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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。

© 2015 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。

CTR-P-AX8A-00

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。

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
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2 インターネットでできること

※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。

インターネットに接続して遠くの人と対戦
したり、ランキングを見ることができま
す。詳しくは、9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



●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
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。

インターネットに関するご注意



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。
●他のユーザーとのインターネット通信

インターネット通信を利用した、他のユ
ーザーとの対戦やランキングの閲覧を制
限できます（→9）。



4 どんなゲーム？

「Dr.MARIO ギャクテン!特効薬 & 細菌撲
滅」は、ビンの中に発生したウイルスを、
カプセルを使って退治していくパズルゲ
ームです。一気にウイルスを消すことが
できる「特効薬」（→12）を使うと、不
利な状況も一転させることができます。
また、ローカルプレイ（→10）で本ソフ
トを持っていない人とも遊ぶことができま
す。



5 ゲームのはじめかた

メニューを選んでから、ゲームモードを
選びます。

特効薬を使って、用意されたステージを
遊びます。

おためし ギャクテン!特効薬（→7）

自分で遊ぶ内容を設定して遊びます。

ニンテンドーネットワークに接続して対
戦で遊びます。

本体を通信させて、対戦や協力プレイで
遊びます。

おこのみモード（→8）

ネットワークプレイ（→9）

ーカルプレイ（→10）

ーュニメ

ロ



ゲーム内の設定を変更します。

OPTION

カプセルでウイルスを消していくモード
です。

r.MARIO

L字型のカプセルでウイルスを消していく
モードです。

タッチ操作でカプセルを動かし、ウイル
スを消していくモードです。
※本体を縦持ちにして遊びます。

r.LUIGI

細菌撲滅

D

D

ドーモムーゲ

。効無はで」滅撲菌細「※
。す

まれさ示表が影に置位下落の
ルセプカ、とぶ選を」りあ「

げか
のルセプカ

。すまし更変に置
位いすやし作操を面画の」滅
撲菌細「、とぶ選を手き利

手き利

。効無はで」滅撲菌細「※
。すまし下落に気一がルセ

プカで、とぶ選を」りあ「
下落即



6 データのセーブ（保存）

セーブ中は、下画面の右下に本
体とウイルスのアイコンが表示
されます。

。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●



7 おためし ギャクテン!特効薬

「ベーシック」「ス
シャル」「HELP」
中から、ステージを
んで遊びます。ピン
のボタンはDr
MARIO、緑のボタ
はDr.LUIGI、青の
タンは対戦のステー
を表しています。ど
ステージもウイルスをすべて消すとクリ
アです。

「ベーシック」で遊ぶと、特効薬の基本的
な使いかたを覚えることができ、

「HELP」で遊ぶと、Dr.MARIOの遊びか
たや、特効薬の効能について個別に覚え
ることができます。
※「細菌撲滅」は遊べません。

の
ジ
ボ
ン

.
ク
選
の
ペ



8 おこのみモード

内容を設定してから遊びます。
「記録」を選ぶと、スコアや総プレイ時間
を確認することができます。
※「細菌撲滅」では、特効薬、ルールを設

定することはできません。

特効薬の設定を「ON/OFF」切り替える
ことによって、選択できるルールの内容
が変わります。

① ゲームモードを決める

② 特効薬の「ON」「OFF」を選
ぶ

③ ルールを決める

。すで利勝とるなに
ーバーオムーゲがMOC、か
す消てべすをスルイウに先
りよ）ターュピンコ（MOC

MOC SV

。すまきでイレ
プでまるなにーバーオムー
ゲ、りなとアリクジーテス
とす消をスルイウのてべす

）」FFO「
薬効特（

ドーダンタス

。すまきでイレプでまるなに
ーバーオムーゲ。すまし現
出でスレドンエがスルイウ

）」NO「
薬効特（

スレドンエ

定設容内



ビンの中にいるウイルスの量を設定しま
す。ゲージが多くなるほど、ウイルスの
量が多くなります。

カプセルの落ちるスピードを設定します。
「SLOW」→「MED」→「FAST」の順に
落下スピードが速くなります。
※「細菌撲滅」では、「GAME Lv.（ゲー

ムレベル）」に変わり、難易度を設定
します。「EASY」→「NORMAL」→

「HARD」の順に難しくなります。

④ 難易度を決める

スタンダード、VS COM、「細菌撲滅」
は、難易度を決めます。

 ）ルベレドーピス（DEEPS

）ルベレスルイウ（.vL SURIV



9 ネットワークプレイ

ニンテンドーネットワークに接続して対
戦します。

「Dr.MARIO 特効薬あり/なし」、「Dr.
LUIGI 特効薬あり/なし」から対戦したい
内容を選ぶと、自分のレーティングが近
い人を探して対戦が始まります。
※最初のレーティングは5000（基準値）

になっています。レーティングが離れ
ている人と対戦することもあります。

各種ランキングや記録を確認できます。

※「細菌撲滅」は遊べません。

対戦の始めかた

。すま
し示表をグンィテーレの分自録記

。すまし示表をグンキン
ラのり周グンィテーレの分自

グンキンラ
辺周

。す
まし示表をグンキンラの位上

グンキンラ
プット

グンキンラ

）信通トッネ
ータンイ（イレプクーワトッネ



10 ローカルプレイ

ニンテンドー3DSシリーズ本体 ･････2台

本体を通信させて対戦します。「細菌撲
滅」では、協力プレイも遊べます。

本ソフト（ローカルプレイ時）･･2本
本ソフト（ダウンロードプレイ時）･･1本

1.「ソフト2本であそぶ」か「ソフト1本
であそぶ」かを選びます。

2.「ソフト2本であそぶ」のみ、「募集す
る」を選びます。

3.ゲームモード、特効薬の「ON/OFF」、
難易度を選びます。

●ソフトを持っている人と遊ぶ（ローカ
ルプレイ）

　 「ソフト2本であそぶ」を選びます。

●ソフトを持っていない人と遊ぶ（ダウ
ンロードプレイ）

　 「ソフト1本であそぶ」を選びます。

※「細菌撲滅」のみ、対戦か協力プレイ
か選べます。

用意するもの

親機（共通）

順手作操

イレプド
ーロンウダ/イレプルカーロ



1.「ソフト2本であそぶ」を選びます。
2.「参加する」を選びます。
3.親機の名前が表示されたら、名前を選

びます。

1.HOMEメニューで「ダウンロードプレ
イ」を選んで、「はじめる」を選びま
す。

2.「ニンテンドー3DS」を選びます。
3.本ソフトを選びます。
　※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。

子機（ローカルプレイ時）

子機（ダウンロードプレイ時）



11 操作方法

※項目の選択などは、タッチ操作も可能
です。

※「細菌撲滅」では、カプセルをタッチで
回転、スライドで配置していきます。

。効有みの合場るい
てし定設で」NOITPO「※



すと落に
気一をルセプカ

/動移のルセプカ

/示表の
ーュニメズーポ

）間るいてし押（すと落
く早をルセプカ

）転
回左（、）転回右（転回のルセプカ

作操の面画ムーゲ

/え替り切の目項

ルセンャキ

定決

/択選の目項

作操の面画目項



12 基本ルール

落ちてくるカプセルとウイルスを含め、
縦か横の1列を4つ以上同じ色にすると、
ウイルスが消えます。

基本ルールは各ゲームモード共通です。
カプセルとウイルスの色をそろえてウイ
ルスを消していきます。ビンの中にいる
ウイルスをすべて消すとゲームクリアで
す。

カプセルがビンの上
で詰まるとゲームオ
バーです

縦にそろえて消す場合

横にそろえて消す場合

※エンドレスのみ、ゲームオーバーまで
ウイルスを消して遊びます。

。
ー
ま

ーバーオムーゲ

たかし消のスルイウ



ていつに薬効特

。）51→（すまし揮発
を果効な々様でとこるす置配。すま
し現出が」薬効特「とるなにンタ満
、え増がジーゲとるす過経が間時イ

レプ。すまれさ
示表が）31→（
ジーゲ薬効特に
面画ムーゲとる
す定設に」NO「

を」薬効特「



13 画面の見かた

以下は「おためし ギャクテン!特効薬
（Dr.MARIO）」の画面です。

※「ウイルス最多駆除数」と「ウイルス駆
除数」は、エンドレスでのみ表示され
ます。

。すで数除駆スルイウの
ジーテスるいてしイレプ在現

数除
駆スルイウ

。すで数除駆高最スルイウの
で内ジーテスるいてしイレプ

数除駆多
最スルイウ

ルベレドーピス

。す
で間時過経のらか始開ムーゲEMIT

。すでアコスの
ジーテスるいてしイレプ在現EROCS

。すで録記高最の
で内ジーテスるいてしイレプEROCS IH

ルベレスルイウ

間時とアコス

面画のIGIUL.rD/OIRAM.rD



ルセプカの中作操

ルセプカの次

ルベレムーゲ

ルベレスルイウ

間時とアコス

面画の滅撲菌細

示表置位下落

）21→（ジーゲ薬効特

ルセプカの次

数スルイウのり残

面画ーュニメズーポ

。すまきで
りたえ終、りた
しおなりやらか
初最をジーテス



14 テクニック

カプセルやウイルスを2列、3列、4列…
…と連続で消します。

「連続消し」や「同時消し」で、一度にた
くさんのウイルスを消すことができます。
対戦では一度に2列以上消すと、相手にハ
ーフカプセルを落とすことができます。
※「Dr.LUIGI」では、相手が配置しづらい

色のカプセルを落とすことができます。

カプセルやウイルスを一度に2列以上消し
ます。

また、特効薬を「ON」にしている場合、
ウイルスやカプセルを消した分だけ、通常
より早く特効薬ゲージが増えます。

連続消し（れんさ）

時消し同

クッ
ニクテのIGIUL.rD/OIRAM.rD



ウイルスやカプセルを
した後、残ったカプセ
をスライドして配置で
ます。また、タッチし
つかんだカプセルを勢
よくスライドさせると、
すでに配置してあるウイルスやカプセル
をすり抜けて、空いているスペースにカ
プセルを置くことができます。

い
て
き
ル
消

クッニクテの滅撲菌細



15 特効薬の種類

ゲージが満タンになると、ゲージ上部に
表示されている特効薬が、カプセルの代
わりに出現します。

【使いかた】
該当する色のウイルスかカプセルと一緒
に消す。

【使いかた】
該当する色のウイルスかカプセルと一緒
に消す。

プセルを消す特効薬

イルスを消す特効薬ウ

カ

。すまし消をスルイウ黄のてべす
】Yルーエキスルイウ【

。すまし消をスルイウ青のてべす
】Bルーエキスルイウ【

。すまし消をスルイウ赤のてべす
】Rルーエキスルイウ【

。すまし消をルセプカのてべす
】Zルーエキルセプカ【

。すまし消をルセプカ黄のてべす
】Yルーエキルセプカ【

。すまし消をルセプカ青のてべす
】Bルーエキルセプカ【

。すまし消をルセプカ赤のてべす
】Rルーエキルセプカ【



【使いかた】
消したい列に配置する。

【使いかた】
消したい範囲に配置する。

列ごと消す特効薬

特定の範囲を消す特効薬

。すまし
消をスルイウやルセプカるあに内囲範

】ーワパツハクバ【

。すまし消をスルイ
ウやルセプカるあに列一横縦の薬効特

】ンードコヨテタ【

。すまし消をスル
イウやルセプカるあに列一横の薬効特

】ンードコヨ【

。すまし消をスル
イウやルセプカるあに列一縦の薬効特

】ンードテタ【



【使いかた】
発動する前は「!」として表示され、条件
を満たすといずれかが、相手フィールド
で自動的に発動する。

対戦専用の特効薬

。すまりなに
速高がルセプカるくてっ降、間時定一

】ーカッラヨハ【

 。すまりなに止禁
転回がルセプカるくてっ降、間時定一

】デンセワマ【

。すま
りなに対反が作操右左の、間時定一

】サッベコベア【



16 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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