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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。

© 2016 Nintendo
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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copy of this software and associated
documentation files (the "Software"),
to deal  in the Software without
rest r ic t ion,  inc luding w ithout
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
KIND,  EXPRESS  OR I MPL IED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTI CULAR 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 amiiboとは

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。

※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。

。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

の

は



amiiboに関するご注意
●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。



3 どんなゲーム？

『ミニマリオ ＆ フレンズ amiiboチャレ
ンジ』は、ミニマリオやミニピーチなど
自動で歩くトイキャラクターを、タッチ
操作でゴールまでみちびくパズルアクシ
ョンゲームです。

。すまりあが要必
るせさ場登をータクラャキイト、でん
込み読を）8→（obiimaはにめたぶ遊

すまび遊てっ使をobiima



4 ゲームの始めかた

タイトル画面
「ゲームをはじ
る」をタッチし
あと、下画面
amiiboをタッ
すると、トイキ
ラクターが現れてゲームが始まります。

ャ
チ
に
た
め
で

。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



5 データのセーブ（保存）と削除

データの削除

HOMEメニューで『ミニマリオ ＆ フレ
ンズ amiiboチャレンジ』を選んだあと、
タイトル画面が表示されるまでの間、
＋＋＋を押し続けると、すべての
セーブデータを削除できます。
※ データを削除するときは、内容を十分

にご確認ください。削除したデータは
元にもどせません。

データのセーブ

ゲームの進行状況はステージをクリアし
たときに、自動的にセーブされます。

。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 ステージを選ぶ

ステージ画面の見かた

ステージをタッチ
るか、／でト
キャラクターを動
してを押すと、ス
ージを選べます

※ 一部を除いて、ほとんどの操作をタッ
チペンで行います。

。すまべ遊
でータクラャキイトるす応
対、み込み読をobiimaの別

。すまきで認確をプルヘ

。すま
せ渡見をドルーワで／
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タッチ操作でセットできるしかけ（→9）
の種類と数です。

取る は1ポイント は5ポイント
になります。一定のポイントを集めると、
特別なスターワールドステージがオープ
ンします。
※ スターワールドステージは11個あり、

すべてのメインステージをクリアした
あと、ポイントに応じてオープンしま
す。

、と

2 スパobiima

4 報情のけかし

7 ）7→（アドobiima

6 ）7→（アドルーゴ

3 ータクラャキイト

5 ムイタり残

1 アコス



7 ステージの進めかた

タッチペンでしかけをセットしたり外し
たりして、トイキャラクターを誘導しま
す。トイキャラクターをタッチすると加
速できます。広いステージで をタッ
チするか、／で画面をスクロールで
きます。

すべてのトイキャラクターが
れます

ステージクリア

ステージにはゴールドアやamiiboドアが
あります。トイキャラクターがドアに入
るとクリアです。
※ クリアすると、選べるステージが増え

ます。

高くジャンプしたり敵を飲み込んだりと、
トイキャラクターはそれぞれ異なるアビ
リティを持っています（→8）。

すか活を
ィテリビアのータクラャキイト

アドルーゴ

。
入

は

。すまめ込
み読をobiimaの別、とるすチッタを

。すまき開とす押を

ーュニメズーポ



以下のときにゲームオーバーとなり、ス
テージをやり直します。
・トイキャラクターが、敵や、はりブロ

ックに触れる。
・残りタイムが0になる。
・トイキャラクターが穴に落ちる。

ゲームオーバー

顔の表示されたトイキャラク
ーだけが入ることができ、専
のステージに進めます

アドobiima

。
用
タ



8 トイキャラクターのアビリティ

amiiboを読み込むと、異なるアビリティ
を持った以下のトイキャラクターで遊べ
ます。

obiima応対
オピノキ

オピノキニミ

。すま
れ通を間きすなさ小でん縮

ィテリビア

obiima応対
チーピ

チーピニミ

。すまれ
渡てい浮らな離距のしこす

ィテリビア

obiima応対
ジーイル

ジーイルニミ

。すまきでプンャジく高
りよータクラャキイトのかほ

ィテリビア

obiima応対
オリマ

オリマニミ

。すまきでがプンャジ壁
ィテリビア



obiima応対
ーシッヨ

ーシッヨニミ

。すまめ込み飲を敵の部一
ィテリビア

obiima応対
グンコーィディデ

グンコーィディデニミ

。んせ
まめかつは場足るあにさ高じ
同と前下落。すまれが上い
はでんかつを場足に中下落

ィテリビア

obiima応対

.rJパック

.rJパックニミ

。すま
きで動移を上のクッロブりは

ィテリビア

obiima応対
パック

パックニミ

。すましをプンャジけつみ
踏、にきとるち落らかケガ

ィテリビア

obiima応対
グンコーキンド

KDニミ

。すまれが上けかを坂な急
ィテリビア



※ 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（amiibo）を使っても、ミニマリオ
で遊べます。

※ 対応amiiboの詳細は、任天堂ホーム
ページ（http://www.nintendo.co.
jp/amiibo/）をご覧ください。

obiima応対
obiimaの外以記上

クッペスニミ

。んせまりあ
ィテリビア

obiima応対
コチ&タッゼロ

タッゼロニミ

。すまきでがプ
ンャジーパースでばその壁

ィテリビア



9 しかけ

トッベリつこってドッレ

。すま
れ作を場足、てしトッセを
）（ツーパつこってドッレ

んかどプーワ

。すまきて出
らかんかどの色じ同とる入

ーマンハ

。すまき
でりたしに効無くらばしを
けかしの部一、りたし倒を
敵りたし壊をクッロブわい

グンリプスプンャジ横

。すませさプン
ャジに横をータクラャキイト

チッイスドッレ

。すましりたっなに）（フ
オりたっなに）（ンオが
クッロブドッレにびたむ踏

。すまりなにフオ／ンオが
クッロブたし応対、とむ
踏をチッイスの色のかほ ※

グンコスカーサ

。すまげ投
り放に上をータクラャキイト

クッロブわい

。すまれ壊、とるすり
たれ触がーマンハやータク
ラャキイトたりおり滑を坂



※ しかけはほかにもあります。

ーャチンラグッエ

。すまげ上ね跳、てえ
変にごまたをーシッヨニミ

コッロト

。すまし動移で
ん込り乗がータクラャキイト

ドッパトスーブ

。すまし速加
に的時一がータクラャキイト

んかどえかけつ

。すまきて出らかんかどえか
けつ、たい置に所場のかほ
、とる入。すまきでりたし外

りたしトッセで作操チッタ



10 プレイ状況を送信する

でいつの間に通信の「ON／OFF」の
変更ができます。

いつの間に通信」の設定を変更
する

ゲームをプレイする際に、いつの間に通
信を使用して、プレイ状況を送信するか
を聞かれます。「はい」を選ぶと、いつ
の間に通信を設定して、プレイ状況を送
信します。

いつの間に通信」を使用する

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、自分のプレ
イ状況の記録を任天堂に送信できます。
いただいた記録は、今後の商品開発に活
用させていただきます。

プレイ状況を送信する（い
つの間に通 ）信

「

「



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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