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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
ニューの 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。

本品は著作権により保護されています。
ソフトウェアや説明書の無断複製や無断
配布は法律で厳重に禁じられています。
違反は罰せられますのでご注意くださ
い。なお、この警告は著作権法上認めら
れている私的使用を目的とする行為を制
限するものではありません。
本品は日本仕様の本体でのみ使用可能で
す。法律で認められている場合を除き、
商業的使用は禁止されています。
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2 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。
●他のユーザーとのすれちがい通信

すれちがい通信でおきにいりポケモンや
プレイデータを交換する機能を制限でき
ます。



3 どんなゲーム？

『ポケモンバトルトローゼ』は、パズル
を使ってステージにあらわれたやせいの
ポケモンとたたかい、トローゼしていく
パズルゲームです。最大4人であそぶこ
ともできます。

「トローゼする」とは？

やせいのポケモンのHP（→6）を
なくしてつかまえることを「トロ
ーゼする」といいます。



4 ゲームをはじめる

下画面をタッチまたはスライドしてそう
さします。

ステージセレクト

あそびたいステージをえらびます。

ひとりであそぶ

タイトル画面で「ひとりであそぶ」をえ
らびます。

タイトルメニュー

すれちがったプレイヤーのプレイ
データをみたり、すれちがい通信

（→11）の設定ができます。

すれちがいリスト

ゲームの進行状況を見たり、おき
にいりポケモン（→11）をえらん
だりできます。

プレイデータ

データさくじょ（→5）



1 トローゼの達成度

ゾーン内のポケモンをトローゼした割合
です。

2 クリアランク

クリアしたときのせいせきです。
S、A、B、Cでひょうかされます。

4 ステージ

ステージ05と06は、ゲーム中で特定の
条件をみたすと、あそべるようになりま
す。

5 もどる

6 チュートリアル

基本的なあそびかたやテクニックを、確
認できます。

3 サポートポケモン

ステージにつれていくポケモンです。
ポケモンリスト（→9）で変更できます。
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7 ポケモンリスト（→9）

みんなであそぶ

最大4人で協力してあそべます（→
10）。



5 データのセーブとさくじょ

データのセーブ

ステージがおわると、スコアやゲームの
進行などが自動的にセーブされます。

データのさくじょ

※ データをさくじょするときは、デー
タの内容を十分にご確認ください。
さくじょしたデータは元にはもどせ
ません。

タイトル画面で「 データさくじょ」を
えらぶと、ゲームの進行状況を消せま
す。

●むやみに電源をON/OFFする、
データのセーブ中にゲームカー
ドやSDカードを抜き差しする、
操作の誤り、端子部の汚れなど
の原因によってデータが消えて
しまった場合、復元はできませ
ん。ご了承ください。

●セーブデータを改造する装置の
使用は、ゲームを正常に進めら
れなくなったり、セーブデータ
が壊れたり消えたりする原因と
なりますので、絶対におやめく
ださい。万一このような装置を
使用してセーブデータを改造さ
れた場合には、改造する前の状
態に復元することはできません
ので、十分にご注意ください。



6 画面の見かた

1 ステージの進行度

やせいのポケモンをトローゼするたび
に、 が右にうごきます。

2 現在のゾーンとステージ

3 スコア

4 やせいのポケモンのHP

次のこうげきでトローゼできるときは、
がつきます。HPをなくすとトローゼ

できます。

5 エネルギー

トローゼボックスのエネルギーです。

6 トローゼボックス

ポケモンを動かせるスペースです。
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7 ポケモンをそろえる

コンボ

2回以上、連続してポケモンを消すとコ
ンボになります。

トローゼチャンス

つぎの順番でコンボになると、より多く
のポケモンを消せます。

❶ 4匹以上のポケモンを消
します。

❷ 3匹以上のポケモンを消
すと……。

トローゼボックスにいるポ
ケモンをタッチしてスライ
ドし、タテかヨコに同じポ
ケモンを3匹以上そろえると
消せます。消している間も
ポケモンを動かせるので、どんどんそろ
えていきましょう。
※ 上画面にいるポケモンを消すことは

できません。



❸ トローゼチャンスになり、
ポケモンを2匹そろえる
だけで消せるようになり
ます。

※ トローゼチャンス中も、ポケモンは動
かせます。



8 やせいのポケモンとたたかう

トローゼボック
スにいるポケモ
ンを消すと、や
せいのポケモン
をこうげきでき
ます。コンボ数
が多いと、より大きなダメージをあたえ
られます。

ポーズメニュー

下画面の をタッチするとゲーム
をちゅうだんして、ステージをや
り直したり、ステージセレクト画
面にもどったりできます。

ステージクリア

さいごにあらわれるやせいのポケモンを
トローゼすると、ステージクリアです。

やせいのポケモンのこうげき

一定の時間がすぎるたびに、やせいのポ
ケモンのこうげきでエネルギーがへって
いきます。



ゲームオーバー

エネルギーがなくなるとゲームオーバー
です。「リトライする」をえらぶとステ
ージをやり直せます。「ステージセレク
トへ」をえらぶと、ステージセレクト画
面にもどります。

やせいのポケモンの落下

やせいのポケモンが
トローゼボックスに
落ちてきて、ジャマ
をしてくることがあ
ります。



9 ポケモンリスト

トローゼしたやせいのポケモンは、下画
面のポケモンリストに表示されます。ポ
ケモンリストにいるポケモンをタッチす
ると、くわしいデータが見れます。

ポケモンリストの見かた
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1 ポケモンのデータ

とうじょうステージやこうげきりょくな
どの、くわしいデータが表示されます。

2 サポートポケモン

3 スクロールバー



ステージにつれていく

ポケモンをタッチしてスライドし、サポ
ートポケモンのスロットにセットする
と、ステージにつれていけます。

※ コンボやトローゼチャンスのときは、
はじめに消したポケモンのタイプでこ
うげきします。

ポケモンにはタイプがあります。やせい
のポケモンの弱点となるタイプでこうげ
きすると、大きなダメージを与えられま
す。

ポケモンのタイプ

こうげきりょくが大きいほど、やせいの
ポケモンに与えるダメージも大きくなり
ます。

ポケモンのこうげきりょく

4 ポケモンをさがす

4つのこうもくを設定して「けってい」
をえらぶと、ならべかえたリストを表示
します。↓または↑でならびかたを変え
ます。「つめる」を「つめない」にする
と、トローゼしていないポケモンのシル
エットも見れます。
※ をタッチすると元にもどります。



ポケモンをなつかせる

※ なつきやすさはポケモンによっ
てことなります。

同じポケモンをつれてたたかいつ
づけるとなつくようになり、やせ
いのポケモンに与えるダメージが
大きくなります。



10 みんなであそぶ

❷ チームのメンバーがあつまったら
「はじめる」をタッチします。

❸ ステージをえらんで準備ができたら
「ちょうせんする」をタッチします。

❶ 「チームをつくる」をタッチします。

チームをつくる

❷ さんかしたいチームのプレイヤーの
なまえをタッチします。

❸ 準備ができたら「じゅんびOK？」を
タッチします。

❶ 「さんかする」をタッチします。

さんかする

● 用意するもの
ニンテンドー3DSシリーズ本体：プレイ
する人数分の台数（最大4台）
本ソフト：プレイする人数分の本数（最
大4本）

みんなであそぶ
（ローカルプレイ）

プレイする人数分の本ソフトと本体があ
れば、最大4人まで協力プレイを楽しめ
ます。プレイヤーの1人がチームをつく
り、ほかのプレイヤーがチームにさんか
すると、はじめることができます。



11 すれちがい通信

はじめて本ソフトをあそぶときに、すれ
ちがい通信を「とうろくする」に設定し
ます。タイトル画面の「 すれちがいリ
スト」の でも設定できます。

「すれちがい通信」をはじめ
る

※ やめるときは「しない」に変更しま
す。

※ こうかんに出したおきにいりポケモ
ンやプレイデータはなくなりません。

おきにいりポケモンやプレイ
データをこうかんする

（すれちがい通信）

本ソフトのすれちがい通信を設定した本
体同士が近づくと、おきにいりポケモン
やプレイデータをこうかんできます。



12 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

PHS、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 月～金：9:00～21:00
土：9:00～17:00(日、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

PHS、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：9:00～17:00 (土、日、
祝日、会社設定休日を除く)

0570-011-120
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