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1 ご使用になる前に

ごあいさつ

このたびは『ドンキーコング リターンズ
3D』をお買い上げいただき、誠にありが
とうございます。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。
●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⺬に従ってく
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
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2 どんなゲーム？

『ドンキーコング リターンズ 3D』は、
Wii専用ソフトとして発売されたアクシ
ョンゲーム『ドンキーコング リターン
ズ』を、3DS専用ソフトとして再構成し
たゲームです。
新たなコースや、より気楽に楽しみたい
人向けに調整された「ニューモード」

（→3）が追加されています。



3 ゲームのはじめかた

最初から遊ぶときは
「 は じ め か ら 」 を 、
続きから遊ぶときは
データが保存されて
いるファイルを/
で選び、を押しま
す。

※オリジナルモードでも、新たに追加さ
れたコースをプレイできます。

Wii版を再現したモードです。体力の最
大数は2つです。

オリジナルモード

気楽にプレイを楽しめるよう調整され
た、新しいモードです。体力（→8）の
最大数は3つで、ニューモードのみ登場
するアイテム（→12）があります。

ニューモード

最初に、遊ぶモードを選びます。

はじめから

ファイルセレクト画面



音量の調節や、操作方法
の変更ができます。操作
方法は「スライドパッド
で」か「十字ボタンで」
のどちらかを選びます。

オプション

イラストやジオラマ（立
体模型）を見たり、音楽
を聞いたりできます。
※ゲームを進めると、選

べる項目が増えます。

おまけ

※この電子説明書では、主に「スライド
パッドで」の操作方法を説明します。

※2人で遊ぶときは、ローカルプレイ
（→13）を使用します。

プレイ人数を選びま
す。

ゲームスタート画面



4 データのセーブ（保存）について

ファイルセレクト画面でを押すと、選
んだデータを空いているファイルにコピ
ーできます。

コピー

※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。

ファイルセレクト画面でを押すと、選
んだデータを消去できます。また、＋
＋＋を同時に押しながらゲームを
起動すると、すべてのセーブデータを消
去できます。

消去

※セーブ中は上画面の右下に、回転する
が表⺬されます。

コースをクリアしたときなどに、自動的
にセーブされます。

データのセーブ



●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。



5 ドンキーコングのアクション

※動きを止められない敵もいます。

/で地面を叩きます。隠
れているものを見つけたり、
敵の動きを止めたりできます。
草などをつかんでいるとき
は、壁や天井を叩きます。

叩く

/を押し続けるとタルを
持ったり、壁や天井の草など
をつかみます。/をはなす
とタルを投げたり、草などか
ら手をはなします。

持つ・つかむ

/を短く押すと低めに、/を⻑く
押すと高めにジャンプします。敵を踏ん
だときにタイミングよく/を押すと、
より高くジャンプできます。

ジャンプ

←→で移動し、↓でしゃがみます。

移動・しゃがむ



※コングロールによる攻撃が効かない敵
もいます。

移動中に/を連打すると、
転がり続けながら攻撃します。

コングロール

ジャンプ中に/を押し続け
ると、一定時間ゆっくり落下
します。

バレルジェット

ディディーコング（→8）が現れると、
ドンキーコングの背中に乗ります。この
ときは以下のアクションができます。

ディディーコングがいる場合

しゃがんでから/で、息を
吹きます。火を消したり、隠
れているものを見つけたりで
きます。

吹く

※ローリングアタックによる攻撃が効か
ない敵もいます。

移動中に/で、転がりな
がら攻撃します。転がってい
るときに/を押すと、遠く
にジャンプできます。

ローリングアタック・ローリン
グジャンプ

※1人で遊ぶときは、ディディーコング
を背中から降ろすことはできません。



※オプションで「十字ボタンで」
を選んでいる場合は、+/
で背負います。

2人で遊ぶとき（ローカルプレイ
中）に、もう1人のプレイヤーが操
作するディディーコングに近づい
て/を押すと、背負うことがで
きます。

ディディーコングを背負う



6 ディディーコングのアクション

※背中に乗っているときは、ピー
ナッツ・ポップガンのアクショ
ンのみ行えます。

※オプションで「十字ボタンで」
を選んでいる場合は、+/
で乗り、+/で降ります。

ドンキーコングに近づいて/で、
背中に乗り降りできます。

ドンキーコングに乗る

※敵によって効果が変わります。効かな
い敵もいます。

/で、ピーナッツ・ポッ
プガンを撃って攻撃します。

ピーナッツ・ポップガン

ジャンプ中に/を押し続け
ると、一定時間ゆっくり落下
します。

バレルジェット

2人で遊ぶときのみ、ディディーコング
を操作できます。基本的な操作方法はド
ンキーコングと同じですが、一部のアク
ションが異なります。



7 マップ画面

アイテム（→12）を購入できます。

❸ クランキーコングの店

❷ コース

：クリアしたコース
：クリアしていない、またはおてほん

プレイ（→9）でクリアしたコース
：まだプレイできないコース

❶ コース名

※下画面には、集めたバルーン（→9）
やバナナコイン（→12）の数が表⺬
されます。

エリアの詳しいマップです。プレイする
コースを選びます。

エリアマップ画面

島の全体マップです。
行きたいエリアを選
びます。

アイランドマップ画面



マップ画面で を押すと、
コースのプレイ記録を一覧で確認
したり、オプションを変更できま
す。

マップメニュー

もんキー（→12）を買うと、道が開き
ます。

❻ ロック

❺ ボスのいるコース

：「K」「O」「N」「G」（→12）を
すべて集める

：パズルピース（→12）をすべて集
める

※かかった時間に応じて、色が異な
ります。

：タイムアタックを時間内にクリアす
る

特定の条件を満たすと、表⺬されます。

❹ コースのプレイ記録

スタートメニュー

「コーススタート！」を
選ぶと、コースに進みま
す（→8）。



ゴールまでのタイムを競います。

タイムアタック

※コースをクリアすると、表⺬されま
す。ただし、「おてほんプレイ（→
9）」でクリアした場合は表⺬されま
せん。

※1人のときのみプレイできます。

購入したアイテムを装備します。装備が
終わったらスタートメニューに戻り、

「コーススタート！」を選びます。

アイテム

※ニューモードでは3つまで、オリジナ
ルモードでは1つまで装備できます。

※ニューモードでは、装備しても使用し
なかったアイテムを他のコースで再度
装備できます。

※ローカルプレイ時や選んだコースによ
っては、装備できないアイテムもあり
ます。



8 アクション画面

※ダメージを受けたときは、ディディー
コングの体力が減ります。体力がなく
なると、ディディーコングはいなくな
ります。

DKバレル（→11）を壊すと現れます。
ドンキーコングの背中に乗り、冒険をサ
ポートしてくれます。

1人で遊ぶとき

ディディーコングについて

❷ 集めたアイテム

※上がドンキーコングの体力、下がディ
ディーコングの体力を表します。

ダメージを受けると減ります。

❶ 体力



を押すと、オプションを
変更したり、エリアマップ画面に
戻ったりできます。

ポーズメニュー

ディディーコングを選んだプレイヤーが
操作し、コースのはじめからいっしょに
冒険します。

2人で遊ぶとき



9 コースの進みかた

ボーナスステージ
コースには、隠
れたボーナスス
テージがありま
す。時間内にア
イテムをすべて
取ると、パズルピースを入手でき
ます。

※ のときは、アイテムがランダムで
決まります。/を連打すると、入
手できる数が増えます。

ゴールバレルを叩くと、コー
スクリアです。絵柄に応じて、
アイテムを入手できます。

ゴール

※コースを出たりゲームオーバーになっ
たりすると、コースのはじめから再ス
タートになります。

通過すると、ミスをしてもこ
の場所から再開できます。

中間ポイント

敵を倒したり、しかけを解いたりしなが
らゴールをめざします。



・ を押すと、おてほんプ
レイを中断してスーパードンキ
ーを操作できます。

・おてほんプレイでクリアしても、
次のコースに進めます。

・スーパードンキーが入手したア
イテムは、セーブされません。

・1人で遊んでいるときのみ、おて
ほんプレイを行えます。

オリジナルモードでは同じコ
ースで8回、ニューモードで
は同じコースで5回ミスする
と、右のキャラクターが現れ
ます。近づいて を押
すと、無敵のスーパードンキ
ーがコースをクリアしてくれ
ます。

おてほんプレイ

※2人で遊んでいるときは、バルーンが
3つの状態で再開します。

バルーンが0のときにミスすると、ゲー
ムオーバーです。を押すと、バルーン
が4つの状態で再開します。

ゲームオーバー

体力がなくなったり、穴に落ちたりする
とミスになります。バルーンが1つ減り、
コースのはじめか中間ポイントから再開
します。

ミスとバルーン



10 乗り物

飛び乗ると発車します。/
でジャンプ、↓でしゃが
みます。

トロッコ

/で加速、はなすと元の
速度に戻ります。←→で左
右に移動します。

垂直飛行

/で上昇、はなすと下降
します。

水平飛行

飛び乗って/を連打すると、発射し
ます。飛ぶ方向によって操作が異なりま
す。

ロケットバレル



※/でランビから降ります。（オプ
ションで「十字ボタンで」を選んでい
る場合は、+/で降ります。）

アニマルコンテナを壊すと現
れ、飛び乗ると障害物を壊し
ながら進めます。移動中に
/でダッシュできます。

ランビ



11 タル

自動的に発射したあと、壊れま
す。

自動的に発射します。

/で発射したあと、壊れま
す。

/で発射します。

飛び込むと、特定の方向に発射します。

タル大砲

投げると、敵を攻撃したり特
定の壁や障害物を壊したりで
きます。

普通のタル

投げて壊すと、中からディデ
ィーコングが現れます。同時
に、体力も全回復します。

DKバレル



12 アイテム

コース中のアイテム

バナナ

100本集めると、バルーンが1つ
増えます。

バナナコイン

クランキーコングの店で、買い物
をするときに使います。

ハート

体力が1つ回復します。

バルーン

バルーンが1つ増えます。

「K」「O」「N」「G」

一度のプレイで4つ集めると、い
いことがあるかも……？

パズルピース

コース中のパズルピースをすべて
集めると、「おまけ」が見られる
ようになります。



※ニューモードでは、ミスをした直後に
同じコースで再開する場合、一部のア
イテム（スコークス、体力アップ、バ
ナナジュース、クラッシュガード）は
効果が持続します。

装備して使うことができるアイテムの効
果は、ミスをするか、コースをクリアし
たり中断したりするまで続きます。

クランキーコングの店で買え
るアイテム

バルーン

数字に応じて、バルーンが増えま
す。

スコークス

パズルピースが近くにあると、鳴
いて教えてくれます。

体力アップ

体力の最大数が1つ増えます。

バナナジュース

ニューモードは5回まで、オリジ
ナルモードは10回まで、ダメージ
を受けても体力が減らなくなりま
す。

もんキー

エリアマップ画面のロックを開け
ます。



グリーンバルーン

1回だけ、穴に落ちてもコースに
復帰できます。穴に落ちたときに、
自動で使われます。

クラッシュガード

トロッコやロケットバレルが、2回
までダメージを受けても壊れなく
なります。

ポータブルDKバレル

下画面をタッチすると、DKバレル
を取り出します。ディディーコン
グがいないときであれば、いつで
も使えます。

グリーンバルーン、クラッシュガ
ード、ポータブルDKバレルはニュ
ーモードでのみ登場します。



13 2人であそぶ

※ドンキーコングを選んだプレイヤーの
ファイルで遊びます。

※ローカルプレイ中は、本体を閉じても
スリープモードになりません。

1人がドンキーコングを、
もう1人がディディーコ
ングを選び、画面の案内
にしたがって進みます。

はじめかた

｢ドンキーコング リターンズ 3D｣･･2本
ニンテンドー3DS LL/3DS本体 ･･･2台

用意するもの

ローカルプレイを使って、ドンキーコン
グとディディーコングの2人で協力しな
がら遊びます。

協力してあそぶ（ローカルプ
レイ）



・1人が先に進み、もう1人が画面から
はみ出してしまったとき

・どちらかがタル大砲に入ったとき な
ど

以下のように2人の位置がはなれるとカ
ウントダウンがはじまり、先に進んでい
るほうへ自動的に移動します。

移動についてのご注意

2人同時にミスをする、またはどちらか
がタルに入っている状態でミスをする
と、バルーンを２つ消費して、コースの
スタート地点か、中間ポイントに戻され
ます。

2人ともミスをすると

コース上に置かれたDKバレルを壊
すと、バルーンを消費せずに復帰
できます。

DKバレル

※タルに入ったまま落下すると、ミスに
なります。

ミスをしたキャラクターは、
コースからいなくなります。
を押すとバルーンを1つ消
費して、タルに入った状態で
復帰します。/を押すともう1人に近
づき、触れるとタルから出られます。

ミスと復帰



14 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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