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1 ご使用になる前に

ごあいさつ

このたびは『Chack'n Pop』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。

任天堂のゲームやソフトの複製は違法で
あり、国内および外国の著作権法によっ
て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、私的使用を目的とする著作権
法上の権利を妨げるものではありませ
ん。また、この電子説明書も国内および
外国の著作権法で保護されています。

警 告

本品は日本国内だけの販売とし、また商
業目的の使用や無断複製および賃貸は禁
止されています。

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。
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2 ゲーム紹介

『Chack'n Pop』は、
主 人 公 の 「 ち ゃ っ く
ん」を操作して迷路か
ら脱出するアクション
ゲームです。

ちゃっくん



3 操作方法

と、と、 とは同じ
操作ができます。

プレイ人数を選ぶ

ゲームを始める

その他の操作方法

※天井［てんじょう］または、ムービング
ブロック（→8）に近いときのみ、張り
付くことができます。

移動 

PAUSE（一時中断）

上にジャンプ※ 

止まる／下に降りる
（天井に張り付いて
いる状態）



右に爆弾を投げる 

左に爆弾を投げる 

ゲーム中の操作方法



4 1Pと2Pの切り替え

＋を同時に押しながらを押すと、1
台の本体で1Pと2Pを切り替えることがで
きます。

「2 PLAYERS」では、キャラクターが交
代するたびに1Pと2Pの切り替えを行って
ください。
※1Pと2Pを同時に操作することはできま

せん。
※「1 PLAYER」では、2Pに切り替えると

操作ができません。1Pに切り替えてく
ださい。



5 ゲームの始めかた

※「2 PLAYERS」を選んだ場合は、プレ
イヤーを切り替えて操作します。詳しく
は、（→4）をご覧ください。

でプレイする
人数を選び、
でゲームを始めます。



6 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メニューが表⺬
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。



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メニューが表⺬されます。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すると表⺬され
るメニューです。VCメニューが表⺬され
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。
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が有効の時

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

み表⺬されます。

まるごと保存
ゲーム状況をバックア
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の有効無効
を切り替える

初回起動時は有効になっています。
VCメニュー表⺬中に＋ ＋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。



●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
に表⺬されていますので、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。

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。



8 ゲームの進めかた

※その際、出口をふさぐブロック（→9）
を壊してくれます。

爆弾でオリを壊すと、ハートが
自動で出口に向かいます。

ハートを助ける

「もんすた」（→10）などの敵
を爆発の煙に巻き込むと、倒せ
ます。

敵を倒す

※煙が消えると、次の爆弾を投げることが
できます。

左右に1つずつ投げることがで
き、一定時間後に爆発します。

爆弾について

敵のいる迷路を駆け回
り、囚われのハートを
すべて助けます。その
あと、ちゃっくんが出
口から脱出するとステ
ージクリアです。



・もんすたに触れる。
・爆発の煙に巻き込まれる。
・ムービングブロック（ ）に挟まれ

る。
・「まいた」（→9）に出口をふさがれる。

以下の状況になるとミスになり、ちゃっく
んの残り数（→9）が1匹減ります。残り
数が0匹のときにミスをすると、ゲームオ
ーバーです。

ミスとゲームオーバー



9 画面の見かた

少しずつ右に進んでいて、出口
をふさがれると時間切れでミス
になります。

❻ まいた

❺ ブロック

❹ 出口

❸ ちゃっくんの残り数

❷ 現在のステージ数

※以降は、100000点ごとに1匹増えま
す。

20000点になると、ちゃっくんの残り数
が1匹増えます。

❶ スコア

❶ ❷ ❸

❻

❺

❹



10 敵とアイテム

一定時間、無敵の「スーパーちゃっ
くん」に変身します。

ハートマーク

※倒した数によって、フルーツの種
類やボーナス得点が異なります。

ボーナス得点がもらえます。

ボーナスフルーツ

1つの爆弾で2匹以上のもんすたを倒すと、
アイテムが現れます。

アイテム

※倒すと200点もらえます。

逃げるタイプと、追いかけてくるタ
イプがいます。

もんすた

※倒すと50点もらえます。

一定時間後にふ化して、もんすたが
生まれます。

もんすたエッグ

敵



11 ボーナスについて

・もんすたエッグをすべてふ化させて、1
匹残らず倒した（5000点）。

・敵を倒さずにオリだけ壊して脱出した
（20000点＋ちゃっくんの残り数が1匹
増える）。

ステージをクリアする
と、敵を倒した数が表
⺬されます。以下の条
件を満たしていると、
ボーナス得点がもらえ
ます。



12 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。

『Chack'n Pop』
に関するお問い合わせ先

株式会社スクウェア･エニックス
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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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