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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。
このソフトは3D表示には対応しておりま
せん。あらかじめご了承ください。

 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。

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。

© 2015 Pokémon.
© 1995-2015 Nintendo / Creatures
Inc. / GAME FREAK inc. 
Developed by Jupiter Corp.

ポケットモンスター･ポケモン・
Pokémonは任天堂･クリーチャーズ･ゲー
ムフリークの商標です。

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

の



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。
CTR-N-JFJA-00



2 インターネットでできること

このソフトではインターネットに接続して
ピクロイト（→9）を購入できます。

●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

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。

。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



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。



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。
●ニンテンドーeショップ等での商品やサ

ービスの購入
ピクロイト（→9）の購入を制限できま
す。



4 どんなゲーム？

ゲームを進めると、新しいエリアを解
放［かいほう］できます。いろいろな
ポケモンがあなたを待っています。

ポケモンをステージにつれて行くと、
いろいろなスキルでパズルをとく手助
けをしてくれます。

『ポケモンピクロス』は、ピクロスとよ
ばれるパズルをといてポケモンを集め
るゲームです。
ヒントになるのは、タテとヨコの数字。
マスを正しくぬっていき、イラストが
かんせいするとポケモンゲットです。

スロクピにょしっいとンモケポ

アリエいし新、るが広んどんど

。すまりなに料有は合
場るすかいつを）9→（トイロクピ
、がすまけだたいみし楽お分十も

で］うょりむ［料無はムーゲのこ



5 そうさのしかた

マスをぬる

ボタンをおしてそうさします。

次のボタンをおしながらマスをタッチ
して、といていくこともできます。

ショートカット

おもに下画面をタッチしてそうさしま
す。マスをぬるとき 、×をつけ
るとき をタッチしてから、マス
をタッチします。

※ ポーズメニュー（→8）で切りかえ
ができます。

そうさのしかたは、「ペンそうさ」
「キーそうさ」の2しゅるいあります。

くとをスロクピ

さうそンペ

は
は

るぬをスマ //

るけつを× //

さうそーキ

すか動をルソーカ /

るけつを× 



※ スクリーンショットはSDカードに
保存されます。

ポーズメニューを
開く

とこるきでもでさうそのらちど

う使をルキス /

るすいえつさをト
ッョシンーリクス

）時いせんか（
＋

意注ご

。いさだく意注ごでのんせま
りどもに前用使はのもの次、も
てしりたしプッキスやアイタリ
、りたっかなわ使をターデのそに

とあたし断中でーュニメズーポ ●
。すまりどもに元とつた間時42
。すまりあが合場いなし生発が

どなグンニーレトーリイデ、と
るえかを時日で定設体本のSD3 ●

ルキス、トイロクピ、ジーゲP -



6 データのセーブ（保存）と消去

※ データを消去すると、手に入れたピ
クロイト（購入したものもふくむ）
も消えます。消えたピクロイトは元
にもどせませんのでご注意ください。

※ データを消去するときは、データの
ないようを十分にごかくにんくださ
い。消去したデータは元にもどせま
せん。

3. 「ポケモンピクロス」で「消去」を
えらんで消去します。

2. 「ニンテンドー3DSデータ管理」→
「ソフト管理」をえらびます。

1. HOMEメニューで「本体設定」→
「データ管理」をえらびます。

データを消去する場合、このソフトご
と消すひつようがあります。

ピクロスをといてイラストがかんせい
すると、データが自動でセーブされま
す。

ブーセのターデ

去消のターデ

たかしの去消



。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●

意注ご

。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



7 ステージをえらぶ

をおすと、じょうほうの切りか
えができます。

ステージのじょうほう

持っているピクロイト

マスをぬるとへります。時間がたつ
と回復［かいふく］します。

Pゲージ

まります。
じはがスロクピ、とぶらえをジーテス
てしトッセをンモケポいたき行てれつ

7

6

5

4

3

2
1

1

ーュニメジーゲP

。すまきでりたし］うょちくか［張
拡、りたし復回をジーゲPてっ使を
トイロクピ。すまき開とすおを

2

3



ステージ

つれて行くポケモンをかえること
ができます。

モンスターボール

ステージにつれて行くポケモンで
す。

セットしているポケモン

これまでのベスト
タイムです。タイム

Pゲージ

※ 足りない
がつきます。

イラストのかんせ
いにひつようなP
ゲージの量［りょ
う］です。

ズイサ題問 。すで
さき大のジーテス

と

ンョシッミ
。すまき

つがとるすいせ
ったをンョシッミ

ていつにズイサ

。すまえ使をルキスけだンモ
ケポの上以さき大のジーテスがズ
イサの）8→（ルキス、はきとのこ
。すまりあものもなき大の上以ス

マ51がコヨとテタ、はにジーテス

4

5

6



※ このサービスはお知らせすること

マップメニュ （自宅）でパスワ
ードを入力すると、シークレットステ
ージを解放できます。くわしくは『ポ
ケモンピクロス』公式サイト（http://
www.pokemon.co. j p/ex /p-
picross/）をごらんください。

マスの中に入りこみ、細かなイラスト
をかんせいさせるピクロスです。ミク
ロスのかけらを手に入れたあと、マッ
プメニュー （ミクロス）からチャ
レンジできます。

どこかにめずらしいポケモン
がいます。

次の場合にひょうじされます。
アイコンについて

ピクロイトショップに行ったり、デ
イリートレーニングなどをしたりで
きます。

マップメニュー7

。すまりあがらけか
のスロクミいないてしアリク

。す
まりあがトイロクピるえらも

スロクミ

の

ドーワスパのつみひ

のー

。いさだくうょし
うょりご。すまりあが合場るわ終く
な



8 ピクロス中にできること

※ hは回復にかかる時間を表します。
のこり1時間を切ると、ひょうじが
分と秒にかわります。

スキルを使ってパワー
れになったポケモンは
時間がたつと回復し
す

さいしょ
※ とちゅうでは使え

ません。

はじまるときに使えま
す。えらべるのは1ぴ
きだけです。

ポケモンによって、発動タイミングは
ことなります。

ポケモンをステージにつれて行くと、
スキルが使えます。

う使をルキス

グンミイタ動発

もでつい
。すまえ使も

でついとすおを/
、かるすチッタを

うどじ 。すまれわ使
で動自、とるまじは

らたっなにれ切ーワパ

。
ま
、

切



ピクロスをやめて、ステージをえらぶ
画面にもどります。

※ デイリートレーニング中は中断でき
ません。

とちゅうのデータをセーブして、タイ
トル画面にもどります。

をタッチするか をおすと
開きます。

ピクロスをスキップして次に進みます。
あとでチャレンジし直すこともできま
す。
※ スキップは、ステージに入ってすぐ

には使えません。少し時間がたつと
使えるようになります。

プッキス

きといたし復回ぐす

。すまびら
えを→ンモケポいたし復回。す
まきで復回ぐす、とう使をトイロ
クピで面画るすトッセをンモケポ

。んせまきで復回
でトイロクピはンモケポの］し
ろぼま［幻・］つせんで［説伝 ※

ーュニメズーポ

、

断中

アイタリ



「キーそうさ」「ペンそうさ」を切りか
えます。

ドーモさうそ

プッョシトイロクピ

。すまきで入購をトイロクピ



9 ピクロイトを購入する（有料）

● Pゲージやポケモンを回復する
● 新しいエリアを解放する

など

いろいろな場面で使えるアイテムです。
ゲーム中にて無料でもらえるほか、イ
ンターネットに接続してピクロイトを
有料で購入できます。

。いさだくみよおにょしっいとたかの
なとおずらなか、はまさこおなさいち

？はとトイロクピ

とこるきででトイロクピ

ていつに数能可入購

。すまりなにうよるえらもで
料無もでつくいはとあのそ、とる
す入購でま限上。すまりあが限上
、はに数るきで入購をトイロクピ



5. もう一度、｢購入する｣を選びます。

※ 事前に｢法令に基づく表示｣を確
認してください。

4. ｢購入する｣を選びます。

3. 購入前の注意を確認して、｢つぎへ｣
を選んでください。

2. ピクロイトをいくつ購入するか選
び、「はい」を選びます。

1. マップメニュー （ピクロイト
ショップ）からインターネットに接
続します。

法方入購のトイロクピ

順手作操

の



● ピクロイト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。

● ピクロイトは、ゲーム内の演出のた
めに用いられるものであり、ゲーム
内の演出上の表現及び効果を発生さ
せるためにのみ使用することができ
ます。また、任天堂が提供する特定
の商品またはサービスと交換できる
金銭的な価値を有するものではあり
ません。 

● ピクロイトは現状のままで、任天堂
の定める条件にしたがって提供され
るものであり、お客様は購入時点で
許諾された以外の権利を有しませ
ん。 

● ピクロイトの返品、交換、譲渡や質
入れ等の処分、購入のキャンセルや
返金等の請求はできません。 

● データを消去すると、購入したピク
ロイトも消えます。消えたピクロイ
トは元に戻せませんのでご注意くだ
さい。

● ピクロイトは、ダウンロード時に使
用していた本体でのみ使用できま
す。

意注ごるす関に入購トイロクピ



※ クレジットカード情報を登録してお
くと、次回から登録時に入力したク
レジットカード情報のパスワードを
入力するだけで、残高を追加できる
ようになります。

※ クレジットカード情報の削除は、

残高を追加するには、ニンテンドープ
リペイドカードやクレジットカードな
どが必要です。

ピクロイトを購入するには、ニンテン
ドーeショップに購入金額分の残高が必
要です。残高が足りない場合は、表示
された画面で｢残高の追加｣をタッチし
て、残高を追加してください。

加追の高残

。すまえ行らか｣他
のそ・定設｢のプッョシeードンテン
ニ



10 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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