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1 ご使用になる前に

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。

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 Nintendo / INTELLIGENT
SYSTEMS

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

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
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QRコードは株式会社デンソーウェーブの
登録商標です。

「QRコードリーダ」は株式会社アイエスピ
ーと株式会社高度圧縮技術研究所のソフト
ウェアを利用しています。



2 ユーザーコンテンツについて

- 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。

●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。

●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。

●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。

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。

ユーザーコンテンツに関するご注意

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。



●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。

●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。

- 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。



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
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

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、新しいヒクダスであそぶためのフリー
パスを購入したり（→11）、ソフトのお
しらせを受け取ったり（→13）できます。

。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



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

すれちがい通信でお気に入りの情報を交
換する機能を制限できます。

●他のユーザーとのすれちがい通信

つくったヒクダスをQRコードにしたり、
QRコードからヒクダスを読み取ったり
する機能を制限できます。

●写真や画像・音声・動画・長文テキスト
の送受信

フリーパスや前作の購入を制限できま
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

※「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。

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。



5 どんなゲーム？

このゲームはマロや仲間たちを操作し
て、ヒッパランドの遊具「ヒクダス」に
挑戦するパズルアクションゲームです。
前後左右にブロックを引いたり押したり
して足場をつくり、ゴールをめざしま
す。

。すまきでがとこむし楽をスダ
クヒなまざまさ、とるす入購をスパ
ーリフの場広各。すまりあが場広の
マーテなろいろいはにドンラパッヒ

。いさだく覧
ごをジーペ11、はていつに法方入購 ※



6 ゲームのはじめかた

※ 項目をタッチしても操作できます。

タイトル画面が表
されます。「はじ
る」を選ぶと広場
ニュー画面が表示
れます

「はじめてコーナー」がはじまり、操作
方法（→8）やヒクダスのあそびかた

（→9）を確認します。

ぶそあに後アリク
」ーナーコてめじは「

。
さ
メ
め
示

。すまし動起がトフ
ソ、は合場るいてれさ示表にーュニ
メEMOHが』ツ落ク引『』ス押ク引『 ※

。すまきで入購て
し認確を報情の作前でプッョシeー
ドンテンニ、とあだん選を」ていつ
にツ落ク引「」ていつにス押ク引「

法方作操のーュニメ

／択選

定決

るども



や画面下のアイコンをタッチして
も選べます。

モードや広場を選
ます。最初は「は
めてコーナー」

「ガイド」が選べ
す

面画ーュニメ場広

。
ま

と
じ
び

／ ※

。すま
きでがンスッレのスダクヒ

ーナーコ
てめじは

。すまきでりたしを更変の
定設、りた見をたかびそあドイガ

ていつにドーモの他のそ

。すまりなにうよるべ
そあとるす入購もでつ1をスパー
リフは）01→（」房工スダクヒ「 ・

。すまりなにうよるべそあと
）11→（るす入購をスパーリフ各
、はどな」場広くわくわのロマ「 ・



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
もどせません。

広場メニュー画面で「ガイド」→「オプ
ション・設定」→「セーブデータ」の順
に選びます。

※ 「ヒクダス工房」（→10）では、つくっ
たヒクダスやもらったヒクダスを自分で
セーブできます。

「はじめてコーナー」をクリアしたり、
ヒクダスをクリアしたりすると、自動的
に進行状況がセーブされます。

るすブーセをターデ

す消をターデ



。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 操作方法

※ 一部のヒクダスでは使用できません。

／動移

プンャジ

むかつをクッロブ

／で態状だ
んかつをクッロブすか動をクッロブ

しどもきま

）ムーズで
＋（／＋すたわ見

／※転回右
／転回左のラメカ

示表非／示表
のーュニメズーポ

。すまきで認確を法方作操いしわく
、とぶ選に順の」る見をたかびそあ「

→」ドイガ「で面画ーュニメ場広

。すまきで更変とぶ選
に順の」定設さうそ「→」定設・ン
ョシプオ「→」ドイガ「は法方作操 ※



9 ヒッパランド

引き出したブロックを足場にして進み、
ゴールへたどり着くとクリアです。ブロ
ックは最大2マス分まで引いたり押した
りできます。

※ 「はじめてコーナー」ではヒクダスが選べ
ません。

※ フリーパスを購入した広場でのみ、ヒク
ダスを選べます。

あそぶヒクダスを
びます。クリアす
と、あそべるヒク
スが増えていきま

❹
❺

❸

❷
❶

ぶ選をスダクヒ

。す
ダ
る
選

たかびそあのスダクヒ



※ 広場によって、操作するキャラクターは
異なります。

操作するキャラクターです。

※ 「あきらめて次へ」は「マロのわくわく広
場」でのみ選ぶことができ、その中でも

「パズルブロック1‐6」から選べるよう
になります。

を押すと、ヒクダスを中断した
り広場にもどったりできます。「あきら
めて次へ」を選ぶと次のヒクダスへ進め
ます。

をタッチして上下にスライドすると、
上画面でカメラがズームイン／ズームア
ウトします。

ジャンプして踏むと、ブロックが最初の
状態にもどります。

ま が表示されます。はた

ルーゴ ❷

チッイストッセリ ❸

地在現のロマ ❹

ムーズ面画 ❺

。すまし場登がけかしなまざまさ
、とくいてえ増がスダクヒるべそあ

ーュニメズーポ

ロマ ❶





10 ヒクダス工房

データが保存されていない場所を選んで
「新しくつくる」をタッチします。2種
類のモードから選ぶことができます。

※ 「ヒクダス工房」は基本的にタッチペンで
操作します

※ クリアしたヒクダスに 、QRコード
にできるヒクダスに が表示されま
す。

フリーパスを1つ
も購入するとあそ
るようになりま
自分だけのオリジ
ルヒクダスをつく
たり、QRコー

（→14）を読み取ってほかの人がつくっ
たヒクダスであそんだりもできます。

※ 広場でオブジェのヒクダスを1つあそぶと
選べるようになります。

オブジェモード
おくゆきのある立体的なヒクダスをつく
れます。

※ ヒクダス工房で、ヒクダスを10個以上保
存すると、大きなヒクダスがつくれるよ
うになります。

イラストモード
平面的で大きなサイズのヒクダスをつく
れます。

たかりくつ

ド
っ
ナ
。す

べ
で

は
は

。

るくつをスダクヒ



ヒクダスが保存された場所を選んで「あ
そぶ」をタッチします。

をタッチしてから確認したい場所を
タッチすると、説明が表示されます。

※ 「ためす」をタッチすると、つくっている
ヒクダスをためしにあそべます。

キャンバスをタッチしてブロックやしか
けなどを置きます。つくりおえたら「お
わる」をタッチしてセーブします。

❶
❸

❷

ルーツ ❶

プルヘ ❷

スバンャキ ❸

ぶそあでスダクヒ



※ 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

ヒクダスが保存された場所を選んで「へ
んしゅう」をタッチするとつくりかえる
ことができます。「消す」をタッチする
と消去できます。

す消／
うゅしんへをスダクヒ

。んせませども
に



11 フリーパスを購入する（有料）

フリーパスを持っていると、各広場に入
ってあそぶことができます。フリーパス
は、インターネットを通じて各広場の入
口で有料にて購入できます。

※ 事前に「法令に基づく表示」を確認して
ください。

2. 「買う」を選ぶと、案内ロボ「パポ」
からフリーパスを購入できます。

1. 広場メニュー画面であそびたい広場
を選びます。

順手作操



・ 購入したフリーパスはSDカードに保
存されます。

・ 購入したフリーパスは、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。ほかの本体にSDカードを
差し込んでも使用できません。

※ 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ソフトは
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。

・ 一度購入したフリーパスは、消去し
ても無料で再ダウンロードできます。

・ 購入したフリーパスの返品・返金・
交換はできません。

・ フリーパス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。

意注ごるす関
に入購ツンテンコ加追



※ 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、ニンテ
ンドーeショップの「設定・その他」か

フリーパスを購入するには、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。
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。

るす加追を高残

。すまえ行
ら



12 すれちがい通信

※ 表示されたお気に入りのヒクダスが、フ
リーパスを持っていない広場のものだっ
た場合、その広場のフリーパスを購入で
きます。

お気に入りのヒク
スを選ぶと、上画
に詳細が表示され
す

お気に入りの見かた

広場メニュー画面で「ガイド」→「おま
け」→「すれちがい」の順に選びます。

広場でヒクダスをクリアしたときに、そ
のヒクダスをお気に入りに登録すること
ができます。

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、お気に入りに登録し
たヒクダスの情報を自動的に送ったり受
け取ったりできます。

）信通いがちれす（
るす換交をり入に気お

るす録登にり入に気お

る見
をり入に気おたっ取け受

。
ま
面
ダ



・ 広場のヒクダスをクリアしたときに「お
気に入り」を選ぶ。

・ 広場メニュー画面で「ガイド」→「おま
け」→「すれちがい」の順に選ぶ。

以下の方法ですれちがい通信を登録でき
ます。

HOMEメニューの「本体設定」で、
「データ管理」→「すれちがい通信管理」
→「引ク出ス ヒッパランド」→「す

るめ
やを」信通いがちれす「

。すまび選に順の」るめやを信通いがち
れ

るす録登
を」信通いがちれす「



13 いつの間に通信

※ やめるときは「OFF」に設定します。

広場メニュー画面で「ガイド」→「オプ
ション・設定」→「プレイ状況送信」の
順に選び、「ON」に設定します。

プレイ状況を送る場合

※ やめるときは「OFF」に設定します。

広場メニュー画面で「ガイド」→「オプ
ション・設定」→「いつの間に通信」の
順に選び、「ON」に設定します。

おしらせを受け取る場合

※ 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。

ゲームをあそ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、ソフトの
おしらせを受け取ったりプレイ状況を任
天堂に送信したりします。

）信通に間のつ
い（る送を況状イレプ
／る取け受をせらしお

るす用
使を」信通に間のつい「





14 QRコード

「ヒクダス工房」でデータの保存された
場所を選び、画面右上の「QRコード」
をタッチします。

QRコードを読み取ることによってヒク
ダスをもらったり、つくったヒクダスを
QRコード化してほかの人にあそんでも
らったりできます。

るくつをドーコRQ

意注ごのきとるくつをドーコRQ

）40NIN001\MICD：例（
。すまれ

さ存保に内ダルォフ」MICD「の
ドーカDS、てしと像画GEPJは
ドーカスダクヒむ含をドーコRQ ・

。んせまきではとこるす
化ドーコRQ度再りたえかりくつ
、はスダクヒの」ドーモェジブオ「

たし存保てっ取み読をドーコRQ ・
。んせまきではとこるす化ドー

コRQりたえかりくつて」しだび
よ「はスダクヒるいていつが ・
。すまれさ示表がはにスダクヒ
るきで化ドーコRQ。すまきでが
とこるす化ドーコRQ、みのスダ
クヒたしアリクで」ぶそあ「度一 ・



SDカードの「DCIM」フォルダ内に保
存されているヒクダスカードのQRコー
ドを読み取ります。ヒクダスカードを選
ぶと、上画面にヒクダスが表示されま
す。「はい」を選ぶとヒクダス工房に保
存できます。

2. カメラで読み取るか、SDカードに保
存されたQRコード（ヒクダスカー
ド）で読み取るかを選びます。

1. 「ヒクダス工房」でデータが保存され
ていない場所を選び、画面右下の

「QRコードを読む」をタッチします。

以下の手順でQRコードを読み取ります。

ヒクダスのQRコードが
クの中におさまるよう
ニンテンドー3DSシリ
ズ本体のカメラを向け
す

※ １枚のヒクダスカードに２つ以上のQRコ
ードが含まれる場合は、ゲーム上のメッ
セージの指示にしたがって、順番に読み
取ってください。

る取み読でラメカ

。
ま
ー
に
ワ

る取み読をドーコRQ

る
取み読でドーカスダクヒ





15 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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