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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。

の



 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示に従ってく
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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。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
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2 どうやって遊ぶ？

は人るあがとこだん遊
を鉄電郎太桃のでま今※

ぶ遊でなんみ

ぶ遊でなんみ

ぶ遊で人1

。すまいてれさ限制にみの」！戦
決年3鉄桃「はドーモるべ遊で版戦対
と人るいてっ持。よるべ遊が）イレプ
ルカーロ（イレプ戦対でま人4～人2
で信通ルカーロ、で人るいてっ持をト
フソの）機子（版戦対と人るいてっ持
、と）機親（上以本1トフソ本、たま

。よるべ
遊でま年001に様同と合場ぶ遊で人1
。よるべ遊が）イレプルカーロ（イレ

プ戦対でま人4～人2で信通ルカーロ
、ばれあで戦対の士同トフソ本と体本

ズーリシSD3ードンテンニの分数人
●信通ルカーロ●

。よるべそあでま人4～人2らがなし
渡け受に番順でなんみ、でトフソ本と
体本ズーリシSD3ードンテンニの台1

●ぶ遊らがなしわまを台1●

。うこおでん読り通一でま
ジーペ02らかジーペ3の書明説子電の
こ。ぶ遊で人1に手相をラャキMOC



。ねて見を書明説子
電のこ、らたっなくならかわに中ムー
ゲ。よるきでもとこぶ遊にぐすらかて
見をかたっわ変がこど、でん読を」！
うもし楽を7102鉄桃「のジーペの次



3 桃鉄2017を楽しもう！

！新一にンイザデの鉄桃いし新

！能可も戦対人4、年001高最

？てっ鉄電郎太桃

。よるき
でが）イレプルカーロ（イレプ戦対で
ま人4、らな士同人るいてっ持をトフ
ソ本。よ
るきでイ
レプでま
年001高
最、はで
」鉄桃の

もつい「

。よだち勝
が人たっか多番一が産資総に後最、て
しや増を産資てし入購を件物の地各
本日で金おのそ、でのるえらもが金お
んさくた、とるす着到に地的目。ムー
ゲドーボす指目を地的目、し動移を駅
てっ振をロコイサ、は」鉄電郎太桃「



ーローヒ史歴

！うよし興復を駅災震北東

！場登ービンボアメトイナ

！うよし興復を
街し入購を件
物でなんみ長
社、れ訪を街
の北東たけ受
を害被の災震

。ービンボな
介厄、うましてれさや燃てっかかにい
呪間年1はドーカたれさや燃度1に更
。すまれさや燃もド

ーカたれ入に手くし
新、れさや燃がドー
カるてっ持。ービン
ボアメトイナ場登新

！場登でんさくだり盛も
ラャキ新んろちも！たしまりわ変れま
生にた新がンイザデのてべすぼほ、も
プッマ・トンベイらかラャキンイメ



ラャキMOCな彩多

！場登獣怪産名新

。ねてし戦対とラ
ャキMOCなき好てせわ合に力実、で
ま人鉄まくさの敵強超らか鬼めまい弱
。よるす手相らか中のラャキ)ターュピ

ンコ(MOCの人6、はきとぶ遊で人1

！場登も獣怪産名なた新にらさ。よた
っわ変れま生に姿なた新も獣怪産名の
でままい。獣怪産名むそひに地各国全

！うよしに方味に前るれ
ら取に人のかほ。るれくてしをとこい
いろいろい、とるけつに方味。ちた人
偉るす場登に地のりかゆ、で地各国全



4 操作方法

ンタボ

ンタボ

ンタボ

ンタボ

ンタボ

ンタボ

ンタボトータスンーリクスチッタ

面画上

ンタボ

/



本ソフトを使用中にスリープモードにす

択選グンイーブ時
戦対信通ルカーロ／
用使に時力入の前名

ンタボ

。すまし動移速
高でドッパドイラス
、動移常通でンタボ

字十は中ネガメ虫※
示表をドンマコ

」なかるけい「/択選
数複の件物/ネガメ虫

ンタボ

。すまきで断
中時一をイレプ、合
場たっだラャキMOC

がーヤイレプ全※
示表をドンマコ

」他のそ「/示表をド
ンマコ」なかるえ買「

ンタボ

ルセ
ンャキ／るどもスマ1ンタボ

示表をドンマコ
」他のそ「/定決の肢

択選/る振をロコイサ
ンタボ

動移のルソ
ーカ／動移の物り乗

ドッパドイラス
/ンタボ字十

択選グンイーブ時
戦対信通ルカーロ／
用使に時力入の前名

ンタボ

。よるきでが動移の物り乗もでチッタ
を端面画りたっぞなを路線でンペチッタ
。よる来出もでンーリクスチッタは作操



ると、バッテリーパックの消費を抑える
ことが出来るよ。スリープモードについ
てはニンテンドー3DSシリーズ本体の
取扱説明書を確認してね。



5 タッチスクリーンの基本操作

タッチスクリーンに関するご注意

タッチペンでタッチスクリーンを軽く当て
たまま、画面をなぞる操作を「スライドす
る」と言います。

タッチペンでタッチスクリーンを軽く押す
操作を「タッチする」と言います。

タッチペンでの基本操作には次の2種類が
あります。

るすチッタ

るすドイラス



タッチスクリーンの操作は、本体付属
のタッチペン、またはゲーム中指定され
たもので操作してください。
傷ついたタッチペンや変形したタッチ
ペンを使用しないでください。
タッチスクリーンを強い力でこすった
り、押したりしないでください。
爪を立てて操作しないでください。
上画面をタッチペンなどでこすらない
でください。
タッチスクリーンに砂やゴミ、お菓子
の食べかすなど落とさないでください。
市販の保護シートを貼り付ける場合、
保護シートの取扱説明書をよく読んで、
ゴミや気泡が入らないように正しく貼り
付けてください。



6 ゲームのはじめ方

ニンテンドー3DSシリーズ本体の電
源がOFFになっていることを確認し
てから、「桃太郎電鉄2017」のゲー
ムカードをゲームカードスロットに
カチッと音がするまで、しっかり差
し込んでね。

（※ダウンロード版の場合は、本ソフ
トをダウンロードしたSDカードを用
意してね。）

HOMEメニュー画面の「桃太郎電鉄
2017　たちあがれ日本!!」のアイコ
ンをタッチしてね。

メニュー画面にタ
ッチするか、十字
ボタンとAボタンで
遊ぶゲームを選ん
でね。



前回セーブした続
きから遊べるよ。
データを選んでAボ
タンを押すか、遊
ぶゲームをタッチ
して、「はい」を
選んでね。

1人で遊ぶよ。人間
1人とCOMキャラ2
人の3人プレイで、
最高100年までの

「いつもの桃鉄」と
「桃鉄3年決戦！」
で遊べるよ。

「ローカル通信で対
戦！」「1台で対戦
！」が遊べる対戦モ
ード。最大、人間4
人で遊べるモード。

ゲームを進めると、
いろいろなおまけ
が見られるよ。

最初から遊ぶ場合は、次のようなプレイ設
定があるので、自分の好みで設定しよう。
設定をやり直すときは「もどる」を選んで

けまお

鉄桃でなんみ

鉄桃でりとひ

らかきづつ



ね。

「ひとりで桃鉄」の準備

●ゲームの選択●
「いつもの桃鉄」か
「桃鉄3年決戦！」
をタッチするか、
十字ボタンで選ん
でAボタンを押して
ね。

●COMキャラの設定●
COM（コンピュー
タ）キャラが表示
されるので、よけ
れば「このまま！」
変更する場合は

「変更する」で対戦
相手のCOMキャラ
を選ぼう。

●名前の変更●
変更したい名前を
タッチするか、十
字ボタンで選んでA
ボタンで決定して
ね。



●順番の変更●
「シャッフル」を選
ぶと、プレイする
順番をシャッフル
するよ。順番を変
えたいときに選ぼ
う。

●プレイ年数の設定●
プレイ年数を設定
しよう。十字ボタン
の左、右で桁を選
び、十字ボタンの
上、下で数字を変
更できるよ。Aボタ
ンを押すとゲーム
終了までの予想プレイ時間が表示される
よ。プレイの参考にしよう。00年に設定
すると100年プレイできるよ。プレイ年
数は、ゲーム中に変更することもできる
よ。

。ねてし押を」了完「、ら
たっま決が前名の員全。ねてしチッタに
」了完「かす押をンタボAてし択選を」了

完「らため決を前名。よるれらえ替り切
もでンタボR、ンタボLはれこ。るなに字
数とトッベァフルアで」数英「、ナカタ
カで」ナカ「、ながらひで」なか「。よ
るきでがとこる戻に面画の前で」るめや「
かす押をンタボB、にきとるあに目字文1
がルソーカ。る戻字文1で」るども「かン
タボB、み進字文1がルソーカで」むすす「



●ゲームスタート●
この設定でいいか
どうかの確認メッ
セージが出るので、
よければ「はい」
を選んでね。Bボタ
ンを押すとキャンセ
ルメニューが出る
ので、どこまで戻るか選んでね。

●セーブの確認●
セーブ確認メッセ
ージで「はい」を
選ぶと、セーブ画
面になるので、セ
ーブに使用するゲ
ームデータを選択
して「はい」を選ん
でね。すでにデータがある場所（赤色、青
色の本）を選ぶと、上書きされて前のデー
タが消えるので注意してね。

「みんなで桃鉄」の準備

。ねてし意
注にうよいなさ消てっ違間、はきとるあ
が定予の開再、でのるなに要必にきとる
す開再を）イレプルカーロ（イレプ戦対
。よだターデムーゲの）イレプルカーロ（

イレプ戦対、はターデムーゲの本の色青



●対戦方法の選択●
対戦方法を選んで
ね。「ローカル通
信で対戦！」か「1
台で対戦！」があ
るよ。「ローカル
通信で対戦！」の
説明は21ページ

「ローカル通信」を見てね。

「1台で対戦！」の準備

●ゲームの選択●
「いつもの桃鉄」か
「桃鉄3年決戦！」
をタッチするか、
十字ボタンで選ん
でAボタンを押して
ね。

●人数の選択●
何人で遊ぶかを選
んでね。

●COMキャラの設定●
COM（コンピュー
タ）キャラが表示
されるので、よけ
れば「このまま！」
変更する場合は

「変更する」で対戦
相手のCOMキャラ
を選ぼう。



●名前の変更●
変更したい名前をタッチするか、十字ボタ
ンで選んでAボタンで決定してね。

●順番の変更●
「シャッフル」を選ぶと、プレイする順番
をシャッフルするよ。順番を変えたいとき
に選ぼう。

●プレイ年数の設定●
プレイ年数を設定しよう。十字ボタンの
左、右で桁を選び、十字ボタンの上、下で
数字を変更できるよ。Aボタンを押すとゲ
ーム終了までの予想プレイ時間が表示され
るよ。プレイの参考にしよう。00年に設
定すると100年プレイできるよ。プレイ
年数は、ゲーム中に変更することもできる
よ。

●ゲームスタート●
この設定でいいか
どうかの確認メッ
セージが出るので、
よければ「はい」
を選んでね。Bボタ
ンを押すとキャンセ
ルメニューが出る
ので、どこまで戻るか選んでね。

●セーブの確認●
セーブ確認メッセージで「はい」を選ぶ
と、セーブ画面になるので、セーブに使用
するゲームデータを選択して「はい」を選
んでね。すでにデータがある場所（赤色、
青色の本）を選ぶと、上書きされて前のデ
ータが消えるので注意してね。



7 ゲームのルール

目的地へ一番乗りしよう

桃鉄は各地をまわ
って物件を買うゲ
ーム。サイコロの
目の数だけ進める
よ。1000万円

（いつもの桃鉄）/1
億円（桃鉄3年決戦
！）を持って目的地を目指す。目的地に一
番乗りすると、援助金がもらえる。誰かが
目的地に着いたとき、一番遠い人に貧乏神
がつくよ。

物件を買おう

各地の物件が買え
る駅にピッタリ止
まることができる
と、物件を買える。
お金が貯まったら、
どんどん物件を買
って資産を増やし
ていこう。物件を買うと毎年3月末の決算
時に各物件の収益金がもらえるよ。



大金持ちの人の勝ち

決められた年数が
終わるとゲーム終
了。その時点での
所有物件の総額と
持ち金、収益金を
合わせた総資産の
一番多い人の勝ち
だ。貧乏神から逃げながら、うまく資産を
増やしていこう。



8 コマンド

乗り物を進めるた
めにサイコロを振
る。Aボタンかサイ
コロにタッチでサイ
コロを振り、Bボタ
ンでキャンセルだ
よ。

●乗り物のまわりに出る矢印は？●
乗り物を進める
と、大きな矢印が
出てくる。これは
目的地までの最短
コースを示してい
る。また、小さな
矢印は、移動でき
るのがあと1マスのときに次の駅を色で
表しているよ。

カードがあれば、
サイコロを増やし
て乗り物を進めた
り、他の人をジャマ
したり、ゲームを有
利に進められるよ。
また、選択すると
カードの説明を見られるよ。

ドーカ

ロコイサ



●つかう●
カードを使う。「つかう」をタッチするか
Aボタンで決定して、使いたいカードを選
んだら、そのカードをタッチするかAボタ
ンで決定してね。

●すてる●
いらないカードを捨てる。「すてる」をタ
ッチするかAボタンで決定して、いらない
カードを選んだら、そのカードをタッチす
るかAボタンで決定してね。捨てるかどう
かを確認されるので、「はい」を選択
することで捨てることが出来るよ。

カードの説明を見るには、見たいカード
を選ぶと説明が見られるよ。

※カードの説明は、20ページ「カード
紹介」を見てね。

その他のいろいろなコマンドがあるよ。
●会社情報●
総資産や持ち金、
持っている物件数、
物件一覧が見られ
るよ。

他のそ



●マップ●
サイコロを振った
後は「いけるかな
？」で行ける駅が
光って、「買える
かな？」で物件を
買える駅が光るよ。

「虫メガネ」は、十
字ボタンで虫メガネカーソルを駅に合わせ
ると、その駅名が表示され、Aボタンを押
すとデータが表示される。スライドパッド
で高速移動できる。また、その駅まで最短
距離も表示されるよ。
タッチペンではス
ライドさせるとマッ
プを自由に動かせ
る。駅にタッチす
るとその駅の内容
が見られ、光って
いる駅にタッチす
ると「いけるかな？」と同じ効果だよ。

●オートセーブ●
毎月のオートセー
ブをするかしない
か切り替える。



●設定を変える●
ゲームのいろいろな設定を変更できるよ。

名前を変える
名前を変更する。変更したいプレイヤー
を選んでね。
対戦相手の設定
人間またはCOMキャラの性格を変更する。
スピード
メッセージと汽車の移動速度を変更する。

「おそい」が一番ゆっくりで、「マッハ」
が一番はやい。
終了年数
ゲーム年数を変更する。

●ゲームをやめる●
ゲームを終了する。
セーブするかどう
かの確認メッセー
ジが出るので選ん
でね。その後でタ
イトル画面に戻る
よ。

ゲームを進めていくと登場するコマンドだ
よ。このほかにもいろいろあるよ。

システム
「カード」の解説メッセージと、毎年の
「決算」をスキップする。

みし楽お



・全駅踏破！
止まったことのない物件駅が、1つの地
方で残り9駅になると登場。残りの駅を
教えてくれるよ。

・全都市独占！
自分の所有していない物件が300件未満
になると登場。ほかの人が持っていた
り、買われていない物件を教えてくれる
よ。



9 各駅の説明

駅るきでがとこ
るす営経てっ
買を線路道鉄

駅省道鉄

駅る
きでグンビダ
枚1をドーカ

駅グンビダ

駅る
れ乗に機行飛

駅港空

駅るれ
乗にーリェフ

駅場り乗ーリェフ

るなに円0は
金ち持しだた。駅

るきでプーワ
に所箇3国全

駅プーワ

駅るべ飛っ
ぶにかこどで
ータプコリヘ

駅びとっぶ

駅
の地的目地在
所庁県の在現

駅の
地的目の在現

駅地的目

駅るい
てっ売を件物
で地在所庁県

駅るい
てっ売を件物

駅件物

駅る来出
りたっ売りた
っ買をドーカ

駅場り売ドーカ

駅るえらもが
ドーカたっま
止でトッロス

駅ドーカ

駅るれらと
を額金たっま
止でトッロス

駅スナイマ

駅るえらも
が額金たっま
止でトッロス

駅スラプ



駅る
きでがとこるけ預

でま枚61をド
ーカのち持手

駅クンバドーカ

駅る
す興復でとこるま
止に駅のこ。駅た

け受を害被で
災震大本日東

駅災震

駅
るえらもをドーカ

いいもりよ駅
ドーカスイナ

駅ドーカーパース

駅るれ
くてし化期初てべ

すをドーカ遊
周るいてっ持

駅遊周

駅る
えらもがドー
カいい的較比

駅ドーカスイナ

駅るき
で戦挑にじく
宝でトッロス

駅じく宝



10 画面の見方

画面の見方はこうなっているよ。

)可チッタ(ドイガ作操

月/年
の在現

金ち持

プッマ
国全

置位のーヤイレプ各

地的目

離距のでま地的目
と地的目

前名

離距のでま地的目

クーマ
神乏貧

ドンマコ



11 物件駅についたら

物件を売っている駅に止
まるとこのようなコマン
ドが出るよ。さらに、こ
こで「買う/まとめ買い」
コマンドを選ぶと、下の
ような画面になるよ。

。率
益収るえらもに時算
決、てし有所を件物

率益収

。格価の件物格価

。者有所の件物のそ者有所

。よるれさ
示表で字文青は件物
の人他、字文緑は件
物の分自、字文赤は
件物いなり足が金お
。名件物の市都のそ

名件物

者有所格価

率益収名件物



買いたい物件をタッチす
るか、カーソルを合わせ
てAボタン。
Xボタンで複数の物件を
選べ、Yボタンでまとめ
買いができるよ。

ひとつの駅の物件を、価
格の安い方から順番に、
買えるだけ一度に買うこ
とができるコマンド。お
金があるかぎり買いたい
ときなどに便利。

物件駅で使えるカードがある場合は、この
コマンドで使うことができる。使うカード
をタッチするか、十字ボタンで選んでAボ
タンを押してね。

「その他」コマンドが使える。「その他」
コマンドについては、8ページ「コマンド」
を見てね。

収益について
所有物件の収益は、物件リストで見ること
ができる。例えば、1000万円の物件で、
収益率が50%の場合は、決算時に500万
円もらえる。物件を買うときは、収益率も
チェックしておこう。
また、ひとつの駅の物件を全部買って独占
すると、その駅の物件の収益が2倍になる
よ。

他のそ

ドーカ

い買めとま

う買



。ねもかいいものくおてっ買を件物林
農にめたの時ういとざい、どれけい低は
率益収。よむ済てくなら売もでスナイマ
が金ち持、はけだ件物林農、どけいなら
なばれけなしを済返の金借てっ売で額半
を件物るいてっ持まい、とるなにスナイ
マが金ち持。よるあが類種6の林農、業
工、業商、産水、光観、品食はに件物

●ていつに類種の件物●



12 決算とゲームの終了

決算
毎年3月が終わると決算に
なるよ。決算では、持って
いる物件の収益によってお
金がもらえる。プレイヤー
の順位が発表されるので、
よく見て次の年のプレイの参考にしよう。

ゲームの終了
あらかじめ決めら
れた年数をプレイ
し終わると、ゲー
ムが終了になる。
総資産が最も多い
プレイヤーが優勝
になるよ。



13 キャラクター紹介

COMキャラ紹介

段無/鬼邪天

。にとこな変大とるなに調好
絶。ラャキな減加いいに実

郎太金

。ーターポレ地現な気元も
つい、るす材取てっ張を体

島浦

。当担をブーセの
ターデ。当担オジタス道報
るす析分に静冷をスーュニ

姫叉夜

。トンタスシ
アの郎太桃るいにオジタス

郎太桃

。ータス
ャキンイメの鉄桃みじなお



人鉄/まくさ

！うろなにうよるて勝
に人鉄まくさ。い強くごす

段八/妃鬼妖

！
いわごてもてと、とるなに
調好絶。たっなく強りなか

段七/鬼餓

。うよしに手相らたき
てれ慣。だ格性なるわじい

段二/鬼ッラ

。倍2もついは駅スラプ。ラ
ャキMOCいいが運もてと

段初/鬼めま

。めすすおに者
心初、でのいなく強りまあ



「絶好調」について

●COMキャラは、突然「絶好調」になる
こともあるよ。「絶好調」になると乗り物
の上に☆マークが付き、強さが数段アップ
する！「絶好調」はそれぞれのキャラクタ
ーによって違うよ。どんな「絶好調」にな
るのかはプレイして確かめよう。
●また、人間も「絶好調」になることもあ
るよ。人間が「絶好調」になると、全ての
カード駅がナイスカード駅になる。そして
プラス駅に止まった時の収益が普段の3倍、
さらにカードを使わなくてもサイコロの数
が増えるよ。



14 貧乏神・ミニボンビー

貧乏神は、誰かが目
地に到着したときに
目的地から一番遠い人
とりつく。また、ほ
のプレイヤーの上を
ったり、ぴったり同
駅に止まることでな
りつけられるよ。次の
的地に誰かが到着す
と、今度はそこから一
番遠い人にとりついて
しまう。

2倍の値段でカードを買ってくる。
●カードを買ってくる！

物件を半額で売ってしまう。
●物件を売る！

参加費を取られ、カード当てのくじびき
をさせられる。

●くじびきでカードを当てる！

プレイヤーが振るサイコロの数字が、1
か2しか出なくなります。

●省エネ・サイコロ！

一級河川を当てるクイズを出す。
●一級河川を当てろ！

線路にうんちをする。
●うんちをする！

カードを1～4枚割ってしまう。
●瓦割り！

勝手にチャージしてお金が減ってしまう。
●電子マネー！

る
目
す
じ
通
か
に
、
的



サイコロの出た目だけ目的地から遠ざか
る。

●折り返し運転！

カードを一枚捨てられる。
●かわいい子には旅させよ！

野菜の名前を当てるクイズを出す。
●野菜の名前！

カード売り場に連れて行かれる。
●遠いカード売り場へ！

追加料金を取られてしまう。
●乗越し精算！

使いものにならない贋物(にせもの)カー
ドを買ってくる。

●贋物(にせもの)カードをゲット！

貧乏神が新型車両の開発をはじめる。
●新型車両の開発！

キングボンビーに変身。
●キングボンビーに変身！

ミニボンビーに変身。毎月おこづかいを
ねだる。

●ミニボンビーに変身！

ナイトメアボンビーに変身。
●ナイトメアボンビーに変身！

貧乏神が変身した姿。貧乏神に
べると被害が少ないので、貧乏
に戻る前に対策を考えよう。

神
比

ービンボニミ



15 キングボンビー

貧乏神がひとたびキング
ボンビーに変身すると、
ものすごい破壊力でプレ
イヤーを恐怖に突き落と
す。貧乏神の悪行が可愛
く見えるくらい。まわり
にいたら、つけられない
ようにすぐ逃げよう。

サイコロを10個振り、出た目の合計に応
じた金額を捨てられる。

●サイコロ10個振り

持ってるカードを全て捨てる。
●カードをすべて捨てる！

リトルデビル、デビル、キングデビルを
呼ぶ。

●デビルをつける！

ボンビラス星に連れて行かれる。
●ボンビラス星に行く！

キングボンビーがついている間、まった
く動けなくなる。

●ジタバタするなよ！

…に行けカードの詰め合わせを押し付け
られる。

●…に行けカード！

時限爆弾カードを押しつけられる。
●時限爆弾カード！

サイコロ5個と10個で勝負。負けると物
件を捨てられる。

●サイコロ５対１０対決！



キングボンビーに気に入られ、なすりつ
けたり誰かが目的地に入ってもずっとつ
く。

●気に入った！

サイコロを振った出目をかけ算した金額
を奪われます。

●出目をかけ算！

カードバンク駅に保存しているカードを、
すべて吹き飛ばされてしまう。

●カードバンク駅を襲う！

農林物件を含めて、持っているすべての
物件をどんどん吹き飛ばしてしまう。し
かも、近くにいる他のプレイヤーも、と
ばっちりで持っている物件を吹き飛ばさ
れてしまう。

●物件を飛ばす！



16 ナイトメアボンビー

貧乏神がナイトメアボンビーに変身！毎回
カードを1枚燃やされる。しかも燃やされ
たカードは呪われて、以降1年間、新しく
手に入れても燃えてしまいます。一年後に
ようやく呪いが解かれます。



17 歴史ヒーロー

日本各地に、味方にする
ととても心強い歴史ヒー
ローが登場！歴史ヒーロ
ーにゆかりの深い物件駅
についたら、あることを
すると味方になってくれ
るよ。

（物件駅ですることといえば、もちろん物
件の……）
歴史ヒーローは全国各地にたくさん登場す
るので、思い当たる駅があったら、その駅
に行って、他の人にとられる前に味方にし
てしまおう！

信長にゆかりの深い物件
駅といえば？味方にする
と、他の人のカードを叩
き割ったり、他の人の貧
乏神をキングボンビーに
変身させたり、かなり強力な援護をしてく
れるよ。

聖徳太子にゆかりの深い
物件駅といえば？味方に
すると、デビル系カード
を消してくれます。また
ぶっとび系カードを周遊
カードにランクアップしてくれるよ。

子太徳聖

長信田織



真田十勇士でおなじみの
幸村にゆかりの深い駅と
いえば？味方にすると、
十勇士たちが大活躍。ぶ
っとび系で移動したり、
ほかの社長を数ヶ月金縛りにしたり、貧乏
神を吹き飛ばしたりしてくれる！

村幸田真



18 里見八犬伝

目的地が館山になったと
き、誰かが館山に到着す
ると発生するイベント。
八徳の玉が全国に飛び散
り、その玉を全部集める
といいことが起きるよ。誰かが全部の玉を
集め終わって、次にまた館山が目的地にな
ったら全国に飛び散る。頑張って集めてみ
よう！

館山に到着
誰かが目的地の館山に到
着するとイベントスター
ト。八徳の玉が本州のあ
ちこちに散らばるよ。

八徳の玉を探そう！
上画面の全体マップや下
画面のマップ上に、玉の
おおよその位置が表示さ
れるので、それを目安に
玉に重なれば拾ったこと
になる。

サイコロ勝負で奪い取れ！
玉を持っているプレイヤー同士が重なる
と、サイコロ勝負で玉の取り合いになる。
このとき、持ってる玉と同じ数のサイコロ
を振って、出目が多い方が勝ちで相手の玉
を奪える。あいこの時は、勝負を仕掛けた
方が勝ちになるよ。



19 イベント紹介

このゲームにはたくさん
のイベントが登場する
よ。得するイベントから
損するイベントまで、い
ろいろなイベントが用意
されているのでお楽しみに。

利益系イベント

食品物件や農林物件に
は、臨時収入がもらえ
る物件がある。どの物
件がそうなのか覚えて
おいて早めに買おう。

発生するとサイコロを
振って出た目に応じた
臨時収入がもらえるう
れしいイベント。

4,8,12,16,20,30,
45,50,60,70,80,
90年目に1回発生する
イベントで、食品物件
の日本一を決める。選
ばれると1年間臨時収入がもらえるよ。

被害系イベント

一本日品食

！箱両千

入収時臨



10億円以上の物件を、
外国資本が買収。お金
を払って物件を維持す
るか、それとも物件を
手放すか？キミならど
っちを選ぶ？

今回のスリの銀次は世
界の偉人に扮装して登
場。会いたくないけど
すべての種類を見てみ
たい？

その他のイベント

サイコロ勝負で勝つと
カードが１枚貰えて、
負けると21ヶ月その
場から動けなくなる
よ。

誰かにカードを1枚わ
けてあげなければなら
ない。デビル系カード
を誰かにあげることは
できないよ。

子王な福幸

んさ休一十二人怪

次銀のリス

！収買の本資国外



20 カード紹介

カードを上手く使うのが桃鉄のコツ！

「桃鉄2017」には、全
部で130枚のカードがあ
るよ。桃鉄で勝つために
は、これらのカードをう
まく使うことがポイン
ト。どのカードがどんな効果があるのか
を、よーく覚えておこう！

「急行カード」や「特急カード」などの
進めるカードは、いつも持ってるように
しよう。目的地に急ぐほか、貧乏神から
逃げる時も有効だよ。1～6まで進める

「スペシャルカード」も持ってると便利。

●進めるカードは必ず持とう●

「急行周遊カード」や「特急周遊カード」
は、それぞれ「急行カード」「特急カー
ド」の効果が暫くの間使えるカード。周
遊カードを手に入れてさらに有利に進め
よう。

●何回も使える周遊カード●

「オナラカード」や「うんちカード」、
デビルをつけちゃう「デビル派遣カー
ド」など、人をジャマするカードをうま
く使おう。

●邪魔するカードを上手く使おう●

「エンジェルカード」は毎月お金がもら
えるうれしいカード。「一頭地を抜くカ
ード」は現在一番持ち金の多い人よりた
くさんお金がもらえる。タイミングよく
使おう。

●とってもお得な嬉しいカード●



捨てられなくて持っているだけで損する
カードもある。「デビルカード」系は、
持ってるだけで毎月お金を取られちゃ
う。「とりかえしカード」は、とりかえ
しのつかないことになる。こういう捨て
られないカードは、「シュレッダーカー
ド」で消せるよ。

●持ってるだけで損するカードも●



21 ローカル通信

■ローカル通信の方法

ローカル通信での対戦プレイ（ローカルプ
レイ）の方法を説明します。

■用意するもの
○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
　----プレイする人数分の本数（最大4本）

プレイする人数分の本ソフトと本体があれ
ば、最大4人まで対戦プレイを楽しむこと
ができます。

対戦プレイ(ローカルプレ

「ローカル通信で対戦！」のやり方

全員が「桃太郎電鉄
2017」のソフトを持っ
ていれば、ローカル通信
で対戦プレイができる
よ。メニューから「みん
なで桃鉄」→「ローカル通信で対戦！」を
選んでね。
次の画面で、手順がわからない人は、「い
いえ」で説明が見られる。次に確認メッセ
ージが出たら「はい」で「ローカル通信で
対戦！」の準備に入るよ。

)イ



ローカル通信で遊ぶとき
は、1人がリーダーにな
り、残りの人はメンバー
になるよ。リーダーにな
る人は「リーダー」を、
その他の人は「メンバー」を選ぼう。

自分の名前とブーイング
の変更ができるよ。

●名前
自分の名前を変更するよ。名前の入力方
法は6ページ「ゲームのはじめ方」を見
てね。
●ブーイング・メッセージ

「ローカル通信で対戦
！」では自由に言葉を
入力できるオリジナル
ブーイングを作れる。
ここではオリジナルブ
ーイングを編集できるよ。
オリジナルブーイングは上画面に表示さ
れている5種類。はじめから登録されて
いるので、変更したいブーイングを選ん
でね。
次に名前入力と同じように文字を入力し
よう。ブーイングは10文字まで入力で
きるよ。

更変のグンイーブと前名

るめ決をーバンメとーダーリ



「リーダーになる！」を
タッチするか選択決定し
て、次にゲームデータを
選ぼう。

メンバーの人がエントリ
ーするのを待っててね。
全員のエントリーが終わ
ったら「エントリー終
了」を選ぼう。
●ゲームを選ぶ●

「いつもの桃鉄」「桃鉄3年決戦！」の
どちらかを選んでね。
●COMキャラを選ぶ●
人数が2人～3人のときは、COMキャラ
が表示されるので、COMキャラを変更
する場合は、好きなCOMキャラを選ぼ
う。人数が4人のときはこの設定はない
よ。
●順番を変える●
プレイする順番を変えたいときは「シャ
ッフル」を選んでね。
●年数を決める●

「いつもの桃鉄」の場合は、遊ぶ年数を
設定しよう。
●ゲームスタート●
確認メッセージで「はい」を選ぶと、ゲ
ームがスタートするよ。「いいえ」を選
んだりBボタンを押すと、キャンセルメ
ニューが出るので、どこまで戻るか選ん
でね。

備準のーダーリ



エントリー受付中のリー
ダーをタッチするか選択
決定して、確認メッセー
ジで「はい」を選ぼう。
リーダーがゲームの設定
をするので、ちょっと待ってね。

。ねてし
意注でのいなきで開再らか中途、とうま
してし消をターデムーゲもで人1か誰※

。よるきで開再らか月たし断中て
し続接に的動自とぶ選を」いは「でジー
セッメ認確。ねてしドーロをターデムー
ゲの」！戦対で信通ルカーロ「で」らか
きづつ「が員全、はきといたし開再をム
ーゲためやで中途、りたれさ断切が信通

●開再のムーゲためやで中途●
。よるれさ断切が信

通の員全でこそとるなくなきで信通が人
1か誰、はで」！戦対で信通ルカーロ「

●断切の信通●

備準のーバンメ



22 ユーザーコンテンツについて

ユーザーが作成する、テキストやメッセー
ジ、Mii、画像、写真、動画、音声を「ユ
ーザーコンテンツ」といいます。

●送信したコンテンツは、多くの人の目に
触れる可能性があります。また、送信先
にてコピー・改変・再送信などをされる
可能性があります。一度他人の手に渡っ
たものは、送信した人であっても削除し
たり、利用を制限したりすることはでき
ませんので、ご注意ください。

ユーザーコンテンツに関するご注意

●インターネット上のサーバーなどに送信
したコンテンツは、諸般の事情により予
告なく削除される場合があります。ま
た、当社で不適切と判断したコンテンツ
は削除や非公開にすることがあります。
あらかじめご了承ください。

●以下に該当する行為、または該当するお
それがある行為をしないでください。
- 自分または他人の名前や住所などの個

人情報を送信する行為。
- 他人の名誉や信用を毀損したり、他人

を侮辱したり、または他人に不快感を
与える行為。

- 他人の著作物を権利者に無断で利用す
るなど、他人の著作物などの知的財産
権およびその他の一切の権利を侵害す
る行為。

- 犯罪行為またはこれを助長する行為。
- 公序良俗に反する行為。

ほかのユーザーとユーザーコンテンツ（以
下、コンテンツ）をやりとりするソフト全
般のご注意です。扱うコンテンツは、ソフ
トによって異なります。



- 利用規約やガイドラインなどで禁止さ
れている行為。

- その他、当社が不適切と判断する行
為。

●他人の権利を侵害するコンテンツ、自分
や他人のプライベートな情報や他人に不
快な思いをさせるようなコンテンツなど
を、QRコード化してほかの人にあげた
り、公開したりしないでください。ほか
の人に読み取られる場合があります。

●コンテンツのインターネット上への送信
や、他人とのコンテンツの送受信など、
インターネットの利用によって生じた損
害などについては、当社は一切責任を負
いかねます。



23 バックアップ機能に関するご注意

。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●



24 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

任天堂サービスセンター

※IP電話または、携帯電話各社の料金プランによる
無料通話や割引サービスなどをご利用の場合は、
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　10:00～18:00 
(祝日、会社設定休日を除く)

0570-021-010

お客様ご相談窓口

※IP電話、または携帯電話各社の料金プランによる
無料通話や割引サービスなどをご利用の場合は、
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：10:00～18:00
 (土、日、祝日、会社設定休日を除く)

0570-011-120


