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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。

© 2014 HAL Laboratory,  Inc.  /
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。
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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



2 インターネットでできること

●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。

●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

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。

このソフトでは、インターネットに接続し
てニンテンドーeショップからソフトを購
入できます。くわしくは4ページをご覧く
ださい。

。すまいてし応対に
クーワトッネードンテンニ､はトフソ本

。すで称総のスビーサクーワト
ッネの堂天任、るめし楽がどなツンテ
ンコやび遊なまざまさてじ通をトッネ
ータンイ､はクーワトッネードンテンニ



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 保護者の方へ

お子様の使用を制限したい場合は、「保護
者による使用制限」で項目を選んでくださ
い。このソフトでは、以下の内容を制限で
きます。
※「保護者による使用制限」の設定方法は、

本体の取扱説明書をお読みください。
●ニンテンドーeショップ等での商品やサ

ービスの購入
ソフトの購入（→4）を制限できます。



4 ゲームのはじめかた

タイトル画面で「
じめる」を選ぶと
モード選択画面に
みます

このゲームは、カービィたちがコピー能
力で戦う対戦ゲームです。個人戦のほ
か、チームに分かれて戦うチーム戦もあ
ります。ローカルプレイやダウンロード
プレイで、最大4人で対戦できます。

みんなで
友だちの操作するカ
ービィと戦います

（→8）。

ひとりで
9戦し、クリアにか
かったタイムを競い
ます。

トレーニング
1人で練習できます。
敵の能力や強さを設
定して戦います。

スタッフクレジットの表示や、データの
消去（→5）などができます。ショップ
の説明は次のとおりです。

ンョシプオ

るめじはをムーゲ

。
進
、
は



● チームを組んで戦うことができます。
チーム戦専用のアクションやアイテ
ムも登場します。

● セーブデータは、本ソフト専用のも
のになります。「カービィファイタ
ーズ！」とのセーブデータのやり取
りや引き継ぎはできません。

『星のカービィ トリプルデラックス』に
収録されている「カービィファイターズ
！」とは、主に以下の点が異なります。

ソフトを終了して、ニンテンドーeショ
ップの『星のカービィ トリプルデラッ
クス（ダウンロード版）』のソフト詳細
ページに移動し、ソフトの購入ができま
す。
※ ニンテンドーeショップについてくわ

しくは、ニンテンドーeショップの電
子説明書をお読みください。

● ステージ数が増え、ボス戦がありま
す。

プッョシ

い違のと』スクッラデル
プリトィビーカの星『



5 データのセーブ（保存）と消去

「ひとりで」をクリアすると、自動的に
クリアタイムなどがセーブされます。

オプションで「データをけす」を選ぶ
と、データを消すことができます。
※ データを消去するときは、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。

。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●

す消をターデ

るすブーセをターデ





6 アクション

とは同じ操作ができます。

。すま
りわ変が作操、てっよに力能ーピコ

。すまきで認確で面画ズ
ーポや）7→（面画トクレセくょ
りうの、はたかい使いし詳の力能 ※



きげうこ



く歩
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す押回2くやばす

ュシッダ

+

グンィデイラス



。すまきでがとこるげ
投にく遠、とるすし押長



るげ投をムテイアーリャキ

。すませら減
をジーメダるけ受らか敵

/

ドーガ

。すま
し下落はィビーカ、とつ
撃を弾気空。すまし撃攻
、ていはを気空たっばおほ

に中グンリバホ

つ撃を弾気空

。すまべ飛
を空、てっばおほを気空

るす打連／るけ続し押をで中空

グンリバホ



※ 「ひとりで」と「トレーニング」で
は、対戦中 を押すか、

「ポーズ」をタッチすると、ポーズ画
面が表示されます。

に

。すまし
わかを撃攻の敵てし転回

/で中空・+/

ひいか中空・ひいかばのそ



7 ゲームの遊びかた

グループをつくった人が、「ついかせっ
てい」でを押すと表示され、アイテム
の出現率や、ゴーストカービィのあり／
なしなどを設定できます。

「みんなで」「トレ
ニング」では、C

（コンピューター）
強さや能力などを
定できます

使用するコピー能
を選びます

を押すと
選択中の能力の操
を確認できます

トクレセくょりうの

。
作
、

。
力

。
設
の
P
ー

いてっせかいつ

いてっせのたのそ

ィビーカトスーゴ

。すまきで活復、とるす
撃攻をィビーカのかほ
。すまえ戦てっなにィ

ビーカトスーゴもてれ
さ倒、とるすに」りあ「



ガードするとメーターが表
され、少しずつ減っていき
す。なくなると、カービィ
一定時間操作できなくなり
す。

コピー能力やアイテムを駆使して、ほか
のカービィと戦います。相手全員を倒し
たら勝ちです。

試合がはじまってしばらく
ると、現れます。攻撃する
さまざまなことが起こり
す
・回復アイテムがたくさん降ってくる
・相手全員を眠らせる
など

。
ま
と
す

ータスグンニプハ

ルールのい戦

ま
が
ま
示

絶気とドーガ



たべものなどのアイテムを
ってすぐに同じチームのカ
ビィに触れると、くちうつ
でアイテムの効果を与えら
ます。

ほかのカービィとチームを組んで戦いま
す。先に相手全員を倒したチームの勝ち
です。

味方同士でかつぐとエネル
ーチャージが始まり、チャ
ジが完了したらで発射し
す。チャージが完了して一
時間がたつと、自動で発射します。

定
ま
ー
ギ

砲体合ムーチ

ていつに戦ムーチ

れ
し
ー
取

しつうちく



8 みんなで対戦

モード選択画面で「みんなで」→「参加
したいグループ」の順に選びます。

❷ 参加者の名前が表示されたら「しめ
きる」を選びます。

❶ モード選択画面
「みんなで」
「グループをつ
る」の順に選び
す

グループをつくって待つか、グループに
参加して対戦します。

● ニンテンドー3DSシリーズ本体 ････
プレイする人数分の台数（最大4台）

● 本ソフト･･････････････････1本以上

最大4人まで対戦できます。ソフトを持
っているプレイヤーはローカルプレイ
で、持っていないプレイヤーはダウンロ
ードプレイで対戦します。

※ 『星のカービィ トリプルデラック
ス』とは一緒に遊べません。

のもるす意用

）イ
レプルカーロ（ーヤイ
レプるいてっ持をトフソ

。
ま
く

→
で

るくつをプールグ

るす加参にプールグ



グループに参加して対戦します。
※ ダウンロードプレイで参加する場合

は、選べる能力が少なくなります。

❶ HOMEメニュー
「ダウンロードプ
イ」→「はじめる
の順に選びます

❷ ニンテンドー3DSのロゴ→「カービ
ィファイターズＺ」の順に選びます。

❸ ゲームがはじまるのを待ちます。
※ 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なりませ
ん。

。
」

レ
で

るす加参にプールグ

）イレプ
ドーロンウダ（ーヤイレ
プいないてっ持をトフソ



9 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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