、てしりためたをボロトスりたし消

をトイラ。すまいましてえ消にぐす
もてて当を光、はケバオるいにく遠



出てきたハー
をオバキュー
で吸い込みま
オバケを引っ
るようにを
かして、オバ
の体力を0にするとつかまえられます。
※ オバケに引きずられるとルイージの

体力が減り、お金（→14）を落と
。すまいまして

し

る張っ引でん込い吸.2

ケ
動
張
。す

ム
ト



12 テレサをつかまえる

ゲームが進むとテレサたちが現れます。
テレサたちはつぎの手順でつかまえま
す。

テレサが隠れ
いる場所を調
たり吸い込ん
りすると、テ
サが姿を見せ
す。そのまま
い込んで体力を0にするとつかまえられ
ます。
※ つかまえそこねたテレサは、ほかの

部屋に逃げていきます。

テレサレーダーは、テレサが隠れている
場所に近づくにつれて色が変わり、点め
つが速くなります。

：テレサが部屋の中にいます

：テレサはいません

※ テレサレーダーは、テレサと似た丸
いものにも反応してしまいます。

：テレサがすぐそばにいます

す探でーダーレサレテ.1

たか見のーダーレサレテ

るえまかつでん込い吸.2

吸
ま
レ
だ
べ
て



。すまりかわ
くし詳りよとるすチーサ。すまいて

れ隠にかこどの
屋部いる明いな
いがケバオ。ん
せまれ現はに屋
部い暗はサレテ

所場れ隠のサレテ



13 エレメントを使う

を押すとエ
メントを放出
ます。エレメ
トメーターが
ってなくなる
放出できなく
ります。

エレメントを吸い込むとエ
メントメーターが満タンに
り、放出できるようになり
す

※ 種類の異なるエレメントを吸い込む
と、使えるエレメントが切り替わり
ます。

エレメントとは、炎、水、氷の3つのエ
ネルギーのことです。ろうそくに火をつ
けたり、燃えさかる火を水で消したり
と、いろいろなことができます。

ゲームが進むとエレメントを使えるよう
になります。

はとトンメレエ

む込い吸をトンメレエ.1

。
ま
な
レ

な
、と

減
ン
し
レ

るす出放をトンメレエ.2



射発のトンメレエ

。すまきで射発をりまたか
のトンメレエく届でまく遠りよ、と
す押を／に中出放のトンメレエ



14 アイテム

絵画オバケが落とします。
小→中→大の順で価値が高
く、集めるとギャラリー

（→15）の肖像画が豪華にな
ります。

コイン→お札→金塊の順で高
額になります。集めるとい
いことがあるかもしれませ
ん。

カギのかかっているトビラ
を開けます。

ルイージの体力が回復しま
す。大きいものほど回復量
も多くなります。

オバケをつかまえたり、家具を調べたり
すると、アイテムが現れることがありま
す。アイテムはふれるかオバキュームで
吸い込むと手に入ります。

トーハ

ギカ

金お

ルーパ



一定時間、体が小さくなっ
てオバキュームが使えなく
なります。

コノキ毒



15 ラボでできること

肖像画を見
「ボスリトライ
を選ぶと、も
いちど絵画オ
ケと戦えます

つかまえた絵画オバケの肖像画やテレサ
の絵を見たり、トロフィーの台座でプレ
イのじっせきを確認したりできます。

オバケをつかまえる練習ができます。

オヤ・マー博士のラボでは、データのセ
ーブのほか、つぎのことができます。

グンニーレト

くいにーリラャギ

イラトリスボ

。
バ
う
」

て



マリオ

毒キノコのかわりに、体
力を回復できるスーパー
キノコが現れるようにな
ります。

キノピオ
キノピオに話しかけると、
体力を回復してくれるよ
うになります。

つぎのamiiboを読み込むと、特別な効
果が現れます。

※ 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。

※ amiiboの読み込みは、ゲームを少し
進めるとできるようになります。

※ amiiboを読み込んだ効果は、ゲーム
オーバーになったとき、ポーズ画面
で「ゲームをやめる」を選んだり、
ラボでを押してタイトル画面に戻
ったとき、本体の電源がOFFになっ
たときにリセットされます。

obiima

。すまりなにうよる
かわが所場るいてれ隠の
サレテたねこそえまかつ

サレテ

ジーイル

。すまりなに
うよるかわが所場れ隠の
ープヤチッリすと落を金
おんさくた。すまきで活
復回1もてっなに0が力体



近くにいる人とふたりで遊びます（

イレプでりたふ

。）71
→



16 オヤ・マー博士に質問！

家具を調べるとハートが出ることがある
じゃろう。これをとるとキミの体力が回
復するのじゃ。オバケをいちどに2匹以
上つかまえると、ハートがかならず出て
くるぞ。

屋敷の中で見つけたお金は、好きなだけ
集めるがよい。わしはそんなものに興味
がないからな。集めたお金は自分の家を
建てるときにでも使ったらどうかのう？

キミにはいろんなオバケをつかまえても
らうんじゃが、絵画オバケはわしが回収
して、もとの肖像画に戻してやるのじ
ゃ。肖像画はラボのギャラリーで鑑賞で
きるぞ。

ゃじのるやてし戻に画像肖.A

？るな
うどはケバオたえまかつ.Q

うろゃじいよとくおてめ集.A

？
いいがうほため集も金お.Q

ゃじのるとをトーハ.A

？
るすうどはきとたいつ傷.Q



わしはラボにおるのじゃよ。心配はせん
でいい。エントランスから外に出ればい
つでも会えるしの。ゲームボーイ・ホラ
ーでキミのことも丸わかりじゃから、

ゃじ中のボラ.A

。うろやてっ送をスイバドアはにき
と

？
るいにこどもついは士博.Q



17 ふたりで遊ぶ

1. 1Pが「ルームをつくる」を選びます。
2. 2Pが「ルームをさがす」を選び、

1Pの本体を「けってい」します。
3. 準備ができたら1Pが「はじめる」を

選びます。

ふたりともソフトを持っているときは
「ふたりでやしき」を選んで、ストーリ
ーの続きから遊べます。

本体：2台
本ソフト：1・2本

近くにいる人とふたりで遊べます。1P
はルイージを操作して、2Pはグーイー
ジでルイージの手助けをします。

のもるす意用

イレプルカーロ

たかめじは

うょちくとのジーイーグ

。すまきで活復とるすくら
ばしもてれさ倒、がんせまりあかし
分半のジーイルも力体。んせまきで
がとこるけ開をラビトはジーイーグ



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。

2. ニンテンドー3DSのロゴを選びます。
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。

1. ソフトを持っている人が「ルームを
つくる」を選んで2Pを待ちます。

2. 2Pが表示されたらを押します。

※ ふたりともソフトを持っているとき
はローカルプレイでも遊べます。

「ふたりでトレーニング」と「ふたりで
ギャラリー」は、2Pがソフトを持って
いなくても遊べます。

イレプドーロンウダ

作操のP1

作操のP2



18 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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