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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 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。

のー



 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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2 伝説のはじまり

はるか昔、まだ未開であったこの地には、
伝説の冒険者たちがいた。なかでも希代の
英雄といわれた、ショベルナイトとシール
ドナイト… いつも共に旅をしていた二人
だったが、運命の塔で悲劇がおきた。呪わ
れた封珠から、恐ろしい魔法が解き放たれ
たのだ。ショベルナイトが意識を取り戻し
たとき、すでに運命の塔は封印され、シー
ルドナイトの姿はどこにもなかった。

心折れたショベルナイトは旅をやめ、ひと
り孤独に暮らすようになった。だが、英雄
の消えた地には邪悪な者たちが現れた。恐
るべき魔力をもったエンチャントレスと、
そのもとに集うボクメツ騎士団だ！

いまや塔の封印はとかれ、破滅の日は目前
に迫っている。だがそれは 新たな冒険の
始まりでもあった…



3 セーブについて

ゲームを起動するとタイトル画面が表示さ
れます。「ゲームスタート」を選んで

を押すと、セーブデータを作成す
るか続きをプレイするかを選択する画面が
表示されます。

セーブファイル（1～9）を選んで  を押しま
しょう。名前を入力したら、そのファイルを使
った冒険が始まります！

この画面では、セーブデータごとに所持ア
イテムや進行状況を確認できます。プレイ
したいセーブデータを選んで冒険を続けま
しょう。 

セーブデータ選択画面でゴミ箱のアイコン
を選ぶと、カーソルが変化します。そのカ
ーソルで削除したいデータを選びましょ
う。また「すべて」を選ぶと、「功績」や
設定情報を含む全セーブデータを削除しま
す。

新しいセーブデータを作る

セーブデータの削除

セーブデータから続きをプレイ

セーブデータのコピー

セーブデータ（プロフィール）選択画面か
らコピーアイコンを選ぶと、カーソルが変
化します。そのカーソルでコピーしたいデ
ータを選んで  で決定したら、コピー先
のデータを選んでください。



ショベルナイトでは、ステージをクリアし
てマップに戻った時、さまよえる戦士たち
に勝った時、街から出たとき、その他マッ
プイベント時などに、進行状況が自動的に
セーブされます。  なおプレイ中のステー
ジの進行状況は、ポーズメニューから「マ
ップに戻る」を選択すると、ステージ開始
前の状態に戻ります。 

。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●

！いさだく意注ご ！んせませ戻
に元はターデブーセたし除削んたっい



4 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。
●他のユーザーとのすれちがい通信

すれちがい通信でキャラクターを交換す
る機能を制限できます。



5 操作方法

る走

プンャジ

 はたま る振をルベョシ

)で中空( プッロドルベョシ

 はたま  + 用使クッリレ

)でばそのゴシハ( る登をゴシハ

)でばその人( す話

 はたま 面画ブサ

ズーポ

。すまきでプッキスとす押を
に中最のトンベイや話会 ：トンヒ



6 マップ画面

 を使って、マップ上にいるショベルナ
イトを移動させましょう。四角いアイコン
の上で  を押すと、そのエリアに入るこ
とができます。

 でマップ上のショベルナイトを移動さ
せることができます。

ショベルナイトは、この線のような街道を
通って移動します。ときには行く手をふさ
ぐ門や、敵が現れることも…！

ここにはライフやゴールドのほか、村に持
ち帰るアイテムなどが表示されます。ま
た、ショベルナイトがエリアの上に立つ
と、そのエリアの名前や情報も表示されま
す。

❸

❷❶

道街 ❷

ルネパ報情 ❸

トイナルベョシ ❶



7 フィールド画面

ショベルナイトで最も基本的な画面で、さ
まざまな情報が表示されています！ 以下
はその説明です。

現在の所持金です。何を買うにもゴールド
は必要ですので、ステージ内に落ちている
宝石を見のがさないように！

ゲーム開始直後はレリックを何も持ってい
ません。探し出して手に入れましょう！
レリックは魔力を消費しますが、消費量は
レリックによって異なります。魔法ゲージ
は、魔術研究家にアップグレードしてもら
いましょう！

もっとも重要なパラメーターで、ショベル
ナイトが敵や罠に触れると減ってしまいま
すが、食べ物を食べれば回復します！ 体
力の上限をアップさせるには、調理の鉄人
に食事券を渡しましょう。

❹❸❶ ❷

ーターメ法魔 / ンコイアクッリレ ❷

力体 ❸

ドルーゴ ❶



そのステージのボスの体力ゲージです。

！んせまれしも
かるせ戻り取をドルーゴたしと落、ば
れきでがとこる戻に所場のそ、に後
活復。すまいましてしと落に場のそを
4/1のドルーゴたいてっ持、とうまし
てれらやがトイナルベョシ ：トンヒ

スボ ❹



8 サブ画面

サブ画面では装備を変更できます！ サブ
画面を開閉するには、フィールド画面で

 または  を押してください。

ここではレリックを切り替えたり、それぞ
れの効果を確認することができます。カー
ソルを動かしてレリックを選択し、 で
レリックと装備品のタブを切り替えます。

カーソルは  で動かすことができます。

ここでは装備中のヨロイやショベルブレー
ドのアップグレード、そして拾ったアイテ
ム類を確認できます。 でレリックと装
備のタブを切り替えます。

❶ ❸❷

ブタ備装 ❸

ルソーカ ❷

ブタクッリレ ❶



9 タッチスクリーン

タッチスクリーン上部のボタンをタッチす
ると、以下の項目が開きます。

ゲームをポーズすることなく、レリックを
変更できます！

アイコンをタッチすると、装備やアップグ
レード、入手アイテムを確認できます。

❷❶

備装 ❷

択選クッイクのクッリレ ❶



10 ポーズとオプション

フィールド上またはマップ上
を押すと、ポーズメニューを開きます。

プレイ中のゲームに戻ります。

操作方法や音量といったゲームの設定を変
更します。

功績はゲーム内で達成できる目標で、なか
には非常に難しいものも存在します。功績
の一覧はポーズメニューやタイトルメニュ
ーから確認できますので、お友達よりも先
に達成しちゃいましょう！

そのステージのプレイをやめたくなった
ら、ポーズメニューから「マップに戻る」
を選びましょう。そのステージで入手した
ものは全て無くなり、完全にプレイ前の状
態に戻ります。

ポーズメニュー

セーブせずにタイトル画面へ戻ります。

る戻に面画ルトイタ

る戻にプッマ

績功

ンョシプオ

るけ続をムーゲ

 で



11 すれちがい闘技場

すれちがい闘技場（すれちがい通信
本ソフトのすれちがい通信を登録した本体
同士が近づくと、記録したゴースト情報を
自動的に交換して、「すれちがい闘技場」
で賞品をかけて戦わせることができます。
◆ この機能を使って通信を行うには、このソ

フトウェアの「すれちがい通信」が許可さ
れている必要があります。

● すれちがい通信を有効にする
ゲームを進めていくと、ある時点で「すれ
ちがい闘技場」に入れるようになります。
アリーナマスターに話しかけると、すれち
がい通信を有効にして自分のバトルゴース
トを記録できるようになります。また、そ
の際はバトル画面に切り替わります。
● すれちがい通信を無効にする
すれちがい通信を無効にするには、ニンテ
ンドー3DSのHOMEメニューから 本体設
定 ＞ データ管理 ＞ すれちがい通信管理
と移動し、ショベルナイトのアイコンをタ
ッチして すれちがい通信をやめる を選択
します。
なお、すれちがい通信機能は「保護者によ
る使用制限」から制限することができま
す。
◆ 保護者による使用制限につきましては、本

体の取扱説明書をご覧ください。

バトル画面！

３ラウンドのうち２ラウンド以上で、相手
よりも多くの宝石を集めるか、相手に攻撃
を命中させた側が勝者となります。ただ
し、ゴーストを記録するときに相手の姿は
見えません。相手の動きを予測して、ここ

 ）



このラウンドで集めた宝石の数が表示され
ます。

装備しているレリックが表示されます。
タッチスクリーン上のアイコンをタッチす
れば、いつでもレリックを変更できます。

ラウンド中に、より多くの宝石を集めた側
が勝利します！

ぞという位置でショベルブレードを振りま
しょう！

１ラウンドは、わずか５秒間しかありませ
ん。急ぎましょう！

❺

！すでうよるわ変が果効のクッリレの
部一、はで場技闘いがちれす：トンヒ

ーマイタ ❹

報情のルバイラ ❺

❷ ❸❹❶

報情クッリレ ❷

石宝 ❸

報情のたなあ ❶



バトル再生中は、相手の情報がここに表示
されます。



12 amiiboとは

このソフト に対応していま
す。amiibo™［アミーボ］は、Newニン
テンドー3DS／Newニンテンドー3DS
LLの下画面にタッチして使用します。

※amiiboにゲームデータを書き込めるソ
フトは1つです。すでにほかのソフトの
ゲームデータが入っているamiiboにゲ
ームデータを書き込みたい場合は、
HOMEメニュー の「amiibo設定」
でゲームデータを消去してください。

※amiiboは複数の対応ソフトで読み込め
ます。

※amiiboのデータが壊れていて復旧でき
ない場合は、HOMEメニュー の

「amiibo設定」で初期化してください。

amiiboは、さわってながめて楽しめるだ
けでなく、NFC（近距離無線通信）を利用
し、amiibo対応ソフトと連動して遊べる商
品です。
くわしくは、任天堂ホームページ(http://
www.nintendo.co.jp/amiibo/) をご覧く
ださい。

の

の

は



amiiboに関するご注意
●amiiboは下画面に軽くタッチするだけ

で反応します。強い力でこすったり、押
したりしないでください。

。すで要必がータイラ／ーダーリCFN
SD3ードンテンニ、は合場るす用使を
obiimaでLL SD3／SD3ードンテンニ



13 秘密のヒント

敵やトラップからダメージを受けると、シ
ョベルナイトの姿が点滅して一時的に無敵
となります。無敵になっている間に、危険
な状況から抜け出しましょう。

行き止まりのように見える場所にも、通路
が隠されていることがあります！ あやし
い壁や、へんに広い部屋があったら、ショ
ベルでつついてみましょう。いいことがあ
るかもしれません！

ショベルブレードは頼れる武器ですが、ど
んな時にも役立つというわけではありませ
ん。正しいレリックを使えば、難しい局面
もうまく切り抜けられるでしょう。

敵やトラップは、ショベルナイトが別の画
面に移動すると消えてしまいます。このヒ
ミツをうまく利用して、強力なエネミーか
ら逃げましょう。 

一部の敵やトラップは、ショベルナイトが
前の画面に戻ると、元の位置に復活してい
ます。フィールドの状態をリセットしたい
ときは、一旦その画面を出てから戻るとい
いでしょう！

無敵時間！

レリックを使いこなそう

ヒミツを見つけ出そう！

画面の使い方 (パート 1)

画面の使い方 (パート 2)



始めたステージが難しすぎたり、レリック
を取り忘れたり、所持ゴールドをごっそり
無くしてしまったときにも… 最後の手段
があります。ポーズメニューから「マップ
に戻る」を選択してワールドマップに戻る
と、そのステージを開始する直前の状態に
戻ることができます！

どんな時にリトライするか



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

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 10:00～18:00 
(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

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：10:00～18:00
 (土、日、祝日、会社設定休日を除く)

0570-011-120
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