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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 / SCRAP
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。

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。

本製品は、PUX株式会社の画像認識エン
ジン"FaceU®"を使用しています。
FaceUはパナソニック株式会社の登録商
標です。
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■Squirrel
Copy right©2003-2014 Albe rto
Demichelis
Permission is hereby granted, free of
charge, to any person obtaining a
copy of this software and associated
documentation files (the "Software"),
to deal  in the So ftware without
rest r ic t ion,  incl ud ing wi thout
limitation the rights to use, copy,
modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the
Software, and to permit persons to
whom the Software is furnished to
do so , subj ect to the fo l lowing
conditions:
The above copyright notice and this
permission notice shall be included
in all copies or substantial portions
of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS
IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY
K IND,  EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
THE WARRANTIES  OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT
SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE
FOR ANY CLAIM,  DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE.



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⻑する行為。
- 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
⺬板などで、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

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。

このソフトでは、インターネットに接続し
てシナリオ(話)を購入したり、お知らせを
受け取ったり、オンラインイベントが楽し
めます。くわしくは「シナリオを購入する
(有料)（→P.8）」「イベントの参加予約/
変更をする（→P.9）」「イベントに参加
する（→P.10）」の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



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。
●ニンテンドーeショップ等での商品やサ

ービスの購入
 ・シナリオの購入を制限できます。

●他のユーザーとのインターネット通信
 ・他のプレイヤーとのインターネット

通信を制限できます。
※このソフトの特性上、「他のユーザーとの

インターネット通信」を制限すると、初回
起動とシナリオショップの各メニューも制
限されます。



5 このゲームは？

意注ごるす関にトフソのこ

。すまりあが合場るな
異と時日トンベイの際実、は時日ト
ンベイるいてれさ⺬表に内書明説 ●

。すまれさ開公に者加参、後了終
トンベイ、てれさ計集がムイタア
リク、報情アリク、報情加参、と
るす加参にトンベイのンイランオ ●

。す
でのもの上出演は現表の内トフソ ●

。すで）分03等説
解＋分06き解謎（分09は間時要所 ●

。すまし奨推
をとこぶ遊てし加参にトンベイン
イランオ、がすまきでがとこぶ遊
もでンイラフオは後入購オリナシ ●

。す
まりあが要必るす続接にトッネー
タンイ、はにるす入購をオリナシ ●

？はとトンベインイランオ

。いさ
だく加参ご、てし）9.P→（約予を時日い
いの合都、でのすまいてっま決が時日催開
にとご話各はトンベイ。すまきでがとこぶ
遊に時同とーヤイレプの国全をオリナシた
し入購、でとこるす続接にトッネータンイ

。すまきていつがトッ
ケチ加参のへトンベインイランオ、枚1き
つに入購話1。すまきでがとこぶ遊とるす
）8.P→（入購をオリナシ、はムーゲのこ



6 データのセーブ

意注ごるす関にブーセ

。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 ●

。すまれさ）存
保（ブーセで動自、にどな後イレプ、定
設、約予加参のトンベイや入購のオリナシ



7 タイトル画面

参加予約をしたイベントの日時や、参加し
たイベントの結果を表⺬します。

参加予約をしたイベントの開始10分前ま
でに、このボタンを選択します。イベント
以外で選択すると、ソフトの説明、シナリ
オ選択画面を表⺬することができます。

シナリオを購入したり、イベントの参加予
約/変更ができます。

約予時日・入購オリナシ

るめじは

況状加参、約予のトンベイ

。すまい行
を定設種各、更変や約予加参のへトンベイ



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

イベントへの参加方法や注意事項、ルール
を確認できます。イベント中に役立つ“ヒ
ント協力隊” “ヒントコイン”についても、
知ることができます。

イベントで使うMiiの変更、通信の設定が
できます。

定設

ていつにトンベイ

。す
ましめすすおをとこくおでん込し差に体本
もついはドーカDS。すまれさ存保にドーカ
DS、はターデたっ取け受で信通に間のつい ※

。すまび選を
」るめや「らか｣信通に間のつい｢で｣定設｢
、は合場るめやを用利。すまきでがとこ

る取け受をせら知お、し信通てし探に的動
自をトンイポスセクアNAL線無るきで続接
に

信通に間のつい



8 シナリオを購入する（有料）

※ 事前に｢法令に基づく表⺬｣を確認してくだ
さい。

れますので、｢購入する｣を選びます。

。すまび選をか
るす入購でん選つず話1、かい買めとま .2

。すまび選を」む
進に入購「、でのすまれさ⺬表が面画
認確、とるす択選をオリナシるす入購 .3

さ⺬表が面画のプッョシeードンテンニ .4

。すま
び選を」う買をオリナシ「らか」約予
時日・入購オリナシ「の面画ルトイタ .1

順手作操

。すまし入購を
）話（オリナシで信通トッネータンイ



。すで要必がど
なドーカトッジレクやドーカドイペリ
プードンテンニ、はにるす加追を高残

。いさだくてし加追を高残、て
しチッタを｣加追の高残｢で面画たれさ
⺬表、は合場いなり足が高残。すで要
必が高残の分額金入購にプッョシeー
ドンテンニ、はにるす入購をオリナシ

るす加追を高残 □

。んせまきで用使もでん込し差を
ドーカDSに体本のかほ。すまきで
用使みので体本たいてし用使に時ド
ーロンウダ、はオリナシたし入購 ●

。すまれさ存
保にドーカDSはオリナシたし入購 ●

。いさだく承了ごめじからあ。すまりあ
がとこるなくなきでドーロンウダ再は
オリナシたれさ了終はたま止中を信配 ※

。んせまきでドーロンウダ
再、とう行を去消のDIクーワトッネー
ドンテンニはたま」除削の録記用利ご｢ ※

。す
まきでドーロンウダ再で料無もて
し去消、はオリナシたし入購度一 ●

。すまきでがとこる見
らか」録記用利ご「のプッョシeー
ドンテンニは歴履入購のオリナシ ●

。んせまきでは換交
・金返・品返のオリナシたし入購 ●

意注ごるす関に入購オリナシ



。すまえ行ら
か｣他のそ・定設｢のプッョシeードンテ
ンニ、は除削の報情ドーカトッジレク ※

。すまり
なにうよるきで加追を高残、でけだる
す力入をドーワスパの報情ドーカトッ
ジレクたし力入に時録登らか回次、と
くおてし録登を報情ドーカトッジレク ※



9 イベントの参加予約/変更をする

4. 確認画面が表⺬されますので、「予

ます。
び選を時日の望希 .3

。すまび選をオリナ
シいたし更変/約予 .2

。すまび選
を」更変/約予の時日加参「らか」約予
時日・入購オリナシ「の面画ルトイタ .1

。す
まび選を」！すまし更変「/」！すまし
約

順手作操

。すましを更変/約予
加参のトンベイで信通トッネータンイ

意注ごるす関に約予

。すまりあが限制
はに数人加参のへトンベインイランオ



10 イベントに参加する

フレンドと同時に参加すると、ヒント協力
隊で一緒のグループになりやすくなりま
す。イベントが始まる10分前までに「プ
レイ開始」をお互い選んでください。

話を選んで「プレイ開
始」を押すと、早め
入場することができ
す

チケットは有効ですので、別の日時への再
予約が可能です。また、シナリオ選択画面
から、イベントに参加せずオフラインで遊
ぶこともできます。
※ チケットを持っているシナリオをオフライ

ンで遊ぶと、チケットは消費されます。

…はきとたっかなれさ加参

。いさだくでん選を」始開イレプ「、て
し押を」るめじは「で面画ルトイタ、し
動起をトフソ本で境環るきで続接にトッ
ネータンイ、らたっなに前分01間時始開

面画択選オリナシ

。
ま
に

たし約予で面画択選オ
リナシ、はらか前分51

。すま
れさ始開がトンベイもてくなば選を」始開
イレプ「、は合場たっ切を前分01間時始開 ※

加参のへトンベイ

イレプ力協とドンレフ

。すまし
加参にトンベイで信通トッネータンイ



イベントが始まったら画面の指⺬にしたが
って遊んでください。

最後まで解答できないまま制限時間になる
と、その時点でタイムオーバーになり解説
が始まります。
※ 制限時間内に解答できた場合は、制限時間

までそのままにして解説をお待ちください。

イベントに参加済みの場合は、シナリオ選
択画面から、謎解説や結果、エピローグを
見なおすことができます。また、再度シナ
リオを遊ぶこともできます。

るえかりふをトンベイ

了終のトンベイ

中トンベイ



意注ごるす関にび遊

。いさだ
くてしにうよいなわ行を作操やき
動いしげは、でのすまりなと因原
の損破ののもの囲周、障故やがけ

。いさだくで
ん遊てっ持りかっしで手両を体本
、し認確をとこるあがスーペスな分

十にりわま、に前ぶ遊。すまび遊
てしか動を体本、はでトフソのこ ●

。すで能可が約予再でのす
で効有はトッケチ、もで合場たち
落が源電に中ムーゲ、しも。いさ
だく意注ごにれ切ーリテッバ、で
のすまりなにとこたし退辞で中途
、は合場たち落が源電に中トンベイ ●

。んせま
きでは加参中途の後始開トンベイ ●

。いさだくてし動起をトフソ本で
境環るきで続接にトッネータンイ
、にでま間時始開。すまし了終て

し始開に間時たっま決はトンベイ ●



11 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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