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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。

 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。

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

の



●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。
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2 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。



3 インターネットでできること

●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

インターネットに関するご注意

※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。

※Miiverseを利用するには、あらかじめ
Miiverseの初期設定を行う必要がありま
す。

このソフトでは、インターネットに接続し
て、以下のことがお楽しみいただけます。

※世界中のプレイヤーに自分のプロフィー
ルが公開される可能性があります。

・インターネット対戦（→15）
・フレンドとのショートメッセージのやり

とり（→15）
・リプレイの投稿や観戦(→16）
・写真やMiiファイターの投稿（→16）
・Miiverseの使用（→22）
・追加コンテンツの購入（→23）

。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



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。



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。

●他のユーザーとのインターネット通信
他のプレイヤーと対戦したり、フレンド
とのショートメッセージのやり取りを制
限できます。また、写真やリプレイ、
Miiファイターのデータなどを送受信し
たりすることを制限できます。

●他のユーザーとのすれちがい通信
すれちがい通信を使い「すれちがい大乱
闘」で遊ぶ機能を制限できます。

●Miiverseの使用
「投稿のみ制限する」で写真やテキスト
の投稿を制限でき、「投稿・閲覧を制限
する」で写真やテキストの投稿・閲覧を
制限できます。

●ニンテンドーeショップ等での商品やサ
ービスの購入
追加でファイターなどを購入することを
制限できます。



5 どんなゲーム？

強力なスマッシュ攻撃を
てて、ステージの外へふ
とばしましょう

攻撃を当てて、相手の蓄
ダメージを増やします。
積ダメージが多いほど、
くにふっとばせます

マリオやリンク、カービィといったさま
ざまなキャラクターたちが、ゲームのワ
クをこえて大乱闘！相手を攻撃してふっ
とばし、ステージから落っことそう。
通信を使えば、近くの友達や世界中のプ
レイヤーと対戦することもできます。

すばとっふを手相

るえ与をジーメダ .1

。
遠
蓄
積

るて当を撃攻ュシッマス .2

。
っ
当



ステージの外にふっとば
れても、空中ジャンプや
殺ワザでステージに戻る
とができれば、続けて戦
ます。

る戻にジーテス

え
こ
必
さ



6 はじめかた

プレイするモー
や項目を選び
す

はじめて遊ぶときは、いつの間に通信
（→24）の設定を行います。

ーュニメプット

。
ま
ド

。）71→（す
まい行を闘乱大で
ータクラャキたえ
たき、い戦と敵で
ドルーィフな大広

ュシッ
マスドルーィフ

。）61、51
→（すまきでりた
し戦観を合試りたし
戦対、てっ使を信
通トッネータンイ

トッネータンイ

。）41→（すまし戦
対、び選をジーテ
スやータクラャキ

闘乱大



。すまきで
りたしりとりやをラ
ャキズイマタスカで
間のとU iiW、りた
っ使てしとーラー
ロトンコを体本ズー
リシSD3ードンテ
ンニ、とるす続接に
』U iiW rof ズーザ

ラブュシッマス闘
乱大『トフソU iiW

U iiW

。）91→（
すまべ遊で」闘
乱大いがちれす「

いがちれす

。す
まきでがとこうら
もを）どなツーパ
ズイマタスカやア
ュギィフ（びうほご
、とるす成達を件条

の定特に中イレプ

ータッゲアリク

。）81
→（すまきでも

とこる見をイレプ
リたし存保、りた
っ行をズイマタス
カのータクラャキ
。すまべ遊で場技
競るえ行がどな手
み組、やドーモル
プンシくいでん進
てっ戦とルバイラ

びそあなんろい



※ 一部の操作は、タッチペンでも行えま
す。

ボタンで操作します。

。す
まきで作操みのでLL SD3ードンテ
ンニweN／SD3ードンテンニweN

、は）クッィテスC(／／

作操のでSD3ードンテンニweN

。すまきで
がとこる見を書明
説子電のこ、とる
すチッタをンコイ
ア書明説の面画下

書明説

）32→（。すまきで入購
をツンテンコ加追、とす押をかる
すチッタを」く行にプッョシ「で面
画せらしお。すまきで認確を容内の
せらしお、とす押をかるすチッタ
を」プッョシ＆せらしお「の面画下

ていつに」プッョシ＆せらしお「

法方作操のーュニメ

ルセンャキ

定決

／択選



7 データのセーブ（保存）と消去

※ 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。

※ 更新データをダウンロードした本体で
プレイしたデータは、更新データを受
信していない本体では消去することが
できません。データを消去する場合
は、最新の更新データをダウンロード
してから消去してください。

ソフトを起動してニンテンドー3DSのロ
ゴが消えたあと、タイトルが表示される
までの間に＋＋＋を押し続ける
と、すべてのデータを消去できます。

ゲームの進行状況や設定は、対戦を終了
してメニューに戻るときや、設定を変更
したときなどに自動的に保存されます。

ブーセのターデ

去消のターデ



。いさだく意注ご、で
のんせまきで用使はてしと途用プ
ッアクッバのターデブーセ。んせま
きでがとこむ込み読はターデブーセ
のそ、もてしき書上をトフソたいお
てし存保にどなンコソパ前以、にド
ーカDSたしブーセてめ進をムーゲ

意注ごので版ドーロンウダ

。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●



8 移動

相手の上でを上にはじくか、／を
押すと、相手を踏み台にしてジャンプし
ます。

を上にはじくか、／でジャンプし
ます。空中で再度入力すると、もう一度
ジャンプできます。

※ すりぬけができる床でのみ、下りるこ
とができます。

を下にはじくと、足場から下ります。

（下）でしゃがみ、相手の攻撃でふっ
とばされないようにふんばります。

を左右にはじくとダッシュし、入力し
ている間はダッシュし続けます。

（左右）で歩きます。スライドする量
によってスピードが変わります。

く歩

ュシッダ

むがゃし

るり下らか場足

プンャジ中空／プンャジ

プンャジ台み踏



※ 一部のキャラクターは、ワイヤーを伸
ばしてガケにつかまることができま
す。

空中でガケに近づくと、
かまります。ジャンプや

（左右）などではい上が
と、ステージに戻れます

りまかつケガ

。
る

つ

。すまき
でがルーピアなまざ
まさ、てっよに向方
たし押、とす押を

。すで要必が意注でのる
なくなれ取がき動身は中ルーピア ※

ルーピア



9 攻撃

ジャンプ中にを押します。を入力し
ながら で、入力した方向に攻撃で
きます。

ダッシュ中にを押します。

をはじきながらを押し続けるか
を押し続けると、パワーをためます。パ
ワーをためてまた を離すと、強力
なスマッシュ攻撃ができます。

をはじきながらか で相手をふっ
とばすスマッシュ攻撃ができます。か

を入力した方向に応じて、攻撃が変化
します。

を入力しながらで、入力した方向に
応じた強攻撃ができます。

を押すと弱攻撃ができ、を連打する
と連続攻撃ができます。を押し続ける
と弱攻撃を連発し、相手に当たると自動
的に連続攻撃が発動します。

撃攻弱

撃攻強

撃攻ュシッマス

、

ドルーホュシッマス

は

、

撃攻ュシッダ

撃攻中空

か



を押します。を入力
ながらで、入力した方
に応じた必殺ワザを出し
す

ザワ殺必

。
ま
向
し

。すまし動発が
だふり切の有特ータ
クラャキ、とす押を
てし壊を）31→（

ルーボュシッマス

だふり切の後最



10 シールド

またはシールド中
で、相手をつかみま
つかんだあとはを入力
て投げたり、でつかみ
撃をしたりできます。

※ 空中で緊急回避をするときは、
を押します。

シールド中にをはじ
と、入力した方向に緊急
避します。攻撃をよけ
り、後ろに回り込んで反
するときに有効です。

を押している間、
ールドを張って相手の攻
を防御できます

※ シールドは張り続けたり攻撃を受けた
りすると小さくなります。なくなると
ふらふらになり、一定時間身動きが取
れなくなります。

。
撃
シ／

避回急緊

撃
た
回
く

／

みかつ

攻
し
。す

に／



11 キャラクターとステージを選ぶ

※ を押し続け のゲージがいっぱ
いになると、前の画面に戻ります。

をタッチし続けて戻ることもでき
ます。

※ 表示される項目は、モードによって異
なります。

モードを選ぶと表示されます。チップ
）を置いてキャラクターを選んだり、

の項目を選択して設定を行いま
す。準備ができた を押して次
の画面へ進みます。

全員が対戦相手になる「大乱闘」と、最
大3つのチームに分かれる「チーム戦」
のどちらかを選べます。

式形戦対1

面画トクレセータクラャキ

ら
～

（

て

5

4

3

2

1



※ ステージセレクト画面が表示されない
モードもあります。

ステージを選
と、対戦がはじ
ります

※ ／、／でも色を変更できま
す。

タッチして、キャラクターの色を変更で
きます。

を選ぶと、タイム制のときは制
限時間を、ストック制のときはストッ
ク数（キャラクターの残り数）を変更
できます。

対戦のルールや制限時間、アイテムの出
現設定などを変更できます。

ONにすると、「キャラ作り」（→18）
でカスタマイズしたキャラクターを選べ
るようになります。

コンピュータープレイヤーの参加／不参
加、強さを変更できます。

ーヤイレプーターュピンコ5

ズイマタスカ4

更変ルール3

／ ※

ータクラャキ2

面画トクレセジーテス

。
ま
ぶ



。すまえ戦で態状たれわ払
り取がけ掛仕のてべす、りなにら平
が形地。すまれさ化点終がジーテス
、とぶ選をジーテスらかてし押を

ていつに化点終



12 基本のルール

下画面のキャラクターをタッチすると表
示され、タッチしたキャラクターの位置
を確認しやすくなります。
※ 「大乱闘」と「フィールドスマッシュ」

の最終戦で使用できます。

相手をふっとばし、ステージから落っこ
とすのが目的です。攻撃を当てて蓄積ダ
メージを増やし、スマッシュ攻撃でふっ
とばしましょう。

たか見の面画戦対

3

2

1

間時り残1

ルソーカンオクッロ2

ジーメダ積蓄3



対戦が終わるとリザルト（結果）が表示
されます。モードによっては、ゴールド
が手に入ることもあります。

※ 撮影した写真は、SDカードに保存さ
れます。

を押すと、
ームを一時中断しま
写真を撮影したり、
戦を終了したりでき
す。

※ たとえば、数値が「147200」だった
場合、147199人より自分が上位であ
ることを表します。

※ インターネット通信を行って、世界ラ
ンキングの情報を取得すると表示され
るようになります。購入してから一度
も世界ランキングの情報を取得してい
ない場合は表示されないので、ご注意
ください。

「シンプル」や「競
場」で表示される
値です。世界中の
レイヤーと比べた
き、どれだけの人
を上回っているかを表します。

ていつに力闘戦界世

数
と
プ
数
技

ESUAP

ま
対
。す

ゲ

表発果結



。すまりあが法方用使なまざ
まさもにかほ。すまきでがとこう買
をアュギィフ、とるめ集をドルーゴ

ていつにドルーゴ



13 アイテム

攻撃したり投げたりして壊
と、中からアイテムが出て
ます

投げると伝説のポケモン
ど、めずらしいポケモンが
れて援護［えんご］してく
ます

触れたり拾ったりするだけで効果が現れ
るもののほかにも、時間の経過や攻撃を
当てたりすることで効果が現れるものな
ど、アイテムによって使いかたはさまざ
まです。

近くでを押すと拾います。使うときは
さらにを、捨てるときは を押し
ます。＋／ で投げることもで
きます。

＋
／

介紹ムテイア

】ーパルヘ【ルーボータスマ

。
れ
現
な

】のもれい【ーアリャキ

。
き
す

。すまきで手入
をムテイア、でとこく抜
こっ引はーアリャキの草



小さな魚雷弾を発射します

爆発すると、地形を貫通す
長い十字の爆炎を放ちます

攻撃した相手を燃やして、
メージを与えます。攻撃を
てると、少しずつ短くなっ
いきます

触れると、キャラクターが
きくなってパワーアップし
す

※ 蓄積ダメージが100以上の相手に当て
ると、相手を回復させます。

蓄積ダメージが100以上の
きに持つと、蓄積ダメージ
100回復してくれます。蓄
ダメージが100未満のと
は、相手に投げつけることができます。

】くふいか【ンビの精妖

き
積
を
と

】かんへ【コノキーパース

。
ま
大

】きげだ【ーバアイァフ

。
て
当
ダ

】きてうと【弾爆字文十

。
る

】きげゃし【ーバイダルーィテス

。



※ このほかにも、たくさんのアイテムが
登場します。

攻撃して壊すと、で「最
の切りふだ」が使えます

火をつけたり、強い攻撃を
てたりすると、大爆発を起
します

3つ集めると、伝説のドラ
ーンが完成してなにかが起
ります

空中で（上）／／を
し続けると、一定時間ジェ
ト噴射［ふんしゃ］で上昇
きるようになります

攻撃すると、さまざまなア
テムを出してくれます

】れらぐな【んくグッバドンサ

。
イ

】びうそ【トルベトッケロ

。
で
ッ
押

】いたっが【ツーパンーグラド

。
こ
グ

】つはくば【箱薬爆

。
こ
当

】だふりき【ルーボュシッマス

。
後



14 大乱闘

※ 対戦のルールは、参加者を募集するプ
レイヤーが設定できます。

プレイヤーの1人が参加者を募集します。
ほかのプレイヤーが参加すると、対戦を
行えます。

本ソフト：最大4本
本体：最大4台

※ ローカルプレイでの対戦中は、スリー
プモードになりません。

プレイする人数分の本ソフトと本体があ
れば、最大4人まで対戦できます。

1人でコンピュータープレイヤーと対戦し
ます。

好きなステージやルールを選び、コンピ
ュータープレイヤーや友だちと対戦しま
す。

闘乱大でりとひ

）イレプルカーロ（
闘乱大でなんみ

のもるす意用

順手作操



「ルール」を選ぶと、対戦のルールや制限
時間／ストック数、アイテムの出現設定
などを変更できます。

4.対戦がはじまるまでトレーニングをし
て待ちます。

2.使用するキャラクターを選んで、
を押します。

1.参加者を募集しているプレイヤーを選
びます。

4.参加者がそろうまで、トレーニングを
して待ちます。全員の準備ができたら、
＋を押して、対戦をはじめます。
プレイヤーが4人の場合は、自動的に
対戦がはじまります。

3.ステージを選びます。

2.ルールを設定し、使用するキャラクタ
ーを選んで を押します。

1.「あたらしく
ームをはじ
る」を選び
す

3.ステージを選びます。

ーヤイレプるす集募を者加参

。
ま
め
ゲ

らか

ーヤイレプるす加参

ルール



15 インターネット（対戦）

4.参加者がそろうまで、トレーニングを
して待ちます。全員の準備ができたら、
＋を押して、対戦をはじめます。
プレイヤーが4人の場合は、自動的に

3.ステージを選びます。

2.ルールを設定し、使用するキャラクタ
ーを選んで を押します。

1.「あたらしくゲームをはじめる」を選び
ます。

フレンドと対戦します。プレイヤーの1
人が参加者を募集します。ほかのプレイ
ヤーが参加すると、対戦を行えます。

※ インターネットでの対戦中に本体を閉
じると、通信を切断したと判定され、
ペナルティの対象になりますのでご注
意ください。

※ 「フレンドと」で遊ぶには、お互いに
フレンド登録をしている必要がありま
す。フレンド登録は、HOMEメニュー
の『フレンドリスト』で行えます。

インターネットに接続して、遠く離れた
プレイヤーと対戦できます。メニュー画
面で、対戦する相手を「フレンドと」か

「だれかと」から選びます。

）信通トッネータンイ（
るす戦対

とドンレフ

ーヤイレプるす集募を者加参

らか



世界中のプレイヤーと対戦します。本気
で対戦する「ガチ部屋」と、気軽に遊べ
る「エンジョイ部屋」があります。

4.対戦がはじまるまでトレーニングをし
て待ちます。

2.使用するキャラクターを選んで、
を押します。

1.参加者を募集しているプレイヤーを選
びます。

対戦がはじまります。

3.ステージを選びます。

※ 初回は参加者を募集するプレイヤーが
ルールを設定します。2回目以降は1
つ前の大乱闘で最下位になった人がル
ールを設定できます。

ーヤイレプるす加参

。すまれ送をジーセッメトーョシてし
をルーピア、は中戦対のとドンレフ

。いさだくでいなしはたかい使な
うよるなにち持気な快不が人、は
きとう使をジーセッメトーョシ ※

ジーセッメトーョシ

とかれだ



※ むやみに通報を行うとインターネット
対戦を制限される場合がありますので
ご注意ください。

※ ブロックしたプレイヤーの情報を削除
したい場合は、インターネットメニュ
ー画 を3秒以上押し続け
てください。

プロフィールでは、今後出会いたくない
プレイヤーをブロックしたり、悪質なプ
レイヤーを通報することもできます。

※ 自分のプロフィールはインターネット
オプションで設定できます。

対戦後のリザルトでキャラクターをタッ
チすると、対戦したプレイヤーのプロフ
ィールを見ることができます。

。すまれ
さ録記みの数回た
っ勝は績戦。すまい
戦でジーテスたれ
ば選にムダンラら
か中の外以」点終「

屋部イョジンエ

。すまれさ録記てべ
すてめ含も数回た
け負、は績戦。す
まい戦でジーテス
たれば選にムダン
ラ、らか中のジー
テスたれさ化点終

屋部チガ

ルーィフロプ

ていつに報通やクッロブ

で面



。すまり
なくなきで戦対でトッネータンイく
らばしてしとィテルナペ、とう行を
為行のどな」るす撃攻を人1に端極「
」るす置放にずせ作操「」す返り

繰を滅自「」るめやで中途を戦対「

ていつにィテルナペ



16 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ（観戦/共有/ｺﾝｸｴｽﾄ）

メニュー画面で「大観戦」を選ぶと、ほ
かのプレイヤーが投稿したリプレイなど
を見ることができます。

メニュー画面で「共有」を選ぶと、保存
した写真やリプレイ、Miiファイターなど
を世界中のプレイヤーと共有したり、フ
レンドに送信したりできます。

るす有共

）信通トッネータンイ（
るす戦観

。すまし
示表をかのるいい
らくれどがーヤイ
レプるいてし戦対
でトッネータンイ

況状の界世

。すまきで
生再をイレプリに
とごータクラャキ

ルネ
ンャチイレプリ

。すまきで
りたけ賭をドルー
ゴてし想予を敗勝
、りた見をイレプリ

戦観大



※ コンクエストはイベント開催期間中の
み遊べます。

最大3つに分かれた勢力に加勢して、ポ
イントを競うイベントです。メニュー画
面で「コンクエスト」を選ぶと、勢力の
状況などを見ることができます。

※ ダウンロードしたデータは、SDカー
ドに保存されます。

ほかのプレイヤーが投稿した写真やリプ
レイ、Miiファイターをダウンロードしま
す。ダウンロードした写真やMiiファイタ
ーなどは、コレクションで鑑賞したり対
戦で使用したりできます。

※ フレンドに送る場合は、受信側が「い
ろんなあそび」→「オプション」→

「インターネットオプション」で「フ
レンドのデータ」の設定を「受けと
る」にしておく必要があります。

※ 投稿したデータは30日後にデータサ
ーバーから削除されます。

※ 不適切なデータと判断された場合は、
30日を待たずにデータサーバーから
削除されます。

写真やリプレイ、Miiファイターをデータ
サーバーに投稿できます。

る送

る観

トスエクンコ



※ ポイント対象となる対戦は一度発生す
ると、一定時間が経過するまで発生し
ません。

「だれかと」でコンクエスト対象のキャラ
クターを操作すると、キャラクターの所
属勢力にポイントが加算されます。イベ
ント期間内に一番多くポイントを手に入
れた勢力が勝利です。勝利した勢力に、
より多く加勢していると賞品がもらえま
す。

たかび遊のトスエクンコ



17 フィールドスマッシュ

敵を倒しながらフィールドを冒険します。
制限時間がなくなると、最終戦（特殊ル
ールの大乱闘など）がはじまります。

※ アイテムには重さがあり、重さの合計
が一定以上になると、持てなくなりま
す。

※ 持てるアイテムの重さは、キャラクタ
ーの速さによって異なります。

キャラクターの性
を変えたり、フィ
ルド画面に持ち込
アイテムを選べます

広大なフィール
で敵と戦い、キ
ラクターをきた
て最終戦にのぞ
ます。

み
え
ャ
ド

びんゅじ

。
む
ー
能

面画ドルーィフ



タッチするとマップ画面に切り替わりま
す。

タッチすると効果が現れます。

4

3

2

1

間時限制1

ムテイアみ込ち持2

力能たしプッアーワパ3

プッマ4



18 いろんなあそび

マップを進み、待ち受けるコンピュータ
ープレイヤーと戦います。道が分かれて
いるときは、で進む方向を選べます。

1人で「シンプル」や「競技場」を遊びま
す。

ミニゲームで遊
だり、ゲーム
設定を変更した
できます

次々と現れるコンピュータープレイヤー
と戦います。プレイヤーのダメージは対
戦が終わっても蓄積されていきます。休
憩所に用意されている回復アイテムをう
まく使って勝ち抜きましょう。

ータスルーオ

。
り
の
ん

でりとひ

ルプンシ

。すまりなく強もルバイラ、がす
まりなにのもいよがびうほご、どほ

い高が度キンホ
。すまきで更変を
）度易難（度キン

ホ、てけ賭をド
ルーゴにめじは

］んびんて［秤天の士戦

場技競



Miiファイターを作ったり、キャラクター
を自分好みにカスタマイズできます。

ローカルプレイで、2人でいっしょに
「オールスター」や「組み手」を遊べま
す。

アクションの練習ができます。

「組み手」「スマッシュボンバー」「ホー
ムランコンテスト」で遊びます。

amiiboを読み込んで、FPファイターとし
て育てることができます。（→P20、
21）

obiima

グンニーレト

でなんみ

り作ラャキ

。すまれ作をータイァ
フiiMのルナジリオ、でとこるけつを
ツーパズイマタスカ、りだん選をプ
イタ。すまきで録登てしとータイァ
フiiM、をiiMるいに』オジタスiiM『

。んせまれさ除削はータイァフiiM
、もてし除削をiiMたっなに元の

ータイァフiiMで』オジタスiiM『 ※

る作をータイァフiiM



操作方法やサウンドの設定を変更したり、
キャラクターのふちどりの太さを変えた
りできます。「インターネットオプショ
ン」でショートメッセージやプロフィー
ルを編集することもできます。

※ ゴールドやゲームコインを使って、フ
ィギュアを買うこともできます。

※ ゲームコインについては、本体の取扱
説明書をご覧ください。

集めたフィギュアや保存した写真を見た
り、音楽を聴いたりできます。

ンョシクレコ

。すま
し生再を曲の次で、を曲の前で
。すまきでがとこく聴を楽音もで態

状のプーリス、とるすに効有をンョ
シプオういと」)(生再もでプ
ーリス「、し続接をンホヤイに体本

とこるきででトステドンウサ

ンョシプオ



19 すれちがい大乱闘

「すれちがい大乱闘」で対戦したり、設定
を変更したりできます。

※ やめるときは、HOMEメニューの「本
体設定」→「データ管理」→「すれち
がい通信管理」の順に選びます。

トップメニュー画面で「すれちがい」→
「はい」の順に選びます。

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、自動的にコマを送受
信し、「すれちがい大乱闘」で戦えるよ
うになります。

すれちがい通
で集めたコマと
えます。

戦
信

）信通いがちれす（
るめ集をマコ

るす録登を」信通いがちれす「

ーュニメいがちれす



でコマを好きな方向に動かします。

自分のコマを相
のコマにぶつけ
す。相手のコマ
フィールドから
とすと、ゴール
がもらえます。

。すまきでが
とこる見をたかびそあたかびそあ

。すまきで認確を績戦の
で」闘乱大いがちれす「録記

。すまきでりた
し定設をータクラャキ
るす用使、りたし集編
をジーセッメるれさ示
表にきとたっがちれす

定設

。すましを習練
の」闘乱大いがちれす「習練

。すまい戦でム
ーゲうあけつぶをマコ

闘乱大
いがちれす

たかび
遊の」闘乱大いがちれす「

ド
落
を
ま
手

法方作操

動移



回避を使って相手の攻撃をギリギリでよ
けたときにを押すと、反撃できます。

シールド中にをはじくと、入力した方
向に回避できます。

でシールドを張って防御できます。

を押すと攻撃します。を押し続けて
パワーをためたあと、を離すと強力な
攻撃ができます。
※ 相手のコマの後ろ側を攻撃すると、大

きくふっとばせます。

撃攻

ドルーシ

避回

撃攻ータンウカ



20 amiiboとは

※ 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

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。

このソフ 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。

はト

の



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。

ない場合は、HOMEメニュー の
「amiibo設定」で初期化してください。

。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

の

意注ごるす関にobiima



21 amiiboで遊ぶ

amiiboは戦うことでレベルが上がり、少
しずつ強くなっていきます。相手との戦
いの中で戦法を覚えたり、装備アイテム
をたべさせて能力を伸ばすことで、自分
だけのamiiboを育てることができます。

amiiboを使うと、amiiboに書き込まれた
データをFP（フィギュアプレイヤー）と
して大乱闘に登場させることができます。
FPは、ライバルとして対戦相手にした
り、パートナーとしていっしょに戦うこ
とができます。
※ FPを操作することはできません。

。すま
きでりたし用使で版U iiWをobiima
たて育で版SD3、りたし用使で版
SD3ままのそをobiimaるいてて育
で版U iiW。すまきで有共と』U iiW
rof ズーザラブュシッマス闘乱大『

トフソU iiW、はターデのobiima

ていつに動連のと』U iiW rof
ズーザラブュシッマス闘乱大『

ていつにobiima



※ Wii Uソフト『大乱闘スマッシュブラ
ザーズ for Wii U』で設定している
amiiboは、そのままの設定で使用でき
ます。

「いろんなあそび」の「amiibo」で
amiiboをタッチして、オーナーのMiiや
amiiboのニックネーム、キャラクターの
カラーを設定します。

「大乱闘」のキャラクターセレクト画面で
もしく で「amiibo読み込みモー

ド」にした状態でamiiboをタッチすると、
対戦相手やパートナーとして登場させる
ことができます。
※ 複数のamiiboをタッチすると、

amiibo同士を戦わせることもできま
す。

「いろんなあそび」の「amiibo」で
amiiboをタッチすると、カスタマイズを
行えます。装備アイテムをたべさせて攻
撃／防御／速度の強さの方向性を変えた
り、必殺ワザを付け替えたりできます。
※ 装備アイテムをたべさせたときの能力

のアップダウンの値は、装備アイテム
の値をもとに計算されます。

るすズイマタスカをobiima

るせさ加参に闘乱大てしとPF

は

とこるきでてっ使をobiima

とこくおてっやにめじは



amiiboを育てる前の状態に戻します。
「いろんなあそび」の「amiibo」で+
+を押すと、amiiboのレベルと記憶を
リセットする画面が表示されます。レベ
ルと記憶をリセットするamiiboをタッチ
すると、リセットできます。
※ amiiboのニックネームや、オーナーの

Mii、キャラクターの色などはリセッ
トされません。

※ リセットするときは、内容を十分にご
確認ください。リセットした内容は元

キャラクターセレクト画面や「amiibo」
のメニューから戻るときに、amiiboにデ
ータを書き込む画面が表示されます。
amiiboをタッチすると、以下のデータを
書き込めます。

・変化させた能力
・付け替えた必殺ワザ

amiibo」のメニューから

・レベルアップで強くなった能力
・覚えた戦法
・獲得したおみやげ

キャラクターセレクト画面
きとる戻ら

か

きとる
戻「

む込き書をターデ

しおなて育のobiima／
む込き書をターデにobiima

しおなて育



に戻せません。



22 Miiverseに投稿する

Miiverseに、プレイ中に感じた気持ちや
写真を投稿して世界中のプレイヤーと共
有することができます。

「インターネット」の「共有」、「コレク
ション」の「アルバム」からコメントを
つけて投稿できます。

稿投を真写

法方稿投



23 追加コンテンツを購入する

インターネットに接続し、新しいファイ
ターなどを有料で購入できます。

。すまりあが」用U iiW
& SD3「たっなにトッセが号

番ドーロンウダるえ使もで』U iiW
rof ズーザラブュシッマス闘乱大『

トフソU iiW、と」用SD3「るえ
使でみのSD3、はにツンテンコ加追

。いさだくてっ行を換引に
内限期効有。すで日09らか入購
は限期効有の号番ドーロンウダ ※

。いさだくてっ行を
換引のツンテンコ加追、し力入を
号番ドーロンウダで」力入の号番
ドーロンウダ「の面画ーュニメプ
ッョシのトフソ本、は合場たれ
さ入購を」用U iiW & SD3「で
プッョシeードンテンニのU iiW ※

。すまきで認確らか」録
記用利ご「のプッョシeードン
テンニのSD3、は号番ドーロン
ウダ。いさだくてっ行を換引のツ
ンテンコ加追、し力入を号番ドー
ロンウダでプッョシeードンテン
ニのU iiW、は合場たれさ入購を
」用U iiW & SD3「でトフソ本 ※

ていつに
」用U iiW & SD3「と」用SD3「

るす入購をツンテンコ加追



❺ 購入した追加コンテンツを受け取り、
ショップメニュー画面に戻ります。

❷ 「ショップに行く」を選びます。

❶ トップメニューで「おしらせ＆ショッ
プ」を選びます。

● 購入した追加コンテンツはSDカード
に保存されます。

● 追加コンテンツは、ダウンロード時に
使用していた本体でのみ使用できま

※ ｢ご利用記録の削除」またはニンテン
ドーネットワークIDの消去を行うと、
再ダウンロードできません。

※ 配信を中止または終了された追加コン
テンツは再ダウンロードできなくなる
ことがあります。あらかじめご了承く
ださい。

● 追加コンテンツの購入履歴はニンテン
ドーeショップの「ご利用記録」から
見ることができます。

● 購入した追加コンテンツの返品・返金
・交換はできません。

● 一度購入した追加コンテンツは、消去
しても無料で再ダウンロードできま
す。

※ 購入前の注意を確認して｢つぎへ｣を選
んでください。

❸ 購入したい追加コンテンツ→「購入す
る」の順に選びます。

※ 事前に｢法令に基づく表示｣を確認して
ください。

❹ 再度｢購入する｣を選びます。

意注
ごるす関に入購ツンテンコ加追

順手の入購



す。ほかの本体にSDカードを差し込
んでも使用できません。



24 おしらせを受け取る

※ やめるときは「うけない」に変更しま
す。

トップメニューで、「いろんなあそび」
→「オプション」→「インターネットオ
プション」の順に選び、「いつの間に通
信」の項目を「うける」に変更します。

※ いつの間に通信で受け取ったデータ
は、SDカードに保存されます。SDカ
ードはいつも本体に差し込んでおくこ
とをおすすめします。

ゲームを遊んでいないときでも、スリー
プモードにしておくことでインターネッ
トに接続できる無線LANアクセスポイン
トを自動的に探して通信し、おしらせを
受け取ることができます。

）信通に間のつい（
る取け受をせらしお

るす用使を」信通に間のつい「



25 ﾏﾘｵ/ﾄﾞﾝｷｰｺﾝｸﾞ/ﾘﾝｸ

オリマ

。るきで
射噴を水くよい勢どほるめた。す
出し押を手相てし水放らかプンポ

プンポ

。トッヒ続連に
手相たれ触は拳たし出き突。プン
ャジくやばすてっきみ踏くよい勢

チンパプンャジーパース

。るれらえ変をき向
とりるくとるて当に手相。射反を
具道び飛てっ振とりらひをトンマ

トンマーパース

。ぶ飛らがなみずはを面地は玉
の火。つ放を玉の火らからひの手

ルーボアイァフ



グンコーキンド

。いならた当はに
手相の中空がい広は囲範。るげ上
ち打を手相の上地てしらゆを面地

プッラスドンハ

。るけ動に向方横もで中空もで上地
。るす撃攻続連てし回り振を腕両

グンコグンニピス

。る
め埋に面地を手相とるて当で上地
。るす撃攻でき突頭に方前の分自

トッバドッヘーキンド

。るて保
もてし断中でどなドルーシはめた
。つ放をチンパな烈強てめたを力

チンパトンアイャジ



クンリ

。発爆で過経間時かるかつぶにか何
てげ投。す出りとを弾爆らか中背

弾爆

。るが上び
飛はで中空。るれらめたはで上地
。る斬き叩てせのに剣をい勢の転回

り斬転回

。るせよき引を
手相で巻竜はに時るども。ンラメ
ーブるれらけ分げ投に向方メナナ

ンラメーブの］うぷっし［風疾

。るなに力強
どほるぼしき引でし押長のンタボ
。く抜射を手相てし出りとを矢弓

弓の者勇



26 ｻﾑｽ/ﾖｯｼｰ/ｶｰﾋﾞｨ

スムサ

。るが
上き浮し少とるた当に風爆が分自
。下投をムボるす発爆で間時定一

ムボ

。ぶとっふへ上
は手相たれまこき巻に転回。プン
ャジらがなし転回てめ丸をダラカ

クッタアーュリクス

。にルイサ
ミーパースるす進直で力入きじは
。つ撃をルイサミるす尾追を手相

ルイサミ

。るて保もてし断中でドルーシはめ
た。射発を弾てめたをーギルネエ

トッョシジーャチ



ーシッヨ

。る出び飛が星
らか面地に時同と地着。撃攻下降
急なとごみのらかり返宙プンャジ

プッロドプッヒ

。化変が方び飛でさ長す押
をンタボと力入向方。るせさ発爆
、けつげ投をごまたてっぶかり振

げ投ごまた

。るきでもプン
ャジりたえ変を向方るがろこ。ク
ッタアグンリーロてっなにごまた

ごまたろごろご

。いくにれわがごまたと
い高がジーメダ積蓄。るすにごま
た、みこみ飲を手相てしばのを舌

み産ごまた



ィビーカ

。いなけ受をジー
メダは中身変。すばとっふを手相
たしぶつし押てし身変にノモい重

ンートス

。つ放を
波撃衝に時同と地着。るけつり斬
とに下に上を手相でき動いやばす

ータッカルナイァフ

。ジーメダも分自、が
るなく強てえ燃とるめた。すばと
っふを手相でーマンハい高が力威

ーマンハ

。るきでも撃攻てし
出き吐。ーピコのザワ殺必ばめこ
み飲。むこいすを手相で口なき大

みこいす



27 ﾌｫｯｸｽ/ﾋﾟｶﾁｭｳ/ﾙｲｰｼﾞ

スクッォフ

。る返ねはてし増を力
威とドーピスは具道び飛。開展を
ータクレフリるす射反を具道び飛

ータクレフリ

。るきでがと
こくいでん飛に向方なき好。るす
撃突てめこをい合気、いとまを炎

スクッォフアイァフ

。るえ加を撃攻つつけ抜りすを手
相。進突速高のどほるえ見が像残

ンョジーュリイスクッォフ

。いならぞ
けのは手相どれけるきで射連速高
。つ撃てい抜くやばすをータスラブ

ータスラブ



ウュチカピ

。るす
撃攻てし電放にりわまとるて当に
分自。すと落をりなみからか上真

りなみか

。るれらえ変を向方動移けだ度
一。るす動移で速高へ向方なき好

かっせうこんで

。るが上が離距飛と力撃攻と
るめた。るす進突てっかむに方前

きつずトッケロ

。くいでん進てっそに形地は
弾。すば飛へ下メナナを弾の気電

きげんで



ジーイル

。るが
上き浮で打連ンタボ、てけ動に横
。むこき巻を手相てしンピス速高

ンロクイサジーイル

。力
強超とるすトッヒンーリクがしだ
出のザワ。プンャジてげ上き突を
拳ためこを力の］んしんこ［身渾

チンパプンャジーパース

。すこ起を発暴にれま。るが上が力
撃攻の進突とるけ続し押をンタボ

トッケロジーイル

。る返ねはとるた当に面地やベカ
。ルーボアイァフぶ飛ぐすっまに横

ルーボアイァフ



28 ｷｬﾌﾟﾃﾝ・ﾌｧﾙｺﾝ/ﾋﾟｰﾁ/ｸｯﾊﾟ

ンコ
ルァフ・ンテプャキ

。つ放
をクッキらがなし下降急はで中空
。む進り蹴くき大てし宿を炎に先足

クッキンコルァフ

。すばとっ
ふで発爆を手相だんかつ。チッャ
キとリシッガを手相てしプンャジ

ブイダンコルァフ

。生発が果効オテメは中空
、げ上ち打はで上地。つ放をーパ

ッアみこりぐもへろことふの手相

ルクッナンコルァフ

。るなと撃一な力
強りよばせ出りくてっ返り振。チ
ンパな快豪つ放てめたを力くき大

チンパンコルァフ



チーピ

。るわ変
が力威てっよに情表は菜野。く抜
こっひをムテイアや菜野らか面地

き抜こっひ菜野

。るきで閉開で力入の
向方下上はルソラパ。下落りくっ
ゆてい開をルソラパに後プンャジ

ルソラパチーピ

。るきでがキスな
き大に時地着とすずは。むこっ突
でクッタアプッヒるれふあトーハ

ーバンボチーピ

。る
す撃反で子胞とるけ受を撃攻、て
げかかにりわが盾を」オピノキ「

ドーガオピノキ



パック

。るげ上ち打を手
相でノツに初最はで上地。プッロ
ドプッヒな烈強す出りくらか体巨

プッロドパック

。め低は
力昇上どれけるが上き浮はで中空
。ンピス速高てっもこじ閉に羅甲

ルェシグンニピス

。るけ動に右左はだい
あるいてっが上び飛。るけつき叩
しプンャジもとろも手相だんかつ

スレプグンビイダ

。るなく弱がい勢んだん
だがるせか動に下上。るけ続き吐
を炎、だいあるいてし押をンタボ

スレブパック



29 ｾﾞﾙﾀﾞ/ｼｰｸ/ﾏﾙｽ

ダルゼ

。るす
化変が法方撃攻で合具めたの力魔
。るせさ撃突てし喚召をムトンァフ

クッタアムトンァフ

。すばとっふを手
相に時るれ現と時るえ消。るすプ
ーワへ向方なき好、みこけとに風

風のルロフ

。す増も力威の発爆
、け続び飛でし押長ンタボ。るせさ

発爆、ち放を玉の火るれ操に下上

炎のンィデ

。すばとっふてい裂り
切を手相はらけかの晶水。射反を
具道び飛にうよの鏡で面表の晶水

愛のルーネ



クーシ

。る蹴度再とす押を
ンタボ、きのび跳で動反。しと落
トカカたせ乗を重体のらかり返宙

］ょぎうょち［魚跳

。るきで動移に向方な
き好。ザワな没鬼出神、るれ現に
置位たれ離し隠を身にもとと発爆

］んしふ［身浮

。むこき巻て
せよき引を手相に前直の発爆。る
げ投り放を弾爆の型小いくにえ見

］んがつれくさ［丸裂炸

。つ放
にまざけ続を針のく多どほるめた
。るけつげ投くやばすを針だん込仕

針込仕



スルマ

。るす撃反
でい払り斬とるけ受を撃攻。ザワ
ータンウカるえまかを剣で場のそ

ータンウカ

。い高がしだ出のザワは力撃
攻。るす昇上らがなげ上り斬を剣

ュシッラスンィフルド

。化変が撃攻の
れぞれそで力入の下上。るなに撃
連4とす押をンタボくよグンミイタ

ンョシーネビンコスラベーマ

。い高が
力能るずけをドルーシ。き突るが
上が力撃攻とるけ続し押をンタボ

ーカイレブドルーシ



30 ﾒﾀﾅｲﾄ/ﾋﾟｯﾄ/ｾﾞﾛｽｰﾂｻﾑｽ

トイナタメ

。つ放を撃斬とるいてし
押をンタボに時現出。トーポレテ
へ向方なき好てし隠を姿でトンマ

トンマンョジンメィデ

。ロコチイは手相の空上で
力しばとっふなき大。撃攻にらさ
てしり返宙、げ上り斬つつし昇上

プールルトャシ

。るれ
らえ変に度角な由自をき向の進突
。くいでんこっ突らがなしみもりき

ュシッラルリド

。プッア数転回で打連ン
タボ、きでが動移右左。むこき巻
を手相、しこ起を巻竜で転回速高

ドイネルトハッマ



トッピ

。力無はに撃攻
のらか下上。射反を具道び飛、ぎ
防を撃攻の手相てし出を盾に後前

ズンアィデーガ星衛

。るけいでん飛
で度角なき好に向方上。るが上び
飛くき大ていめらきが根羽の中背

跡奇の翔飛

。つ放をー
パッアらだんこりぐもにろことふ
。進突にずまるひ、てえまかを器神

ーパッアュシッダ腕豪

。るえ狙
も上真は時るいてっぼしき引を弓
。る射を矢の光るれらえ変を道軌

］うゅきんし［弓神のナテルパ



スムサツースロゼ

。つ放をり蹴な力強とす
押をンタボに中り返宙。るめ埋に
面地を手相たけつみ踏てしり返宙

プンャジプッリフ

。メドトでり蹴し回
らかクッキるすトッヒ続連。ぶ飛
く高てし射噴をトッェジらかツーブ

クッキトスーブ

。るれまかつてし
ばのをチムばれけ向にケガ。く抜
り振てし出をチムたれさ蔵内に銃

プッィウマズラプ

。プッ
アが力威や程射どほるすジーャチ
。つ撃を弾るせさヒマを手相で銃

ーザイララパ



31 ｱｲｸ/ﾘｻﾞｰﾄﾞﾝ/ﾃﾞｨﾃﾞｨｰｺﾝｸﾞ

クイア

。るが上も力威
の撃反どほい強が撃攻の手相。撃
反で剣とるけ受を撃攻に中えまか

ータンウカ

。すばとっふへ上を
手相で撃斬のらがなち落。下落に
線直一でんかつで空上を剣たげ投

空天

。るれ迫で瞬一
もに手相たれ離ばれめた。るけつり
斬を手相てめつをい合間くやばす

り斬い合居

。るかか
が担負にダラカとるめたでま界限
。るせさ出噴を炎てて立き突を剣

火噴



ンドーザリ

。るあが力撃攻もにてぶつ石る散び
飛。撃攻でき突頭な烈強く砕を岩

きだくわい

。るす
トッヒ続連でんこき巻を手相。プ
ンャジに空上てせさ転回をダラカ

ぶとをらそ

。るけ受をジーメダ積蓄
もら自にりわかのそ。むこき巻に
発爆を手相で進突る誇を力な大絶

ブイラドアレフ

。下低がい勢んだんだ、が
るせか動に下上は首。るけ続き吐
を炎、だいあるいてし押をンタボ

ゃしうほんえか



グンコーィディデ

。るえ拾はわか。るせば
ろこを手相たけづん踏、てげ投り
放にろ後とッイポをわかのナナバ

わかのナナバ

。るび
のが離距飛どほるめたく長。りた
当体らがなび飛でトッェジの中背

トッェジルレバ

。るけつり蹴
とす押をンタボに中プンャジ。撃
攻続連みかつを手相てっかかび跳

プッリフーキンモ

。ジーメダにり
わまてし発暴とるぎすめた。射発
をツッナーピす増が力威とるめた

ンガプッポ・ツッナーピ



32 ﾃﾞﾃﾞﾃﾞ/ﾋﾟｸﾐﾝ&ｵﾘﾏｰ/ﾙｶﾘｵ

デデデ

。加増がジーメダ積蓄で力
圧のそとるぎすめた。うる振をー
マンハるれらめたを力のトッェジ

ーマンハトッェジ

。るす断中をスレプとるす力入
に向方上。］つれくさ［裂炸がス
レプィデボたせ乗を重体らか中空

プンャジデデデーパース

。るれさ返ち打で撃攻の
手相がだ力強ばれた当。す出ち打
でーマンハをードルゴのけらだゲト

げ投ードルゴ

。るきでもとこる
す動移ままたれ入に口。す出き吐
てしに弾の型星でんこいすを手相

みこいす



ーマリオ＆ンミクピ

。るきでもとこるえ
変を順び並のンミクピ。すどもび
呼でルスッイホをンミクピたれ離

列整ンミクピ

。いなべ飛く高とい
多がンミクピるいてれつ。う舞を
空いらもてっぱっ引にンミクピ羽

ンミクピ羽

。るす撃攻を手相はンミクピたい
つっく。るげ投をンミクピに面正

げ投ンミクピ

。現出で番順の紫→白→青→黄→赤
。く抜こっひをンミクピらか面地

き抜こっひンミクピ



オリカル

。すばとっふで
撃反のらかてし消瞬一を姿、とる
け受を撃攻にだいあるいてえまか

んしんぶげか

。る
れらえ変を向方行進に中進突。撃
攻てし進突くやばすへ向方なき好

くそんし

。るなに撃攻みかつばせ出て
し着密。つ放を導波に方前の分自

いけっは

。に力強にらさて
っよにめたとりま高の導波。す出
ち撃てしに弾せさ中集を力の導波

んだうどは
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クンリンーゥト

。発爆で過経間時かるかつぶにか何
てげ投。す出りとを弾爆らか中背

ンダクバ

。プッアーワパでと
こるめたを力はで上地、りが上び
飛はで中空。トッヒ続連で転回大

り斬転回

。るすトッヒに
手相もに時るくてっども。ンラメ
ーブるれらけ分げ投に向方メナナ

ンラメーブ

。るま高が力
威や程射どほるぼしき引。る射を
矢い遅のドーピスてべ比にクンリ

弓の者勇



とびらむ

。るきでが採伐の木や
撃攻でノオとつ育が木。るせさ長
成を木、てげあを水、きまをネタ

採伐 / りや水 / え植ネタ

。うましてれわは船風
とるれさ撃攻に手相。るす昇上と
す押をンタボ、び飛てけつを船風

プッリトンールバ

。プッアくき大
が力威とるかっ乗でし押長。射発
に線直一てし出び呼をんくワニハ

トッケロんくワニハ

。るえ使てし出り
とばせ押をンタボ度一うも。うま
しけだつ１を具道び飛やムテイア

す出りと / うまし



ーナーレト tiF iiW

。復回もジーメダ積蓄、り
が上が力しばとっふ。功成吸呼式
腹とす押をンタボに時るな重が円

吸呼式腹

。るべ飛く高と
す回くし激で打連ンタボ。動運る
が上き浮らがなし回をプーフラフ

スンダプーフ焼燃

。るせ出をグン
ィデヘにぐすばせ押をンタボ。グ
ンィデヘで点頂てしストをルーボ

グンィデヘ

。るきで復回をジーメダ積
蓄とつ放でめた大最。果効し出し
押は中めた。つ放を弾てめたを力

拝礼陽太
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コチ＆タッゼロ

。るた当に手相はのもたせよき引
。るせよき引を具道び飛やムテイア

ーャチプャキムテイア

。るれ
らえ変度程るあは向方ぶ飛。るす
り返宙にトンガレエでん飛く高天

プンャジーシクラャギ

。るせば飛もていてれ離とタッゼロ
。くまらばをずく星に面正がコチ

スーピータス

。す出りく
をザワてじ応に作操もコチたれ離
。すば飛でまく遠をコチどほるめた

トーュシコチ



クッマ・ルトリ

。るす
撃反でーパッアてけかせ見とたっ
らく、ち待を撃攻の手相てえまか

ータンウカグンピッリス

。すばとっふてっ放をチ
ンパで点頂のプンャジ。ぶ飛らが
なき描をんせら、てげ上き突を拳

トッカーパッアグンジイラ

。撃攻にめ早とす押をン
タボで中途るでん飛。チンパでん
こび飛つつしわかを撃攻のへ元足

ーロブトルョジ

。にトッカーパッ
ア.O.Kでンタ満ジーゲ。チンパュ
シッダな烈猛るなく強どほるめた

トーレトスい合気



ガウコッゲ

。撃反てし現出らか
向方なき好にとあたえ消てし残を
りわがみ、け受を撃攻てえまが身

りわがみ

。るれらえ
変をき向るす動移けだ度一。ぶ飛
へ向方なき好てし用利をい勢の水

プンポロドイハ

。む進へ方るいてい向
でし押長ンタボは影。撃攻てし動
移間瞬に所場の影たし出らか元足

ちうげか

。トッヒ続連
でめた大最、りなくき大とるめた
。るげ投で速高を剣裏手たっ作で水

んけりゅしずみ
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ナテルパ

。るじ転に撃
反、とあたけ受を撃攻で盾。るけ
受ち待を撃攻の手相てえまかを盾

ータンウカ

。るなに
敵無がいなきで撃攻は中動移。る
すプーワへ向方なき好らか場のそ

トーポレテ

。るきでもとこす出し押を
手相、し進前はベカ。す出り作を
ベカなぎしふるす射反を具道び飛

盤射反

。射連３を撃射
らか杖、てけ向に手相たっ狙。る
せわ合を準照で動自に手相の方前

準照トーオ



レフル

。るきで復回をジーメ
ダ積蓄で力命生たっ奪。るとい奪
を力命生、えらとを手相で力の闇

アイザリ

。撃攻回２で刃
の風るせさ生発に元足。プンャジ
てし用利を動反、し唱詠を法魔風

ドンイウルエ

。すばとっふて
しく尽き焼で柱火とるす弾着。す
出ち撃を玉の火、し唱詠を法魔炎

ーアイァフガギ

。るす化変と
へ法魔の位高にどほるめた。るす
唱詠を法魔雷てっ使を力の書導魔

ーダンサ



クルュシ

。るなく短
にどほう使は間時付受。ータンウ
カし測予を撃攻の手相て視を来未

ンョジビ

。う払り斬
で中空とす押をンタボにらさ。る
げ上り斬を手相らがなしプンャジ

ュシッラスアエ

。ジーメ
ダ大とるけつり斬らか中背の手相
。るかかり斬で力全てしプンャジ

ュシッラスクッバ

。除解で打連かし押長
、択選てし押をンタボ。るす化特に

力能の定特どなドーピスや力撃攻

ツーアドナモ
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クッニソ

。るま高が力撃攻とるめ
たで打連ンタボ。るす進突に方前

ジーャチンピス

。るきで用
利も手相とう使で上地。いなは力
撃攻でプンャジう使をグンリプス

プンャジグンリプス

。るきでプ
ンャジもで中進突、で能可もめた
。進突てけつをい勢らがなし転回

ュシッダンピス

。るす進突に手相い近もとっ
も、とあたっまどとに中空くらばし

クッタアグンミーホ



ンマクッロ

。るす撃攻てしば飛をぱ
っ葉とす押をンタボ。器武のンマ
ドッウる守をら自でぱっ葉の枚４

ドルーシフーリ

。プンャジ大でルイコの中背。す
出び呼をュシッラ、棒相るれよた

ルイコュシッラ

。るす発爆ていおを間時
きつりはに手相や形地。器武のン
マュシッラクすば飛に平水を弾爆

ムボュシッラク

。るす通貫を手相た
った当、れらげ投に向方８。器武
のンマルタメるげ投を刃るす転回

ドーレブルタメ



ンマクッパ

。るきでもとこるて当て
しばとっふを栓火消。す出し押で
水のらか右左と上、きおを栓火消

栓火消

。プッアがさ高ぶ飛
にびたる乗はンリポンラト。るす
撃攻らがなねはび飛でンリポンラト

プンャジンクッパ

。るわ変に進突と
るべ食をサエーワパ。るめ決を向
方いたし動移てし出をサエーワパ

サエーワパ

。うがちがき動
てっよにトッゲータたげ投。るげ
投をどなルベやツールフなんろい

トッゲータツールフ
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プイタ闘格 iiM

。果効オテメはで中空
、め埋に面地はで上地。撃攻下降

急らか頭、び飛てせらなしを身全

トッバドッヘち打いく

。るけ
つき叩に面地でしと落トカカ、て
しプンャジらがなげ上り蹴を手相

クッキ地天

。むこ
き叩をーパッアとクッキ続連、み
こりぐもにろことふの手相で速高

クッキ裂百発瞬

。しな句文は力威のそ
、がいなせば飛りまあ。すば飛げ

投にりな山を球鉄い重とりしっず

げ投球鉄



プイタ術剣 iiM

。るなく強も撃反
、どほい強が撃攻の手相。撃反とる

け受を撃攻に時るいてえまかを剣

ータンウカ

。すばとっふ
で撃攻下降急たせ乗に剣を重体全
、しプンャジらがなげ上り斬を手相

き突下トッケロ

。るなく高も力威てび
のが離距飛とるめた。るけつり斬
を手相みこび飛てめるまをダラカ

り斬襲急則変

。るま弱つずし
少がす出し押を手相は巻竜。るす
撃攻で巻竜たし出り作てっ振を剣

トッョシドーネルト



プイタ撃射 iiM

。るす化強を
どな力威の具道び飛たし射反。る
げ広をアリバるす射反を具道び飛

ータクレフリ

。め短は程射、がる
せばとっふばれて当を弾。るが上
び飛で動反、ち撃を弾てけ向に下

トーュシムトボ

。すばとっふを手
相、りが上が柱火とるす弾着。つ
撃を弾炎火にメナナてけ向に面地

ーラピムイレフ

。るて保を態状めたで
どなドルーシに中めた。つ放を弾
るなに力強とるめたをーギルネエ

ジーャチーナンガ



38 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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