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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。

©2009-2019 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。
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2 ゲームのはじめかた

マリオとルイージ、クッパの冒険をはじ
めます（→4）。

クッパJr.が軍団を率いて戦います（→
17）。

amiiboを使ってアイテムを手に入れま
す（→22）。

2つあるファイルス
ットのどちらかを
び、続いて「はじ
る」を選びます

※ タッチ操作もできます。

ルセンャキ

定決

／択選の目項

。
め
選
ロ

obiima

GPR.rJパック

3GPRジーイル＆オリマ



3 セーブ（保存）と消去

※ 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。

ファイルスロットを選んだあとに「け
す」を選ぶと、「マリオ＆ルイージ
RPG3」と「クッパJr.RPG」のデータ
を消します。

進行状況は自動的にセーブされます。

フィールドにあるセーブブ
ックをたたくと、進行状況
セーブできます。

を
ロ

3GPRジーイル＆オリマ

ブーセのターデ

GPR.rJパック

す消をターデ

す消をターデのてべす

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



ファイルスロットを選んだあとに「コピ
ー」を選ぶと、もう1つのファイルスロ
ットにデータをコピーします。
※ もう1つのファイルスロットにデータ

がある場合は、データを上書きして
コピーします。

ーピコのターデ

。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●



4 冒険の進めかた

チャクラにふれると、ほかのチャクラが
ある場所まで移動できます。

マリオたちの操作中にを押すと、クッ
パを操作できます。

「マリオ＆ルイージRPG3」では、クッ
パとマリオたちの操作を切り替えなが
ら、冒険を進めます。

険冒のパック

2

3
1

ラクャチ1

PHのパック3

ンョシクアのパック2



クッパの体内にいるマリオとルイージを
操作します。

ゲームを進めると、ミニゲームを楽しめ
るようになります。

ショップでアイテムや装備品を買えます
（→16）。

で動かして／で部屋に入ります。
タッチ操作もできます。

クッパの操作中に／を押すか下画面
をタッチすると、マリオたちがいるクッ
パの体内を確認できます。

内体のパック

32

1

ジーイルとオリマ1

ばろひオピノキ2

ルーホジンレャチ3

険冒のちたオリマ

2

1



PHのちたオリマ2

ンョシクアのちたオリマ1

たか見のプッマ

。すませ
渡見を囲周では中示表のプッマ
。すまえ替り切を示表非と示表のプ

ッマ、とるすチッタをの面画下



5 基本のアクション

前にあるものを壊したりス
ッチを押したりできます

ハンマー

※ マリオたちはパイプ器官（きかん）
の上でを下に入れると、中に入る
ことができます。

段差をのぼったりブロック
下からたたいたりできま
水中では泳ぎます

※ を押すと、2人同時にジャンプする
ことができます。

ジャンプ・泳ぐ

を押すとマリオ、を押すとルイージ
がアクションを行います。

ン
ョシクアのちたオリマ

ンョシクアの通共

。
。す

を

り送早のジーセッメ

／え替り切のンョシクア

／るべ調・す話

動移

。
イ



でジャンプしたあと、も
一度を押して体当たりが
きます

※ ハンマー、スライディングパンチ、
ファイア、ボディプレスは、ゲーム
を進めると使えるようになります。

ボディプレス

で炎をはいて、木を燃や
たり導火線に火をつけたり
きます

ファイア

で岩などを壊せます。
移動しながらを押すと、
り強力なスライディングパ
チを出せます

パンチ・スライディングパン
チ

ンョシクアのパック

。
ン
よ
で

。
で
し

。
で
う



6 ブラザーアクション

を押してルイージがマリ
をハンマーでたたくと、マ
オが小さくなってせまいす
まを通れるようになりま
もう一度マリオをたたくと元
に戻せます。

ちびマリオ

を押すとルイージがマリ
をかつぎ、もう一度を押
と空中に浮きます。はばの
いみぞなどを飛び越えられ
す。

スピンジャンプ

空気が出ている場所に近づ
と、マリオが空気を吸い込
ます。このときを押すと
つもより高くジャンプする
とができ、を押すと落下し
ます。

バルーンマリオ

でマリオがルイージをか
ぎ、もう一度を押すと地
にもぐります。柵の下など
くぐることができ、／
元に戻ります。

ブラザードリル

マリオとルイージが協力してくり出すア
クションです。
※ ブラザーアクションは、ゲームを進

めると使えるようになります。

で
を
中
つ

こ
い
み
く

ま
広
す
オ

。す
き
リ
オ



みぼくとメマ

。すまきでがとこるげ上を
）41→（力能のちたオリマはメマ
。すまり入に手がメマ、とる戻に

上地らか所場るあのみぼく、り
潜に中地てっ使をルリドーザラブ



7 バトルのはじめかた

敵にぶつかるとバ
ルがはじまります

後ろから敵にぶつかられると、ころび
（→13）状態でバトルがはじまります。

敵をジャンプでふんだり、パンチやファ
イアを当てたりすると、ダメージを与え
てからバトルをはじめられます。

撃攻制先

ち打意不

。
ト



8 マリオたちの戦いかた

にげる
敵から逃げます。
※ ボス戦など特定のバトルでは逃げら

れません。

アイテム
アイテムを使ってHPやBPを回復した
り、状態変化（→13）を元に戻したり
できます。

ブラザーアタック
マリオとルイージが2人で攻撃します

（→9）。

ハンマー
敵をハンマーでたたきます（→9）。

ジャンプ
敵をふみます（→9）。

の左右でコマンドブロックを選び、マ
リオは、ルイージはで決定します。
でキャンセルができます。

2

1

3

クッロブドンマコ1



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。

バッジを手に入れると表示されます。バ
ッジ効果を使ったり、つけかえたりでき
ます（→10）。

HP（ヒットポイント）は体力です。BP
（ブラザーポイント）はブラザーアタッ
クを出すときに使います。

ヒント
敵を倒すヒントがもらえます。
※ ゲームオーバーのあとバトルをやり

なおすと選べるようになります。

ガイド

戦いかたを確認できます（→15）。

PBとPH2

ーターメジッバ3

。
な

とるなに0がPH



2人のHPが0になるとゲームオーバーと
なり、以下のメニューが表示されます。

※ イージーモードはバトルが終わって
も続きます。スターメニューの「せ
ってい」（→15）で元に戻せます。

すま
り戻へ面画ルトイタ

るど
もにルトイタ

。すまりなにうよる
かわかのるす撃攻を
らちどの人2が敵、り
なく強がちたオリマ

す
おなりやでド
ーモージーイ

。すましおなりや
らかめじはをルトバすおなりや

ーバーオムーゲ



9 バトル中のアクション

BPを使って、マリオとルイージが2人で
攻撃します。
※ 2人のどちらかが倒れたり、めまわし

やころびなどの状態変化中は使えま
せん。

ハンマーをふりあげてパワ
がたまったときにボタンを
すと、威力が上がります

※ 空中にいる敵には当たりません。

ふむ直前にタイミングよく
タンを押すと、2回攻撃で
ます

※ トゲのある敵をふむとダメージを受け
てしまいます。

。
き
ボ

プンャジ

るす撃攻

。
押
ー

ーマンハ

クッタアーザラブ



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。

タイミングよく／ボタンを押すと、
敵の攻撃をよけたり反撃したりできま
す。

敵の攻撃に合わせてボタンを押すと、よ
けたりガードしたりすることができま
す。

※ ブラザーアタックはほかにもありま
す。

マリオが、ルイ
ジがでコウラを
り続けて攻撃します。

け
ー

ラウコりどみ

るけ受を撃攻の敵

ータンウカ／るけよ

ドーガうゅきんき

。すま
りなにうよるえ使をク
ッタアーザラブいし新
、とるめ集をツーパク
ッタアたれかわに個01

ツーパクッタア



10 バッジ

※ バッジをつけかえると、バッジメー
ターがリセットされます。

※ スターメニューの「バッジ」（→15）
でも、バッジのつけかえができます。

バッジメーターの
なりにあ をタ
チすると、バッジ
つけかえることが
きます。でマリ
でルイージのバッ
ジを切り替えます。

敵を攻撃するとバ
ジメーターがたま
ていきます。いっ
いになって光って
るバッジをタッチ
ると、バッジ効果を
使えます。

ゲームが進むと手に入ります。マリオと
ルイージのバッジの組み合わせで、いろ
いろな効果を使えます。

す
い
ぱ
っ
ッ

う使を果効ジッバ

、オ
で
を
ッる
と

えかけつジッバ



11 クッパの戦いかた

ボコスカアタック

BPを使って、強力な攻撃をくり出しま
す。
※ タッチペンで操作します。

ファイア
炎で敵全体を攻撃します。タイミングよ
くを押したあと、を押し続けること
で威力が上がります。

パンチ
パンチで敵一体を攻撃します。タイミン
グよくを押すと威力が上がります。

の左右でコマンドブロックを選び、
で決定、でキャンセルができます。ク
ッパのHPが0になるとゲームオーバーと
なります（→8）。

2

1

クッロブドンマコ1



HP（ヒットポイント）は体力です。BP
（ボコスカポイント）はボコスカアタッ
クを出すときに使います。

敵の攻撃はを押すとパ
チ、を押すとコウラを使
て防御できます

バキューム

※ 敵を吸い込めるときは、コマンドブ
ロックが反応します。

を連打して吸い込みま
敵が持っているものをとっ
り、敵とマリオをクッパの
内で戦わせたりできます。

体
た
。す

御
防ラウコと御防チンパ

。
っ
ン

PBとPH2



12 クッパの巨大化バトル

ファイア
タイミングよくタッチし、炎で攻撃しま
す。

パンチ
タッチペンを右から左にすばやくスライ
ドして、パンチで攻撃します。

クッパが巨大化したときは、本体の向き
をかえて戦います。

メッセージにしたがってタッチペンで操
作します。クッパが行動するときはコマ
ンドアイコンをタッチします。

たかい戦

3

2

1

ンコイアドンマコ2

PHの敵1



キノコ
巨大化バトルの最中に入手したキノコを
使って、クッパのHPを回復します。

敵のHPが少なくなる
ファイナルアタックが
えます。メッセージに
たがってタッチペンを
作すると、敵を倒せます

クッタアルナイァフ

。
操
し
使
、と

PHのパック3



13 状態変化

※ マリオやルイージ、クッパの攻撃で、
敵が状態変化をおこすこともありま
す。

バトル中にはつぎのような
態変化をおこすことがあり
す。状態変化はターンが経
するか、アイテムやバッジ
果で元に戻せます。

。すまりなくき大がジー
メダるえ与に敵けだ発1つさっひ

。すましンウダ
がFEDしプッアがWOPりこお

。すまし下上がどな
DEEPS、FED、WOP

ンウダ／
プッア力能

。すまけ受をジ
ーメダにびたるす過経が
ンータ、ずきでが動行

どけや

。すまけ受をジーメダ
にびたるす過経がンータぜか・くど

。すまりなくな
きで動行でまるれさ撃攻
、かるくがンータの分自

びろこ

。すまりな
くなきで動行てっ回が目しわまめ

効
過
ま
状



14 レベルアップ

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

能力を1つ選んでポ
ントを加えます。ポ
ントの数字はで
定します

トンイポスナーボ

。
決
イ
イ

力能

。すまきで動行に先もり
よ敵とい高。すでさやばすDEEPS

。すまりなくさ
小がジーメダるけ受らか敵
どほい高。すで力ょぎうぼ

FED

。すまし係関にどな
率確のトッヒーキッラ、る
え与をジーメダなき大りよ

ONUST
／EGIH

。すまりなく
き大がジーメダるえ与に敵
どほい高。すで力きげうこ

WOP

。すまい
使にきとす出をクッタアカ
スコボやクッタアーザラブ

PB

。すまれ倒とる
なに0に中闘戦。すで力体PH



スナーボプッアクンラ

。すまきで動発でん選をスナ
ーボプッアクンラ、どなるなくな
少がジーメダるけ受りたっが上が
力能、にびたるなにルベレの定特



15 スターメニュー

プレイ環境を変更できます。

を押すと表示され、アイテムを
使ったり装備品をつけかえたりできま
す。

3

2

1

4

いてっせ3

書明説のこ4

PBとPHのータクラャキ2

ンイコため集1



。すま
きでがえかけつのジッバジッバ

。すまきで認確をどな
果結のムーゲニミ、数の

みぼくたし出り掘をメ
マ、やクッロブたいたた

ドーコレ

。すまきでがどな認確
のたかい戦やンョシクアドイガ

。すまき
で認確をどな態状の備装
、や力能のータクラャキ

ス
ターテス

。）61→（すまき
でがとこるすりたえかけ
つ、りたし認確を品備装

びうそ

。すまきでりたし認確を
のもなじいだ、りたっ使
をムテイア、え替り切を
示表で／や右左の

ムテイア

とこる
きででーュニメータス



16 そうび／ショップ

クッパが利用できるブリロ
クのお店です。各地にある
ョップブロッ をパンチ
ることでも利用できます

クッパの体内にあるお店
マリオたちが利用できます

アイテムや装備品を、買ったり売ったり
できます。

スターメニュー
「そうび」で、装備
をつけかえること
できます

びうそ

。
が
品

の

プッョシ

プッョシのばろひオピノキ

。
、で

プッョシのクッロリブ

。
すク
シ
ッ



。すまきてっ返が部一のンイコたっ
使とる出がリタア
。すまりあがとこる

れくめをドーカス
ナーボにとあたし
物い買でプッョシ

ドーカスナーボ



17 「クッパJr.RPG」の遊びかた

「クッパJr.RPG」ではクッパJr.が軍団を
率いて、さまざまなクエスト（→18）
で戦います。

クエストを選
と、メンバーが
動で戦うボコス
バトル（→19
がはじまりま
バトルに勝利する
とメンバーがレベルアップしたり、新た
なメンバーが加わったりします。

つぎのクエスト
備えて、戦わせ
メンバーや配置
変えたりしま

（→20）。
す
を
る
に

る
えのととを成編の団軍

。す
）
カ
自
ぶ

ル
トバでん選をトスエク



18 クエストの選びかた

下画面のクッパJr.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（→19）がはじまりま
す。
※ 一度クリアしたクエストも選べます。

軍団の能力をはじめ、発動するサブリー
ダースキルやじんけいボーナス（→20）
を確認できます。／で編成を切り替
えます。

タッチすると敵のプロフィールを確認で
きます。を押すと配置やタイプ（→
21）を確認できます。

敵るす場登2

報情の団軍1

3

1

2



：クリアしたクエスト
：クリアしていないクエスト
：まだプレイできないクエスト

。）02→（
すまし成編を団軍、で
ん選をーバンメるせわ戦

いせ
んへ団軍

。すまし
プッアを力能のーバンメ
、てっ使をンキチやメマ

ムテイア

。すまきでも
とこるすりたし了終てし
ブーセをムーゲ、りたえ
替り切でFFO／NOを生
再のトンベイた見度一で
」いてっせ「。すまきで

認確を録記で」ドーコレ「
、をたかび遊で」ドイガ「

ーュニメ

とこるき
でで面画択選トスエク

トスエク3

るれかわとータクラャキ

。すまび選を」れか
わおータクラャキ「の」ーュニメ「
、はきといたれかわとータクラャキ



19 ボコスカバトル

左側がクッパJr.が率いているメンバー、
右側が敵のメンバーの残り数です。

なくなると倒れます。クッパJr.のHPは
赤、敵リーダーのHPは青で表示されま
す。

メンバーは自動的に戦います。ときどき
発生するアタックや、ねらって発動でき
るコマンドを使うと、有利に戦えます。

。るれさ倒が.rJパック北敗

。す倒をーダーリの敵利勝

PHのーダーリ1

数り残のーバンメ2

2

5

4

3

1



ユニットの頭 が表示
れると、ユニットごとのア
ックが発動します。をタ
ミングよく押したり連打し
りすると、より多くのダメー
ジを与えられます。

バトルを一時停止します。「やめる」で
クエスト選択に戻ったり、「ガイド」で
遊びかたを確認したりできます。

コマンドを発動するときに使います。ク
ッパJr.のポイントは黄色、サブリーダー
のポイントは緑色で表示されます。

コマンドによってさまざまな効果があり
ます。クッパJr.のコマンドは黄色、サブ
リーダーのコマンドは緑色で表示されま
す。

ドンマコ3

トンイポーダーリ4

止停時一5

た
イ
タ
さに

クッタア



クエスト内のすべてのバトルで勝利する
とクリアです。新しいメンバーやアイテ
ムが手に入ったり、戦い終えたメンバー
がレベルアップしたりします。

※ タッチ操作もできます。
※ クッパJr.やサブリーダーがレベルア

ップすると、使えるコマンドやリー
ダーポイントが増えることがありま
す。

クッパJr.とサ
リーダーが使え
コマンドで、味
のHPを回復し
り能力をアップ
たりできます。
を押すとクッパJr.のコマンド、／
を押すとサブリーダーのコマンドを発
動します。

し
た
方
る
ブ

ドンマコ

アリクのトスエク



20 軍団の編成

軍団に配置できるメンバーは、リーダー
のクッパJr.を含めて9体までです。保存
できる編成の数は、ゲームを進めると8
つまで増やせます。

下画面のメンバーを、編成枠やサブリー
ダーマスに配置します。「けってい」を
選ぶと、変更内容を反映します。

4

2

3
1

力能のーバンメ4

力能の団軍3

枠成編2

スマーダーリブサ1

数の成編とーバンメ



※ を押すとメンバーのはいちがえが
できます。

メンバーを特定
形で配置する
じんけいボーナ
が発動して有利
戦えます

クッパ7人衆や
メックをサブリ
ダーマスに配
すると、サブリ
ダースキルが
動して有利に戦
えます。

発
ー
置
ー
カ

ルキスーダーリブサ

。
に
ス
、と

の

スナーボいけんじ



21 メンバーについて

下画面の「プロ
ィール」をタッ
すると、上画面
メンバーの説
が表示されます

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

メンバーはつぎの3タイ
に分かれ、じゃんけんの
うな3すくみの関係にあ
ます。

り
よ
プ

プイタのつ3

。すまりな
くすや出が）91→（クッ
タアどほい高。すで魂団軍

DDG

。すまきで撃攻く多もり
よ敵とい高。すでさやばす

DEEPS

。すまりなくさ
小がジーメダるけ受らか敵
どほい高。すで力ょぎうぼ

FED

。すまりなく
き大がジーメダるえ与に敵
どほい高。すで力きげうこ

WOP

。すまし場退らかルトバ
のそとるなくな。すで力体PH

。
明
に
チ
フ



ゲームを進めると
クッパJr.のタイプ
変更できるように
ります

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

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

。
な
を
、

更変をプイタの.rJパック



22 amiiboを使う

※ amiiboを読み込めるのは、1体につ
き1日1回です。同じamiiboを1日に
何回も読み込むことはできません。

※ 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（amiibo）を使っても、ア
イテムが手に入ります。

※ 対応amiiboの詳細は、任天堂ホーム

キノコやシロップなど、「マリオ&ルイ
ージRPG3」で使えるアイテムが手に入
ります。
・マリオ
・ルイージ
・ピーチ
・キノピオ
・クッパ

つぎのamiiboを読み込むと、アイテムを
手に入れることができます。

「クッパJr.RPG」でメンバーを強化する
ためのマメやチキンが手に入ります。
・クッパ
・クッパJr.
・クリボー
・ノコノコ
・テレサ

ム
テイアるえ使で」GPR.rJパック「

ムテイアるえ
使で」3GPRジーイル＆オリマ「



ページ（https://www.nintendo.
co.jp/amiibo/）をご覧ください。



23 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。

。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。



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


	目次
	1.ご使用になる前に
	2.ゲームのはじめかた
	3.セーブ（保存）と消去
	4.冒険の進めかた
	5.基本のアクション
	6.ブラザーアクション
	7.バトルのはじめかた
	8.マリオたちの戦いかた
	9.バトル中のアクション
	10.バッジ
	11.クッパの戦いかた
	12.クッパの巨大化バトル
	13.状態変化
	14.レベルアップ
	15.スターメニュー
	16.そうび／ショップ
	17.「クッパJr.RPG」の遊びかた
	18.クエストの選びかた
	19.ボコスカバトル
	20.軍団の編成
	21.メンバーについて
	22.amiiboを使う
	23.amiiboとは
	24.お問い合わせ先



