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1 ご使用になる前に

●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。

使用上のおねがい

●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。

 警告

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

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。

 安全に使用するために

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。

の
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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
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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。
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●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。

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



2 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
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。

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。

は

の

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。

amiiboに関するご注意

。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



3 どんなゲーム？

『マリオ＆ルイージRPG ペーパーマ
リオMIX』は、マリオとルイージ、そ
してペーパーマリオの3人が力を合わ
せて冒険するアクションRPGです。
不思議な本から飛び出したペラペラ
なピーチやキノピオたちを元の世界に
戻すため、キノコ王国中を駆け回りま
す。



4 はじめかた

「はじめる」を選ぶ
ゲームがはじまり
す

※ 項目をタッチすることでも、選択
や決定ができます。

遊ぶファイルを選び
す。ファイルを選
と、セレクトメニュ
が表示されます

タイトル画面で「ゲームスタート」を
タッチ、またはを押してゲームを
はじめます。

面画トクレセルイァフ

。
ー
ぶ
ま

法方作操のーュニメ

ルセンャキ

定決

/択選

ーュニメトクレセ

。
ま
、と



※ もう1つのファイルにすでにデー
タがある場合は、データを上書き
してコピーします。

選んでいるファイルのデータを、もう
1つのファイルにコピーします。

※ データを消すときは、内容を十分
にご確認ください。消したデータ
は元に戻せません。

選んでいるファイルのデータを消しま
す。

すけ

す消てべすをターデ

。すまし消をターデブーセのてべ
す、とるけ続し押を＋＋
＋、に間のでまるれさ示表が
面画ルトイタ、後動起をトフソ

ーピコ



5 データのセーブ（保存）について

● amiiboでキャラクターカード（→
21）をつくったとき。

● 「バトルリング」「アタックマスタ
ー」（→24）に挑戦したとき。

以下のときは、自動で進行状況をセー
ブします。

フィールド画面（→6）で、下画面の
「セーブ」をタッチすると、ゲームの
進行状況をセーブできます。

ブーセのターデ

るすブーセで動自



。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●



6 フィールド画面の見かた

マリオたちの体力です。

//を押したときに行うアクショ
ン（→8）です。

6

5

4

3

2

1

1 ンョシクア

2 PH



メニュー画面（→20）が表示されま
す。

マリオたちのアクション（→8）を切
り替えることができます。

ゲームの進行状況をセーブできます。

周辺の情報が表示されます。タッチ
で拡大と縮小ができ、スライドでマッ
プ全体を動かせます。

3 プッマ

置位の管土ーパーペ

りがなつのプッマ

スウハムゲュジ

プッョシ

クッロブ復回全PB／PH

地的目の次

置位の分自

4 ブーセ

5 ンコイアンョシクア

6 ーュニメ



ダッシュ（→8）で上に
ると、大きくジャンプし
す

上に乗るか、入り口に向
ってを動かすと、中を
って別の場所に移動しま

下からたたくと、さまざまなことが
起こります。

のもるあにドルーィフ

クッロブ

。すまり
入に手がムテイアやンイコ、と
くたたでータクラャキの定特

クッロブータクラャキ

。す
まし復回全が）11→（PBとPH

クッロブ復回全PB／PH

。す
まり入に手がムテイアやンイコ

クッロブナテハ

管土

。す
通
か

台プンャジ

。
ま
乗



7 フィールドの進みかた

※ 一部、早送りできない場面もあり
ます。

の表示中にを押し続けると、シ
ーンを早送りできます。

の表示中に///を押すと、
メッセージを進めます。

//を押すと、ボタンに応じたキ
ャラクターがアクション（→8）を行
います。

で移動します。

マリオやルイー
ペーパーマリオ
操作してフィー
ドを進みます。

ル
を
、ジ

動移

ンョシクア

とこるきでにかほのそ

るめ進をジーセッメ

り送早



でマップ全体を動かせます。

※ アイテムが足りない場合は、ある
だけ使って回復します。

でH でBPを全回復します。

Newニンテンドー3DS／Newニンテ
ンドー3DS LLでは を使っ
て、以下のことができます。

とこるきで
でSD3ードンテンニweN

//、

う使をムテイア復回

、P

すか動を囲範示表のプッマ



8 アクション

目の前のキャラクターと話します。

岩やブロックを壊した
スイッチを押したりでき
す

ブロックをたたいたり、
差をのぼったりできます

1人で行うアクションです。

※ 一部のアクションは、人やものに
近づくと自動で切り替わります。

/を押すか、フィールド画面
などをタッチすると、マリオたちのア
クションを切り替えることができま
す。

を押すとマリオが、を押すとルイ
ージが、を押すとペーパーマリオ
がアクションを行います。

るえ替り切をンョシクア

で

ンョシクアロソ

プンャジ

。
段

ーマンハ

。
ま
、り

す話



を押し続けると、ダッ
ュの準備をします。を
力しながらを離すと、
を入力している間ダッシ
します。

※ 高さは1人のときより低くなりま
すが、飛距離が長くなります。

を押すと、3人同時に
ャンプします

3人で協力して行うアクションです。
※ ゲームを進めると、行えるように

なります。

※ ペーパーマリオのみ行えます。

細いスキマを通って、奥へ入ったり調
べたりできます。

目の前のものを調べます。

るべ調

る入にマキス

ンョシクアオリト

プンャジ時同人3

。
ジ

ュシッダ

ュ

入
シ



※ トリオアクションはほかにもあり
ます。

→→の順番にタイ
ングよく押すと、大きな
を壊したりできます

の表示中にボタンを押すと、捕
まえやすいです。

キャラクターを捕まえる
エスト（→9）では、ダ
シュ中に//でスラ
ディングします

グンィデイラス

。
イ
ッ
ク

 ※

ーマンハオリト

。
岩
ミ



9 クエスト

ペーパーキノピ
を助けるクエス
です。たくさん
けると⋯⋯

各地にあり、「
ノピオレスキュ
のクエストを受
ることができます

※ 下画面の「クエストメニュー」を
タッチすると、クリア条件を確認
したり、クエストをやめたりでき
ます。

※ クエストをやめると、はじめる前
の状態に戻ります。

※ クエスト中はセーブできません。

ミニゲームやアクションを行って、条
件のクリアをめざします。

ゲームを進める
クエストが発生
ることがあります。

す
、と

たかめ進のトスエク

スウハムゲュジ

。
け
」ー

キ

ーュキスレオピノキ

？
助
ト
オ





10 バトルのはじめかた

うしろから敵に触れられると、ころ
び（→16）状態でバトルがはじまり
ます。

● ジャンプでふむ
● ハンマーでたたく
● ダッシュで体当たりする

以下のようにして敵に触れると、先制
攻撃でダメージを与えることができま
す。

フィールドで敵
触れると、バト
がはじまります。

ル
に

撃攻制先

。すまりなくすやしを撃攻制
先、でのるま止がき動の敵とく
たたを囲周の敵でーマンハオリト

ち打意不



11 バトルのしかた

※ 空中にいる敵には、ダメージを与
えられません。

敵をたたいて攻撃します。

※ トゲ属性の敵をふむと、ダメージ
を受けます。

敵をふんで攻撃します。

※ でキャンセルができます。

でコマンドブロックを選び、アク
ションボタン（//）で決定やア
クションをして戦います。

たか見の面画ルトバ

43

2

1

1 クッロブドンマコ

プンャジ

ーマンハ



※ イージーモードでプレイしている
ときや、ゲームオーバーになって

「やりなおす」を選んだときに表示
されます。

敵の特徴や、戦いかたのヒントを見る
ことができます。

※ コピーとトリオアタックは、ペー
パーマリオのみ選べます。

マリオとルイージ、ペーパーマリオの
3人が協力して攻撃します。

ペーパーマリオがコピーをつくりま
す。

※ マリオとルイージのみ選べます。

マリオとルイージが協力して攻撃しま
す。

アイテムを使って回復したりします。

※ ボス戦など、特定のバトルでは逃
げられません。

敵から逃げます。

るげに

ムテイア

）41→（クッタアーザラブ

）31→（ーピコ

）41→（クッタアオリト

トンヒ



バトルのしかたや、バトル中のアクシ
ョンの説明を確認できます。

バトルチャレンジ（→12）の条件や、
ためたバトルポイントを確認できま
す。

※ ペーパーマリオのみ、コピーがい
るときはHPのかわりにコピーの残
り数が表示されます。

BP（ブラザーポイント）はブラザー
アタックとトリオアタックで使いま
す。

※ バトルが終わると、HPが1の状態
で復活します。

キャラクターが倒れて戦
なくなります

とるなに0がPH

。
え

とるなに0がPHの員全

2 PBとPH

復回のPBとPH

。すまきで復回
とるすりたいたたをクッロブ復
回全PB／PHりたっ使をムテイア

3 件条のジンレャチルトバ

4 ドイガルトバ



ゲームオーバーとなり、以下のメニュ
ーが表示されます。

。すま
り戻へ面画ルトイタ

るども
へルトイタ

。すましおなりやを
ルトバ、で態状たっ
なく強がちたオリマ

ドー
モージーイ

。すましおなりや
らかめじはをルトバすおなりや

。すまし定設での
）02→（面画ーュニメ、は合場す

戻に元。すまき続もてっわ終が
ルトバのそ、はドーモージーイ



12 バトル中のアクション

タイミングよくアクションボタンを
押すと、敵をふんだりハンマーで打ち
返したりして反撃できます。

※ ペーパーマリオのみ、押し続ける
と高くジャンプできます。

敵の攻撃に合わせてアク
ョンボタンを押すと、よ
ることができます

ハンマーを振りかぶった
きにアクションボタンを
すと、威力が上がります

ふみつけるちょっと前に
クションボタンを押す
追加で攻撃できます

ジャンプかハンマーを選ぶと攻撃しま
す。

るす撃攻

プンャジ

。
、と

ア

ーマンハ

。
押
と

るけよ

。
け
シ

ータンウカ



を押している間、ガードをして攻
撃に備えます。ガード中は受けるダメ
ージを減らせます。

ドーモトスシア

。すまりなくす
やけよ、でのるれさ示
表かのるす撃攻を誰が
敵、とるすにNO。す
まきで定設で

。んせまきで定設はにFFO
。すまりなにNOがドーモ
トスシアはでドーモージーイ ※

ドーガうゅきんき

ていつにジンレャチルトバ

。すまきで換交
とムテイアでプッョシ、はトン
イポルトバためた。すまり入に
手がトンイポルトバと号称、と
すた満を件条の定特に中ルトバ

。んせま
り入に手は中ドーモージーイ ※



13 ペーパーマリオのアクション

※ 敵が複数いるときは、敵全体を攻
撃できます。

コピーたちが順
にハンマーを振
かぶります。全
が振りかぶった
きにを押すと
威力が上がります。

ふみつけるちょっと前に
を押すと、コピーの数だ
追加で攻撃できます

ペーパーマリオのコピー
登場し、たばになってい
しょに戦ってくれます

ーピコ

。
っ
が

ンョシ
クアのきとるいがーピコ

プンャジ

。
け


ーマンハ

、
と
員
り
番



はきとたれさ撃攻

。すまり
なくないがーピコ、にびたのそ
。すまれくてけ受を撃攻がーピ

コ、にりわかのオリマーパーペ



14 ブラザーアタック・トリオアタック

3人でボールを
ち合い、敵に大
メージを与えます

※ 誰かのHPが0のときや、状態変化
中は行えません。

マリオとルイージ、ペーパーマリオの
3人で攻撃します。

アカこうらを交
にキックし続け
敵に大ダメージ
与えます

※ どちらかのHPが0のときや、状態
変化（→16）中は行えません。

マリオとルイージの2人で攻撃しま
す。

BPを消費して、マリオたちが協力攻
撃をします。敵全体を攻撃したり大
ダメージを与えたりできます。

クッタアーザラブ

D3らうこカア

。
を
、て

互

クッタアオリト

ュシッカスオリト

。
ダ
打



。すまき
で認確でドイガルトバのーュニ
メや面画下、は法方作操。すま
りあがクッタアオリトやクッタ
アーザラブなまざまさもにかほ



15 バトルカード

まだ配られていないバトルカードの枚
数です。すべて使い切るとシャッフ
ルされ、再び補充されます。

バトルカードを使うために、あとど
れくらいのスターポイントが必要か
表示されます。
※ スターポイントが足りているとき

は「OK」が表示されます。

バトルカードを使うときに消費する
スターポイントの数です。

バトルカードを使うために必要です。
攻撃に成功すると増えます。

ゲームを進めると、バトル中にカード
を使ってパワーアップしたり、ダメー
ジを与えたりできるようになります。

2

4

3

1

1 トンイポータス

2

数
のトンイポータスるす費消

3

数のト
ンイポータスるいてし足不

4 数枚り残



カードをタッチして「ふせる」を選
ぶと、新しいカードを補充できます。

タッチして使うカードを選びます。も
う一度タッチすると、スターポイント
を消費して使います。

う使をドーカルトバ

。んせまりな
くなもてっ使はドーカルトバ ●

。すまべ
選をクッロブドンマコてけ続
、もとあたっ使をドーカルトバ ●

るえ替れ入をドーカ



16 状態変化

目が回って、行動できな
なります

行動できなくなり、一定
間ごとにダメージを受け
す

※ ペーパーマリオやペーパーモンス
ターのみシワクチャ状態になりま
す。

シワクチャになって、行
できなくなります

自分のターンがくるか攻
を受けるまで、行動でき
くなります

攻撃を受けたりすると、以下のよう
な状態になることがあります。一定
時間が経つか、アイテムを使うと治り
ます。

びろこ

。
な
撃

ャチクワシ

。
動

どけやおお／どけや

。
ま
時

しわまめ

。
く



※ ペーパーマリオのみヨレヨレ状態
になります。

コピーがバラバラに散ら
って、一定時間たばにな
ことができなくなります

レヨレヨ

。
る
ば



17 レベルアップ

※ ランクアップボーナスはほかにも
あります。

特定のレベルになる
ランクが上がり、ボ
ナスを付けることが
きます

敵を倒すと、EXP（経験値）やコイ
ンが手に入ります。経験値が一定以上
たまると、レベルアップできます。

スナーボプッアクンラ

。
で
ー
と

。すまりが上が力
撃攻のプンャジき好大プンャジ

。すまりなにうよ
るす長成く多1が
FED、にきとる

すプッアルベレ

＋長成FED

。すまえ
増類種1がムテ
イアるきで備装

1＋
トッロスぐうぼ



18 ドデカクラフトバトル画面の見かた

リズムスポット（→19）でためるこ
とができます。たまったパワーはダッ
シュや放り投げを行うときに使いま
す。

放り投げ（→19）を行ったとき、こ
の場所をめがけて攻撃します。

ダッシュ（→19）で体当たりすると、
HPを回復するキノコが現れます。

ゲームを進めると、ドデカクラフト
（巨大なペーパークラフト）で戦うこ
とがあります。

7

6

5

4

3

2

1

1 PHのスボ

2 クッロブナテハ

3 PHの分自

4 ルソーカトッゲータ

5 ジーゲーワパ



ドデカクラフトバトルをやりなおした
り、「そうさガイド」を見たりできま
す。

6 プッマ

トッポスムズリ

向方行進と置位の敵

向方行進と置位の分自

7 ーュニメ



19 ドデカクラフトバトルの遊びかた

以下の方法で、パワーをためること
ができます。

はNewニンテンドー3DS／
Newニンテンドー3DS LLでのみ
操作できます。

ドデカクラフトをぶつけあい、ボスの
HPを0にすると勝利です。

法方作操の
中ルトバトフラクカデド

示表のーュニメ

げ投り放

ュシッダ

ンョシクアムズリ

ンータクッイク

るけ向に面正をラメカ

/転回ラメカ

動移

 ※

るめたを
ーワパでトッポスムズリ



でダッシュして体当た
します。ブロックを壊す
ともできます

3. タイミングよく押せると、パワー
がたまります。

2. リズムに合わ
て、広がるリ
グが青い部分
重なるタイミ
グでを押し
す。

1. リズムスポッ
の上に移動し
す。乗ると音
が変わり、広
るリングが現
ます。

れ
が
楽
ま
ト

ま
ン
に
ン
せ

るす撃攻

ュシッダ

。
こ
り

はにるせさ倒転を敵

。すまきでがとこ
るせさ倒転、とるかつぶでュシ
ッダに敵るいてめたを力とうよし
撃攻、や敵るいてい向をろしう



※ 放り投げは、ドデカクラフトの種
類ごとに特徴があります。

でドデカクラフトをカ
ソルの位置に飛ばし、敵
ぶつけます。転倒中の敵
ぶつけると、大ダメージ
与えます。

げ投り放

を
に
に
ー

らたし倒転がトフラクカデド

。すまきでがとこるせ乗び
再、とるれ触にトフラクカデド
たし倒転てしか動を座台。すま
りあがとこるす倒転がトフラク
カデドの分自、とるすりたっ行
をげ投り放りたけ受を撃攻の敵



20 メニューでできること

amiiboを使って、キャラクターカー
ドをつくったりできます。（→21）

※ ゲームを進めると、表示されるも
のが増えていきます。

フィールド を押すとメニュ
ー画面が表示され、アイテムを使った
り、装備品を付け替えたりできます。

で

たか見の面画ーュニメ

4

5

3

2

1

1 間時イレプ

2 PH大最／PHの在現

3 ンイコため集

4 obiima



たたいたブロックや、助けたペーパー
キノピオの数などを確認できます。

バトルで使うバトルカードを入れ替
えることができます。

マリオたちの能力や装備品を確認でき
ます。

物語のあらすじやバトルのしかたを
確認したり、アクションの練習をした
りできます。

アイテムを見たり使ったりできます。

装備品を付け替えます。/で装備
させるキャラクターを選びます。

ふりがなの表示やイージーモードの
設定が行えます。

5 いてっせ

ーュニメ

びうそ

ムテイア

ドイガんけうぼ

スターテス

ドーカルトバ

ンョシクレコ





21 キャラクターカードをつくる

※ amiiboはシリーズの違いを問わず
対応しています。たとえば「スー
パーマリオシリーズ」と「大乱闘
スマッシュブラザーズシリーズ」
のどちらのマリオを使っても、

「マリオのamiibo」として使用で
きます。

マリオ／ルイージ／ピーチ／キノピ
オ／ヨッシー／クッパのamiiboが対
応しています。

バトル中に使える特別なカードです。
敵に大ダメージを与えたり、マリオた
ちのHPを全回復できるものなどがあ
ります。

ゲームを進めると、amiiboでキャラ
クターカードを手に入れることができ
ます。
※ amiiboの登録は、ゲームを進めな

くても行えます。

はとドーカータクラャキ

obiima
るいてし応対にムーゲのこ



※ 保存をキャンセルしたキャラク
ターカードはハテナカードに戻
りますが、amiiboの書き込みに
失敗した場合などは、ハテナカ
ードに戻りません。

3. もう一度amiiboをタッチすると、
キャラクターカードが保存されま
す。

2. amiiboをタッチして離すと、キャ
ラクターカードがつくられます。

1. 使うハテナカードを選びます。

バトルや特定のキノピオから入手でき
るハテナカードを使って、以下の手順
でキャラクターカードをつくります。

amiiboに保存されているキャラクタ
ーカードを確認できます。

※ 最初に「amiiboのとうろく」を選
び、使うamiiboをタッチして登録
します。

※ 初めて使うamiiboで遊ぶときは、
「amiibo設定」でオーナーやニッ
クネームを登録します。

メニュー画面
「amiibo」をタッチ
ると表示され
amiiboの登録やキ
ラクターカードの作
／確認ができます。

ーュニメobiima

成
ャ

、
す

で

るみをドーカータクラャキ

るくつをドーカータクラャキ



※ 強化できるのは、1日1回までで
す。

同じキャラクターのamiiboが2体ある
ときに行えます。2体のamiiboに同じ
キャラクターカードが保存されている
と、そのカードがキラカードになって
強化されます。

スンャチドーカアペ

。すま
りあがとこる入に手がドーカたっ
なにアペが人2のそ、とるすチッ
タをobiimaのータクラャキの別
に中スンャチ。すまし生発でム
ダンラ、にきとるくつをドーカ

。すまき
で用使もobiimaるいてっ入が
ターデムーゲのトフソのかほ ※

スンャチドーカラキ



22 キャラクターカードを使う

2. 表示されたキャ
クターカードの
覧から、使うカ
ドを選びます

1. バトル中に「キャラクターカード」
をタッチし、amiiboをタッチしま
す。

以下の手順で、キャラクターカードを
使います。

。
ー
一
ラ

徴特のドーカータクラャキ

。んせまりなくなもてっ使 ●
。すまべ選をクッロブド

ンマコてけ続、もとあたっ使 ●
。す

まえ使でま回1きつにobiima
の類種1、でルトバの回1 ●

。す
まえ使にずせ費消をトンイポ
ータスはドーカータクラャキ ●



23 敵に勝つためには？

※ 逃げられないバトルもあります。

バトルで負けそうになったら、無理を
しないで逃げましょう。

空を飛んでいる敵にはジャンプ、ト
ゲのある敵にはハンマーが効果的で
す。敵によって使い分けましょう。

先制攻撃でダメージを与えておくと、
バトルが有利になります。逆に、敵に
うしろから触れられると、ころび状態
でバトルになるので注意しましょう。

手に入れた装備品は、持っているだ
けでは効果がありません。メニューの

「そうび」で身に付け、能力を上げま
しょう。

強敵に勝つには、マリオたちを育てる
必要があります。積極的に戦って経
験値をためて、レベルアップさせまし
ょう。

うよげ上をルベレ

るけ付に身を品備装

うおらねを撃攻制先

るけ
分い使をーマンハとプンャジ

らたっ思といなて勝



キャラクターカードはスターポイント
なしで使える強力なカードです。バト
ル中、1種類のamiiboにつき1回使え
るので、どんどん使って有利に戦いま
しょう。

バトルカードは使ってもなくなりま
せん。スターポイントがたまったら、
積極的にカードを使って戦いましょ
う。

う使をドーカルトバ

う使をドーカータクラャキ



24 こんな遊びも

アレンジされたブラザーアタックやト
リオアタックを行い、スコアをどこま
で伸ばせるかに挑戦します。

過去に倒したボスたちと再び戦うこと
ができます。

ゲームを進めると、ミニゲームが遊
べる「ジュゲムのゲームセンター」に
行くことができます。バトルで腕を
みがき、以下のミニゲームに挑戦しま
しょう。

ータンセムーゲのムゲュジ

グンリルトバ

ータスマクッタア

。すまきで換
交と品景でプッョシ、りまたがト
ンイポルトバとす出を録記いい



※ ほりかえしたくぼみの数は、メニ
ュー画面の「コレクション」で確
認できます。

フィールドにあるくぼみ
ある方法でほると、マリ
たちの能力をアップして
れるマメが出てきます。
ぼみは各地にあるので、探してみまし
ょう。

すえかりほをみぼく

く
く
オ
を



25 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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