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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。

 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。

●分解や改造をしないでください。

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



●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。

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

© 2014 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。
意匠登録 第1259804号､第1260043号

CTR-P-ATAJ-00

本ソフトウェアではDynaFontを使用して
います｡DynaFontは、DynaComware
Taiwan Inc.の登録商標です。



2 インターネットでできること

本ソフトは、Nintendo Network対応ソ
フトです。
このソフトでは、インターネット通信を利
用して、プレイ状況を任天堂に送信するこ
とができます。詳しくは、「いつの間に通
信について」（→16）をご覧ください。

Nintendo Networkは、インターネッ
トを通じてさまざまな遊びやコンテン
ツなどが楽しめる、任天堂のネットワ
ークサービスの総称です。世界中の人
と一緒にゲームを楽しんだり、有料ソ
フトやコンテンツをダウンロードした
り、映像やメッセージなどを受け取っ
たり、いろんなネットワークサービス
が楽しめます。

Nintendo Networkについて

●フレンドコードは、お互いによく知って
いる人同士で安心して遊べるようにする
ための仕組みです。インターネットの掲
示板などで、知らない人とフレンドコー
ドを交換すると、改造データを受け取っ
てしまったり、不快な気持ちになるよう
な言葉を使用されたりする危険がありま
す。知らない人には自分のフレンドコー
ドを教えないようにしてください。

インターネットに関するご注意

※インターネットの接続には、本体のイン
ターネット設定が必要です。インターネ
ット設定については、本体の取扱説明書
をご覧ください。



●ゲームデータの改ざんなどにより、他の
ユーザーに迷惑をかけるような不正行為
は絶対に行わないでください。そのよう
な行為が確認された場合、当サービスへ
の接続停止などの対処を行う場合があり
ます。

●ゲームサーバーは、障害の発生によるメ
ンテナンスなどによって、予告なく一時
停止することがあります。また、将来的
に各対応ソフトのサービスを終了するこ
とがあります。

●インターネットに接続すること、または
接続できないことによって生じたいかな
る損害についても、当社は一切の責任を
負いません。あらかじめご了承くださ
い。



3 どんなゲーム？

このゲームは、赤ちゃん（ベビィマリオ）
を背負ったヨッシーを操作して、コース
を進むアクションゲームです。敵を食べ
たりタマゴを投げたりして、さらわれた
ベビィルイージを助けに向かいます。



4 はじめかた

ゲームモード選択画面

プレイするモードを
選びます。

ボタンを押して操作します。

メニューの操作方法

選択 /

決定 

キャンセル 

※項目をタッチすることでも、選択・決
定ができます。

ファイル選択画面

はじめから遊ぶとき
は「はじめから」を、
続きから遊ぶときは
データのあるファイ
ルを選びます。ファイ
ルを選ぶと、ゲーム
モード選択画面へ進みます。

はじめて遊ぶときは、いつの間に通信
（→16）の設定を行います。2回目以降
は、ファイル選択画面が表示されます。



ローカルプレイやダウンロードプレイを
使って、ミニゲームで遊びます。

ふたりでミニゲーム（→15）

ベビィルイージを救うため、コースを進
みます。

ひとりであそぶ（→8～14）

ひょうじ

ストーリーなどで表示される文字を、ひ
らがなと漢字に切り替えられます。

いつのまにつうしん

「いつの間に通信」の登録をしたり、やめ
たりできます。

タマゴのなげかた

タマゴの投げかたの操作方法を、「じっ
くり」「いけいけ」「ジャイロ」（→7）
の中から選べます。

そうさ

操作方法を「Aスタイル」か「Bスタイ
ル」から選べます。

以下の設定を変更できます。

オプション



5 データのセーブ（保存）について

ファイル選択画面で「けす」を選ぶと、
選んだファイルのデータを消せます。

ファイルを消す

※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。

ファイル選択画面で「コピー」を選ぶと、
選んだファイルのデータを、ほかのファ
イルにコピーできます。

ファイルをコピーする

コースをクリアしたときに、ゲームの進
行状況が自動的にセーブされます。デー
タは、選んだファイルにセーブされます。



●むやみに電源をON/OFFする、デ
ータのセーブ中にゲームカードや
SDカードを抜き差しする、操作の
誤り、端子部の汚れなどの原因によ
ってデータが消えてしまった場合、
復元はできません。ご了承くださ
い。

●セーブデータを改造する装置の使用
は、ゲームを正常に進められなくな
ったり、セーブデータが壊れたり消
えたりする原因となりますので、絶
対におやめください。万一このよう
な装置を使用してセーブデータを
改造された場合には、改造する前の
状態に復元することはできませんの
で、十分にご注意ください。



6 基本のアクション

ヒップドロップ

空中でを押すと、ヒップド
ロップで敵を攻撃したり、杭

［くい］を押し込んだりできま
す。

ふんばりジャンプ

空中でを押し続けると、ふ
んばりジャンプで少しだけ宙
に浮きます。

でジャンプします。

ジャンプ

でしゃがみます。

しゃがむ

で左右に移動します。

移動

「Aスタイル」と「Bスタイル」の操作方
法があります。この電子説明書では、

「Aスタイル」の操作方法を説明します。
※「Bスタイル」の操作は、操作方法を変

更したときに確認できます。
※とは、同じ操作ができます。



とびらに入る

とびらの前でを押すと、中
に入ります。

土管に入る

土管の入り口の方向にを押
すと、中に入ることがありま
す。

一部の敵を食べようとする
と が表示されます。表
示中にボタンを連打する
と、食べることができま
す。

舌を伸ばす（食べる）

で舌を伸ばして、敵など
を食べます。＋で、上
に舌を伸ばせます。

※食べた状態でを押すと、敵をはき出
して攻撃できます。



7 タマゴを使ったアクション

「じっくり」の投げかた

❶ /を押すと、
（カーソル）が

表示されます。

❷ 上下に動く で狙
いをあわせて、も
う一度/を押す
と投げます。

タマゴを投げて、敵に当てることができ
ます。「じっくり」「いけいけ」「ジャ
イロ」の投げかたがあります。

タマゴを投げる

※最大6つまで持てます。
※タマゴにできない敵もいます。

タマゴをつくる

敵を食べた状態でを押す
と、タマゴ（→13）をつくり
ます。



このソフトでは、本体を動かして操作
することがあります。遊ぶ前に、まわ
りに十分なスペースがあることを確認
し、本体を両手でしっかり持って遊ん
でください。
けがや故障、周囲のものの破損の原因
となりますので、はげしい動きや操作
を行わないようにしてください。

「ジャイロ」の投げかた

❶ /を押すと、
（カーソル）が

表示されます。

❷ 本体を傾けて を動かし、狙いをあわ
せます。

❸ もう一度/を押すと投げます。

「いけいけ」の投げかた

❶ /を押し続けている間、 が表示
されます。

❷ 上下に動く で狙いをあわせて、/
を離すと投げます。

の表示中にできること

・を押し続けると、 を真上に固
定します。

・/で、 の動きを固定します。
・/で、投げることをやめます。



8 マップ画面

4番目と8番目のコースには、ボスがいま
す。8番目のコースにいるボスを倒すと、
次のワールドへ進めます。

コース5

ワールドを切り替えます。

ワールド4

集めたヨッシーコイン（→11）の
数

3

ヨッシーの残り数2

今いるコース名1

1

2

3

4

5
6

7

プレイするワールドやコースを選びます。
コースを選ぶと、コース画面（→9、10）
へ進みます。



以下の条件でコースをクリアすると、表
示されます。

コースのプレイ記録6

：スターのおまもり（→9）の数が30
の状態でクリアする

：赤いコイン（→11）を20枚集めて
クリアする

：スペシャルフラワー（→11）を5つ
集めてクリアする

集めたタマゴメダル（→9）の数7



9 コースの進みかた

赤ちゃんが敵にさらわれて、ミスになり
ます。

スターのおまもりの数が0にな
ると

赤ちゃんが背中に戻ると、減ったスタ
ーのおまもりの数が、10まで自動的
に回復します。

赤ちゃんとスターのおまもり

敵の攻撃を受ける
と、赤ちゃんがヨ
ッシーから離れ、
少しずつスターの
おまもりの数

（ ）が減りま
す。0になる前に赤ちゃんに触れると、
背中に戻せます。

敵を倒したり、し
かけを突破したり
しながら、コース
クリアをめざしま
す。コースをクリ
アすると、次のコ
ースへ進めます。



ゴールリングをくぐると、コ
ースクリアです。ルーレット
が で止まると、タマゴメ
ダルが手に入ります。
※ゴールリングの は、スペシャルフラ

ワーを集めると、増えます。
※ の数だけ、タマゴメダルが手に入り

ます。

コースクリア

くぐると、ミスをしても中間
リングがあった場所から再ス
タートできたり、スターのお
まもりの数が10増えたりしま
す。
※ゲームオーバーになったりコースから

出たりすると、コースの最初から再ス
タートします。

中間リング

タマゴメダル

タマゴの形をした特別なメ
ダルです。ワールド中で
30枚集めると……？



ヨッシーの残り数が1のときにミスをする
と、ゲームオーバーです。残り数が5の
状態で、コースの最初から再スタートし
ます。

ゲームオーバー

・スターのおまもりの数が0になり、赤
ちゃんがさらわれる

・穴や溶岩に落ちる
・針などの特定のトラップに当たる

ミス

以下のときにミスとなり、ヨッシーの残
り数が1減ります。



10 コース画面

集めたヨッシーコインの数4

ヨッシーの残り数3

集めたアイテムの数2

集めた数／コースにある数です。
：スターのおまもり
：赤いコイン
：スペシャルフラワー

メッセージブロック1

下からたたくと、ヒントやメッセージを
見ることができます。

1

4

2

3

コース画面の見かた



ポーズ画面

コース画面で
を押すと、ポーズ画
面を表示します。マ
ップ画面に戻ったり、
オプションで設定を
変更したりできます。

画面の上下を見る

特定の場所では、/で上に、/
で下に画面が少しスライドしま
す。スライドさせると、見えなかった
場所が見えるようになります。



11 アイテム

スイカ

食べると、でタネを吹いて攻
撃できます。スイカには、ほの
おを吹く「ほのおスイカ」や冷
気を吹く「こおりスイカ」などいろいろ
な種類があります。

スペシャルフラワー

コースに5つあります。

スター

スターのおまもりの数が1増えま
す。最大で30まで増やせます。

赤いコイン

赤いヨッシーコインです。各コ
ースに20枚あります。普通のヨ
ッシーコインとして数えられま
す。

ヨッシーコイン

100枚集めると、ヨッシーの残
り数が1増えます。



赤色のヨッシースターを取ると

自動で水平に飛びます。
で高さを変えること
ができます。

ヨッシースター

無敵状態のスーパーヨッシーに
パワーアップします。長押し
で壁や天井を走れるようになり
ます。

どかんさん

特定のタイミングで現れる
謎のキャラクターです。ア
イテムを投げて助けてくれ
ます。

はね

同じコースで何度かミスをする
と、出てくるアイテムです。取
ると、を押し続けている間、
連続してふんばりジャンプができます。



12 しかけ

やじるし雲

タマゴを当てると、投げたタマ
ゴが矢印の方向に飛んでいきま
す。

カギととびら

カギ穴のついたとびらは、カギ
を持っていると開けることがで
きます。

スイッチ

踏むと、さまざまなことが起こ
ります。

タマゴブロック

下からたたくと、タマゴが出て
きます。

ハテナ雲

タマゴや敵を当てると、さまざ
まなことが起こります。



双眼鏡

触れると、一定時間ヨッシーの
まわりを見ることができます。
本体かを動かすと、見る場所
を変えられます。



13 タマゴ

タマゴを敵などに当てると、アイテムが
出てきます。タマゴの色によって、出て
くるアイテムが異なります。

タマゴとアイテム

※赤色のタマゴは、壁や土管などに当た
るとなくなります。

タマゴ

壁や土管などに当たると跳ね返
り、黄色→赤色の順に色が変わり
ます。

投げて当てることで、敵を攻撃したりし
かけを動かしたりできます。メガタマゴ
やテツタマゴなど、特別なタマゴもあり
ます。

ヨッシーコインが1枚出てきます。

スターが2つ出てきます。

※特定のコースでのみ手に入りま
す。

赤いコインが出てきます。

ヨッシーコインが3枚出てきます。



テツタマゴを持っていると

重みでジャンプが低くなりますが、
水中を歩けるようになります。水中
でテツタマゴを投げると、浮き上がり
ます。

テツタマゴ

テツヘイホーを食べたり
すると、手に入ります。
投げると地面を転がって、
岩を壊したり、敵を倒し
たりできます。

メガタマゴゲージ

土管などを壊すとたまり、満
タンになるとヨッシーの残り
数が1増えます。

メガタマゴ

メガヘイホーを食べたり
すると、手に入ります。
投げて土管を壊したり、
敵を倒したりできます。

※メガタマゴを手に入れると、持ってい
たタマゴはなくなります。

※メガタマゴを持っていると、狭いとこ
ろを通れなくなります。



14 変身

気球

障害物をよけながら、上昇し
ます。ボタンを押すと減速し
ます。

トロッコ

ボタンを押して、ジャンプし
ながら進みます。

変身紹介

タイマーを取ると、変身して
いられる時間が伸びます。

※変身中は本体を傾けて操作します。
※詳しい操作方法は、 を押すと

確認できます。

うずまきゲートに入ると、一
定時間ヨッシーが変身します。
変身したヨッシーを操作し
て、出口をめざします。

変身の種類を一部紹介します。



削岩機

ボタンを押して、足元のブロ
ックを壊しながら進みます。



15 ミニゲームで遊ぶ

参加する

「さんか」→相手の名前の順に選びます。

相手を募集する

❶ 「ぼしゅう」を選び
ます。

❷ 相手が見つかった
ら、相手の名前を
選びます。

❸ ミニゲームを選びます。

2本のソフトで遊ぶ
（ローカルプレイ）

● ニンテンドー3DS LL/3DS本体：2台

用意するもの

● 『ヨッシー New アイランド』：1本以
上

ローカルプレイやダウンロードプレイを
使って、ミニゲームで遊べます。
※遊べるミニゲームの数は、「ひとりで

あそぶ」を進めると増えます。



※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。詳しくは、本体
取扱説明書の「本体の更新」のページ
をお読みください。

※通信中はスリープモードにできません。

参加する

❶ ソフトがない本体の
ほうは、HOMEメニ
ューで「ダウンロー
ドプレイ」→「はじ
める」の順に選びま
す。

❷ ニンテンドー3DSのロゴ→「ヨッシー
New アイランド」→「OK」の順に選
びます。

ソフトを配信する

❶ ソフトがある本体のほうが、「はいし
ん」→相手の名前の順に選びます。

1本のソフトで遊ぶ
（ダウンロードプレイ）



16 いつの間に通信について

「オプション」で「いつのまにつうしん」
の項目を「ON」に変更します。

「いつの間に通信」を使用する

※「いつの間に通信」をやめるときは、
「OFF」に変更します。

プレイ状況を送信する
（いつの間に通信）

ソフトを起動していないときでも、スリ
ープモードにしておくことでインターネ
ットに接続できる無線LANアクセスポイ
ントを自動的に探し出して通信し、自分
のプレイ状況の記録を任天堂に送信でき
ます。いただいた記録は、今後の商品開
発に活用させていただきます。



17 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･送り先

任天堂サービスセンター

PHS、IP電話からは 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 月～金：9:00～21:00
土：9:00～17:00(日、祝日、会
社設定休日を除く)

〒611-0042 京都府宇治市小倉町神楽田56番地
任天堂サービスセンター

0570-021-010

お客様ご相談窓口

PHS、IP電話からは 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：9:00～17:00 (土、日、
祝日、会社設定休日を除く)

0570-011-120
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