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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。

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。

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 Genius Sonority Inc.

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

要重
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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
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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。
■GameMonkey Script
Copy right  (c)  2003 Auran
Development Ltd.
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 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



CTR-N-KRXA-00

OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE.



2 インターネットでできること

※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
てチェックイン（→11）を行い、プレゼ
ントやおしらせなどを受け取れます。ま
た、有料でホウセキを購入する（→12）
こともできます。

。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



●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
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。

インターネットに関するご注意



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
ホウセキの購入を制限できます。

●他のユーザーとのすれちがい通信
すれちがい通信でキャラクターを交換す
る機能を制限できます。



4 どんなゲーム？

『ポケとる』は、同じポケモンを3匹以
上そろえて消していくパズルゲームで
す。パズルでポケモンとバトルし、モン
スターボールで仲間をたくさんゲットし
ましょう。
インターネットを使うとめずらしいポケ
モンと出会えるイベントを楽しんだり、
プレゼントを受け取ったりできます。

。）21→（すまりなと料有、は合場
るす加追を」キセウホ「ムテイアる
け助を行進ムーゲ、がすまけだたい
みし楽お分十もで料無はムーゲのこ



5 データのセーブ（保存）と消去

※ データを消去すると、手に入れたホウセ
キ（購入したものも含む）も消えます。
消えたホウセキ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。

3. 「ポケとる」で「消去」を選んで消去
します。

2. 「ニンテンドー3DSデータ管理」→
「ソフト管理」を選びます。

1. HOMEメニューで「本体設定」→
「データ管理」を選びます。

データを消去するときは、ソフト自体を
消す必要があります。以下の手順で消去
できます。

ステージをクリアしたときや、ライフや
コイン、ホウセキを使ったときにゲーム
の進行などが自動的にセーブされます。

）存保（ブーセのターデ

去消のターデ



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

。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

❶ ライフ

ステージを遊ぶたびに1つへります。
ライフが0のときは、遊べません。
※ ライフは一定時間たつと1つかいふく

します。
※ 5つ以上あるときはかいふくしません。

❷ コイン

アイテムなどを買うときに使います。

❸ ホウセキ（→12）

❹ サポートポケモン

ステージに連れて行くポケモンです。

❺ ステージ

※ ゲットしたポケモンに がつきま
す。

※ ゲームを進めると、ひょうじされるもの
がふえていきます。

タッチしてステージを選びます。ステー
ジを選ぶと、じゅんび（→7）をしてポ
ケモンとバトル（→8～10）します。

❾

❽

❼

❻
❺

❸❷❶

❹

は



❻ クリアランク

ステージをクリアしたときのせいせき
です。S、A、B、Cでひょうじされま
す。

❼ チェックイン（→11）

❽ オプション

すれちがい通信のせっていやパスワー
ドの入力、サポート番号（→12）の
確認などができます。

❾ ショップ

ホウセキをライフやコインとこうかん
します。
※ ホウセキを購入する（有料）こともで

きます（→12）。



7 バトルのじゅんびをする

※ メガシンカ（→10）できるポケモンを先
頭にセットするとメガシンカできます。

ポケモンをオレン
色のワクにスライ
し、「セット完
！」をタッチし
す をタッチ
ると、ポケモンを
んさくしてセットできます。

「おまかせ」をタ
チすると自動で

をタッチする
自分でセットし
す。セットが終わ
たら「ゲームプ
イ」を選び、アイテムを買う画面へ進み
ます。

サポートポケモンをセットしたり、アイ
テムを買ったりしてじゅんびをします。

るす
トッセをンモケポトーポサ
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っ
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タッチして買うア
テムを選びます

「スタート！」を
ッチすると、バト
がはじまります

けんさくしてセットする
4つのじょうけん
選んで「けんさ
をタッチします

じょうけんをリセットしま
す。

つめる／
つめない

「つめない」にすると、ゲッ
トしていないポケモンのシ
ルエットもひょうじします。

↑／↓ けんさく結果のならびかた
を変えます。

。
」く

を

う買をムテイア

。
ル
タ
。
イ



8 ステージ画面の見かた

❶ 現在のステージ

❷ スコア

❹ パズルエリア

❸ のこり手かず

ポケモンを動かせる回数です。

❺ ゲージ

ゲージにひょうじされたポケモンを
消すとふえ、満タンになるとメガシン
カ（→10）します。

❼ やせいのポケモンのHP

こうげきするとへります。

❻ こうげきまでの手かず

ポケモンを動かすとへり、0になると
パズルエリアのポケモンがオジャマ

（→10）や別のポケモンに変えられて
しまいます。

❶

❼

❻

❹

❸
❷

❽

❺



❽ ポーズメニュー

ゲームをちゅうだんして、ステージ
から出ることができます。
※ ステージから出ても、使ったライフや

コイン、ホウセキは元にもどりません。



9 ステージの遊びかた

※ 失敗しても、コインを払うとスーパーボ
ールで再チャレンジできます。

※ ゲットできなくても、次のステージに進
めます。

クリアすると、ボー
を投げてポケモンを
ットします。のこり
かずが多いほどゲッ
しやすくなります。

ポケモンとパズルでバトルをします。ポ
ケモンを動かして消すと、のこり手かず
が1へります。

※ 制限時間内にHPをなくすとクリアになる
ステージもあります。

のこり手かずが0になるまでにポケモン
のHPをなくすとステージクリアです。

アリクジーテス

ちんけいけとンイコ

。すまえらもがちんけいけに
め多、れさじうょひがはンモケ
ポたえ与をジーメダ番一。すまえら
もがちんけいけとンイコは後アリク

ト
手
ゲ
ル

るすトッゲをンモケポ



※ ホウセキを使うと、コンティニューして
続きをプレイできます。

※ のこり手かずがあると、スコアへのボー
ナスが発生します。コンティニューをし
た場合は、のこり手かずがあってもボー
ナスは発生しません。

のこり手かずが0になってもポケモンの
HPが残っていると、ゲームオーバーで
す。 

ーバーオムーゲ



10 ポケモンの消しかた

メガストーン ）を
ったポケモンを消すとゲ
ジがたまり、満タンにな
とメガシンカします。ポ
モンごとにさまざまな効
があります。

ポケモンをタッチしてス
イドし、タテかヨコに同
ポケモンを3匹以上そろ
ると消せます

十字やL字にそろえたり、落ちてくるポ
ケモンを利用して連続で消すと、コンボ
になります。

ボンコ

。
え
じ
ラ

果
ケ
る
ー
持（

カンシガメ



オジャマは、となりあっ
いるポケモンを消すとい
しょに消すことができ
す。

ま
っ
て

たかし消のマャジオ

はとマャジオ

。すまりあもマャジオいなせ消 ※
。すまい

いとマャジオをどな岩いなせ消もて
えろそつ3、ずせか動でンペチッタ



11 チェックイン

インターネット通信を利用して、ソフト
のデータやプレゼントなどを受け取るこ
とができます。

※ チェックインでプレゼントを受け取れる
のは1日1回です。

※ チェックインはゲームを進めるとできる
ようになります。

ステージセレクト
面の「チェック
ン」をタッチす
と、ライフやホウ
キを受け取った
めずらしいポケモ
と会えるイベントが発生したりします。

）信通トッネータンイ（
る取け受をどなトンゼレプ

ン
、り

セ
る
イ
画



12 ホウセキを購入する（有料）

3. ホウセキに関する注意事項を確認し
て「つぎへ」を選んでください。

2. 「はい」を選んでニンテンドーeショ
ップへ移動し、ホウセキをいくつ購
入するか選びます。

1. ステージセレクト画面 の
順にタッチします。

※ 引換券を入力することもできます。

操作手順

※ 事前に「法令に基づく表示」を確認し
てください。

4. ホウセキの個数と代金を確認して
「購入する」を選びます。

5. もう一度「購入する」を選びます。

ちいさいおこさまは、かならずおとなの
かたといっしょにおよみください。
インターネット通信を利用して、ホウセ
キを購入します。

はとキセウホ

。すまきで
もとこるすイレプらかき続、てっ使
にきとたっなにーバーオムーゲ。す
でムテイアいしらずめるきでんか
うことフイラやンイコ、はキセウホ

法方入購のキセウホ

→で



● 1ヶ月に1万円まで購入できます。
● ホウセキは150個まで持てます。
● 150個を越えてホウセキをご購入い

ただくことはできません。
● ゲーム内で150個を越えるホウセキ

を手に入れたときは、越えた分のホ
ウセキは破棄されます。あとから手
に入れることはできません。

● ホウセキ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。

● ホウセキは、ゲーム内の演出のため
に用いられるものであり、当社が提
供する特定の商品またはサービスと
交換できる場合であっても、財産的
な価値を有するものではありません。

● ホウセキは現状のままで、当社の定
める条件にしたがって提供されるも
のであり、利用者は何らの権利を保
有するものではなく、その内容、品
質等について当社は責任を負いませ
ん。

● 法令により特に認められる場合を除
き、ホウセキの返品、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。

● ホウセキは、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
注ごるす関に入購のキセウホ



ステージセレクト画面 →「サポー
ト番号」の順にタッチして、お客様の

「サポート番号」をご確認の上、お問い
合わせ先（→14）よりお問い合わせく
ださい。
※ サポート番号は「チェックイン」を行う

と発行されます。

ホウセキを購入するには、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。
※ 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」から
行えます。

るす加追を高残

はと号番トーポサ

。すまりあがとこるなに要必
に際のせわ合い問お。すで号番るな
と証るあで主ち持のターデムーゲ本

ていつにせわ合い問お

で



13 すれちがい通信

ステージセレクト画面 →「せって
い」の順にタッチして、「すれちがい通
信」のこうもくを「ON」にします。
※ やめるときは「OFF」にします。

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、自動的にプレイ記録
をこうかんします。

）信通いがちれす（
るすんかうこを録記イレプ

るめじはを」信通いがちれす「

で



14 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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