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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
ニューの 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。

本ソフトは、原作のゲーム内容をニンテ
ンドー3DS上で再現したものであり、
動作・表現などに原作とは若干の違いが
ありえます。あらかじめご了承くださ
い。

本品は著作権により保護されています。
ソフトウェアや説明書の無断複製や無断
配布は法律で厳重に禁じられています。
違反は罰せられますのでご注意くださ
い。なお、この警告は著作権法上認めら
れている私的使用を目的とする行為を制
限するものではありません。
本品は日本仕様の本体でのみ使用可能で
す。法律で認められている場合を除き、
商業的使用は禁止されています。

重要
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。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●



2 ゲーム紹介

ストーリー

キャプテンクルールとその一味のクレムリ
ンたちにドンキーコングが誘拐されてしま
いました。そして、ドンキーコングの身代
金を要求してきました。

『おくびょう者のコングファミリーへ ド
ンキーコングを返してほしければ、バナナ
の山をよこせ! キャプテンクルールより』
もし、バナナの山を渡してしまったら、コ
ングファミリーは、おくびょう者だと思わ
れてしまいます。そこで、ディディーコン
グとディクシーコングがドンキーコングの
救出に向かうことになりました。行くてに
は、キャプテンクルールの一味が待ちう
け、いろいろなわなも仕掛けられていま
す。この、大冒険の旅に、2人は勇敢に出
発しました。

『ドンキーコングラン
ド』は「ディディーコ
ング」と「ディクシー
コング」を操作して、
誘拐された「ドンキー
コング」の救出に向か
うアクションゲームで
す。



3 操作方法

ポニーテール
スピン（ディ
クシーコング）
※3



泳ぐ （水中）

ジャンプ 

走る※1 （移動中）

移動 

しゃがむ 

ローリングア
タック（ディ
ディーコング）
※2



タルを持つ 長押し

タルを投げる
離す（タルを
持っているとき）

タルを置く
離す（タルを
持っているときに
を押しながら）

キャラクター
を交代する※4

基本の操作方法



※＋＋ ＋ を同時に押
すと、ゲームをリセットしてタイトル画
面に戻ります。

と、 とは同じ操作がで
きます。

その他の操作方法

項目の選択 

決定 

※1 タルに触れると自動的に持ちます。
※2 ローリングアタックでとび降りている

ときにを押すと、空中でジャンプし
て、より遠くへ行けます。

※3 空中にいるときに長押しで、ゆっく
り落下します。また、ポニーテールス
ピンでとび降りているときにを押す
と、空中でジャンプして、より遠くへ
行けます。

※4 ディディーコングとディクシーコン
グがいるときに交代できます。

移動 

素早く移動 （移動中）

ロープから手
を放す

/＋

ジャンプ 

ロープアクション

ゲームの一時
中断・再開



4 ゲームの始めかた

※続きから遊ぶと、バナナコインやバナナ
（→12）、ライフハート（→10）の数
は最初の状態から始まります。

ゲームの進行状況がセーブされているファ
イルを選びます。

続きから遊ぶとき

データのないファイルを選びます。

最初から遊ぶとき

❶ クレムコイン（→12）の数

❷ クランキーのDKコイン（→12）
の数

❸ プレイした時間

❹ ワールドの攻略率

❶

❷
❸
❹

タイトル画面で/ を押すと表示
されます。

セレクト画面



5 ゲームの終わりかた

プレイ中に を押すと、ゲームが中
断され、下画面にHOMEメニューが表示
されます。「おわる」をタッチすると、ゲ
ームの進行状況をセーブ（保存）して終了
します。これをVC中断機能といいます。
詳しくは、｢VCで使える機能｣のページを
ご覧ください。



6 データのセーブ（保存）と消去

※データを消去するときは、データの内容
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。

セレクト画面で を押し、データを
消したいファイルを選びます。確認画面で

を押すと、データが消去されま
す。

データを消去する

マップ（→8）にある「リンクリーの学
校」で、進行状況をセーブできます。

データをセーブする



7 VCで使える機能

VC（バーチャルコンソール）のソフトで
のみ、使える機能があります。

VCメニュー

VC中断機能

でゲームを中断し、ゲームの状況
を保存する機能です。
ゲーム中に を押すと、下画面に
HOMEメニューが表示されます。その際、
ゲームは中断され、そのときのゲームの状
況が自動的に保存されます。
この機能を使うと、ゲームの途中で他のソ
フトを立ち上げたり、本体の電源をOFFに
しても、次回ゲームを起動すると、中断さ
れたところから再開できます。
※再開すると、保存されていたゲームの状

況は消えます。

ゲーム中に下画面をタッチ(もしくは長
押し)すると表示されるメニューです。VC
メニューが表示されている間は、ゲームが
一時中断されます。

「まるごとバックアップ機能」を有効にす
るか無効にするかでメニュー内容が変わり
ます。

※「まるごとバックアップ機能」について
詳しくは以下をご覧ください。

有効時 無効時



まるごとバックアップ機能

ゲームの内容を、好きなタイミングでバッ
クアップ（コピーして保存しておくこと）
できる機能です。
まるごとバックアップ機能は、コピーする
際のゲーム状況とゲーム内のすべてのセー
ブデータを同時にバックアップします。バ
ックアップしたデータは上書きされるまで
消えることはありません。
バックアップしたデータをよみこむと、何
度でも同じところからゲームを再開するこ
とができます。

まるごとバックアップ機能を使用
する場合のご注意

バックアップしたデータをよみこむ
と、ゲーム内でセーブデータを作成し
ていた場合、そのセーブデータが上書
きされる場合があります。

（例）
❶ 10月24日に、まるごと バックア

ップ機能を使って、ゲーム状況と
ゲーム内のセーブデータをバック
アップ（）します。

10/24



まるごとバックアップ
データ

ゲーム状況

セーブデータ

ゲーム内容

ゲーム状況

セーブデータ

10月24日

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



❷ 10月28日に、ゲームを進めた内容
（+α）をゲーム内のセーブデータに
保存します。

10/28

❸ この状態で、10月24日にバックア
ップしたデータをよみこむ（）



まるごとバックアップ
データ

10/28

❹ バックアップしたデータがゲーム
内のセーブデータを上書きして、
ゲームを進めた内容（+α）が失わ
れ、10月24日のゲームの内容に戻
ります。

10/28

セーブデータ+α

ゲーム内容

セーブデータ+α

ゲーム内容

ゲーム状況

セーブデータ

10月24日

ゲーム状況

セーブデータ

ゲーム内容

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



ゲームを再開 ゲームを再開します。

まるごと復元

まるごと保存でバック
アップしたデータをよ
みこみます。
※データがある場合の

み表示されます。

まるごと保存
ゲーム状況とゲーム内
のセーブデータをバッ
クアップします。

リセット タイトル画面に戻りま
す。

まるごとバックアップ機能が有効の時

まるごとバックアップ機能の有効無効
を切り替える

本ソフトを初めて起動し、下画面をタッチ
すると、まるごとバックアップ機能を有効
にするか聞かれます。「はい」を選ぶと有
効時のVCメニューが表示され、「いいえ」
を選ぶと無効時のVCメニューが表示され
ます。次回起動時からは、初回に選んだ
VCメニューが表示されます。
VCメニュー表示中に＋ ＋を
同時に押すと、機能の有効、無効を切り替
えることができます。



まるごとバックアップ機能が無効の時

ゲームを再開したいときは「ゲームを再
開」をタッチ、タイトル画面に戻りたいと
きは「リセット」をタッチしてください。
※まるごとバックアップ機能で、すでにバ

ックアップしたデータは、無効にしても
保存されています。

おまけ

ソフトが発売された当時のゲームボーイの
雰囲気で遊ぶことができます。

●ゲームの内容をバックアップする
バックアップしたいところで下画面をタ
ッチし、「まるごと保存」をタッチしま
す。コピーする際のゲーム状況が上画面
に表示されていますので、バックアップ
する場合は「はい」を選んでください。

●バックアップしたデータをよみこむ
バックアップした状況からゲームを再開
する場合は、「まるごと復元」をタッチ
します。

※まるごとバックアップ機能でコピーでき
るデータは１つです。すでにデータがあ
る場合は、上書きされますのでご注意く
ださい。

※ゲーム内のセーブデータを複数人で使用
している場合は、バックアップデータで
他の人のセーブデータを上書きしない
か、ご注意ください。



ゲームボーイ風の画面色にする
ゲームを遊んでいるときに＋を同時に
押しながらで切り替えます。

ゲームボーイの画素数にする
HOMEメニューで本ソフトのアイコンをタ
ッチするとき、 または を
押しながらゲームを起動します。
元の画素数に戻す場合は、何も押さない状
態でゲームを起動してください。



8 ゲームの進めかた

いろいろな場所で、冒険の手助けをしてく
れるコングファミリーと出会えます。

ワールドから行きたいマップを選び、マッ
プで冒険するステージを選びます。ボスを
倒すと別のマップに進めます。

バナナコイン（→12）を使って、一度ク
リアしたマップに移動できます。
※ファンキーフライトIIで移動した事のあ

るマップに移動する場合、2回目以降は
バナナコインを使わずに移動できます。

バナナコインを使って、進行状況をセーブ
できます。
※1回目のみ、バナナコインを使わずにセ

ーブできます。

校学のーリクンリ

。すまれ渡に側うこ向の
橋、てっ使を）21→（ンイコムレク

屋小り張見のバッラク

IIトイラフーキンァフ

ドルーワ プッマ

ーリミァフグンコ



9 ステージの進みかた

キャラクターの交代

交代できるキャラクター（→10）がいる
場合、 でディディーコングとディ
クシーコングを交代できます。

敵を倒したりしかけを
動かしたりしながらゴ
ールをめざします。ス
テージゴールターゲッ
トに乗るとクリアで
す。

ステージゴールタ
ーゲット



ミスとゲームオーバー

ライフハートがないときにミスをするとゲ
ームオーバーです。次の場合にミスとな
り、ライフハートが1つ減ります。
・足場のない場所や、熱湯などに落ちる
・交代できるキャラクターがいない状態で

敵に当たる
※交代できるキャラクターがいる場合、

敵に当たってもミスにならず、キャラ
クターが交代します。

ボーナスステージ
ボーナスバレル（→13）にとび込む
ことでも行けます。制限時間内にお題
を達成し、クレムコインを入手すると
クリアです。

大砲とタマ
大砲にタマを入れてとび込むと、
ボーナスステージに行けます。ま
た、タマは敵に投げて攻撃するこ
とができます。

ローラーコースター
レールの上を自動的に走ります。
でスピードを変えて、でジャ
ンプできます。

熱気球
上に乗ると徐々に落下します。
で左右に移動します。

ステージのしかけ



10 ステージ画面の見かた

❷ 交代できるキャラクター
DKバレル（→13）を壊すと表示されま
す。

❶ ライフハート
キャラクターの残り数です。

❶ ❷



11 アニマルフレンド

カジキのエンガード
でダッシュしながら攻撃し、

を長押しするとスーパー
ダッシュができます。

オウムのスコークス
で上昇します。でタマゴを吐
き出して攻撃します。

クモのスクイッター
でクモの巣を吐き出して攻撃し
ます。吐き出したクモの巣は

で足場に変えられます。

ヘビのラトリー
を長押しすると、通常よ

り高くジャンプできます。

サイのランビ
移動中にでダッシュしながら攻
撃し、 を長押しするとス
ーパーダッシュができます。

アニマルバレル（→
13）にとび込むと変
身し、いろいろな特技
を使えます。アニマル
禁止サインまで進むと
元の姿に戻ります。

アニマル禁止サイ
ン



アザラシのクラッパー

※クラッパーには変身しません。

背中に乗ると熱湯の海を冷や
して、しばらく水中を泳げる
ようになります。



12 アイテム

敵に何度か投げつけると、中からア
イテムが現れます。

宝箱

敵に投げて攻撃できます。

木箱

K・O・N・Gの文字パネル
1つのステージでK・O・N・Gの文
字パネルを集めると、ライフハート
が1つ増えます。

ライフバルーン
ライフハートが1つ増えます。

バナナ
100本集めるとライフハートが1つ
増えます。

ボーナスステージで手に入ります。
クラッバの見張り小屋で使えます。

クレムコイン

バナナコイン
コングファミリーに手助けしてもら
うときに使います。

クランキーのDKコイン
ステージのどこかに隠されていま
す。



13 タル（バレル）

クローズバレル
ローラーコースターのゲートを閉め
ます。

オープンバレル
ローラーコースターのゲートを開け
ます。

コンティニューバレル
壊しておくと、ミスをしたときにコ
ンティニューバレルがあった場所か
らゲームを再開できます。

DKバレル
壊すとキャラクターの交代ができる
ようになります。すでに交代できる
場合は壊せません。

無敵バレル
一定時間無敵になります。

壊す

TNTバレル
投げると爆発します。

普通のタル
投げたり持ったまま体当たりして敵
を攻撃できます。

持つ・投げる

投げて敵を倒したり、とび込んで移動した
り、いろいろな種類があります。



アニマルバレル
タルに描かれたアニマルフレンドに
変身します。

回転バレル
自動で回転したり、で左右に回転
するものがあります。で発射でき
ます。

ボーナスバレル
ボーナスステージに行けます。

タル大砲
自動で特定の方向に発射されたり、
で発射できるものもあります。空
中に打ち上げられたら、で動くこ
とができます。

とび込む



14 お問い合わせ先

※ゲームの攻略情報についてはお答えしておりません。

本ソフトに関するお問い合わせ先

任天堂株式会社
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ニンテンドー3DSのサービス全般、お
よび各ソフトに関するお問い合わせ先
につきましては、ニンテンドーeショッ
プの「設定・その他」の「お問い合わ
せについて」をご覧ください。
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