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3枚つなげた紙を、横に半分に折ります。

※半分に折った紙を、裏側でのり付けするとじゃばらに折りやすくなります。

半分に折った紙を、じゃばらになるように折っていきます。

完成！

カットラインで切った3枚の紙を、のりで貼ってつなげます。ダウンロードしたPDFを

A4用紙にプリントアウトしてください。

右記の手順で組み立てると、

ソフトのカードケースに収納できる

小さなパンフレットができます。

はさみやカッターを使いますので、小さいお子様が工作される際には
怪我をされないよう、保護者の方も一緒に行ってください。

保護者の方へ

パンフレットの作り方
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古代文字のメモを

確認する、大海原の

海図をひらく

ヘルプ

移動

地面を掘る、

海に潜る

カミッペラ

メニュー

アイテム

オリビアヒント

ジャンプ

ハンマー

ごあいさつ

ピーチ
ルイージ

世 界 の 歩 き 方
私たちの住んでいる、

ここ、ペーパーな世界には

ピーチ城にキノピオタウン、

真っ赤なお山、広いさばく、

青い海にテーマパークなど

さまざまな景色が広がっています。

この冊子では、

タウンの楽しいイベントや

オススメの観光スポットを

私がご紹介します。

旅のおともに

お持ちくださいね。

ようこそ、カミでできた世界へ ―

＊特定のコースでのみ使えます

あちこちハンマーでたたいて

調べてみるといいよ。

こんにちは、
タウンの大博物館の館長です。
こんにちは、
タウンの大博物館の館長です。

ロビーに展示していた潜水艇・マリン号。
それには、こんな言い伝えがありました。

話ははるか昔、古代にまでさかのぼります。
当時、ヤケスナ砂漠のキノピ王朝を
おさめていたのはキノピ王でした。
キノピ王は温泉が大好きで、
年に一度の慰安旅行で必ず、てんくう
スパーランドを訪れるほどだったそうです。

スパーランドに行くためには
大海原にある試練をクリアする必要があり、
そのためには、潜水艇・マリン号が
かかせませんでした。
つまり、マリン号はてんくうスパーランドが
用意した、送迎用潜水艇だったのです。

ロビーに展示していた潜水艇・マリン号。
それには、こんな言い伝えがありました。

話ははるか昔、古代にまでさかのぼります。
当時、ヤケスナ砂漠のキノピ王朝を
おさめていたのはキノピ王でした。
キノピ王は温泉が大好きで、
年に一度の慰安旅行で必ず、てんくう
スパーランドを訪れるほどだったそうです。

スパーランドに行くためには
大海原にある試練をクリアする必要があり、
そのためには、潜水艇・マリン号が
かかせませんでした。
つまり、マリン号はてんくうスパーランドが
用意した、送迎用潜水艇だったのです。

キャプテン・ピオとマリン号
ところがある日、このマリン号が
盗まれてしまいます。
盗んだ犯人は、温泉好きのキノピ王に、
マリン号を返してほしければ
自らを王にしろと要求しました。

しかしキノピ王はおどしに屈することなく、
逆に犯人をさがし出して捕らえます。
が、かんじんのマリン号は見つけられず。
おかげで空への道は、
長きにわたり閉ざされてしまったのでした。

それが年月を経てぐうぜん発見され、
大博物館に展示されることになったのです。
いやあ、ロマンですね！
私、土管の次に潜水艇が好きです！

ところがある日、このマリン号が
盗まれてしまいます。
盗んだ犯人は、温泉好きのキノピ王に、
マリン号を返してほしければ
自らを王にしろと要求しました。

しかしキノピ王はおどしに屈することなく、
逆に犯人をさがし出して捕らえます。
が、かんじんのマリン号は見つけられず。
おかげで空への道は、
長きにわたり閉ざされてしまったのでした。

それが年月を経てぐうぜん発見され、
大博物館に展示されることになったのです。
いやあ、ロマンですね！
私、土管の次に潜水艇が好きです！

ご案内はここまでです。
では、私たちの世界を
心行くまで楽しんでね。

カフェに行くことができるの。

センサー研究所の出張所や……

キノコ型の扉を見かけたら、
入ってみてはどうかしら。ペーパーな

世界の歩き方
3

4

館長キノピオ
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入り口でもオリガミがみなさ
まをお出迎え。

カラフルでかわいいわね。

キノピオタウンで一番楽しいイベントのひとつが、
オリガミまつりです。

タウンの家々をオリガミでかざりつけて、
みんなの健康と幸せをおいのりします。

おまつりの夜には、
印象的なフィナーレが待っているの！

バトルをラクに進めたい？
気分をちょっと変えたい？

そんな時は
アクセサリー屋へ！

世界をめぐる際には
ショップにお立ち寄りを。
強力な武器や、お役立ち
アイテムを置いています。

ピーチ城の前に広がるキノピオたちの町です。
全部の施設に行ってみるのがおすすめよ。

夜には、オリガミ
の

モニュメントが

ライトアップされ
て

とてもきれい。

目玉はなんと言っても、

とくべつなオリガミの……

ふふ、あとはヒミツです。

ぜひ、実際にごらんくださいね
。

オリガミまつりと
観光スポット

アクセサリー屋

バトル研究所

大博物館

ロープウェイ

ショップ

⬆ピーチ城へ

港へ➡

01 キノピオタウン02
Spot 01

Spot 03

おいしいものが
いっぱいの屋台も
ならびます。

Spot 02

アクセサリー屋
キノピオ

ショップ店員
キノピオ

ピクニックロードにあるセンサー研究所よ。

キノピオレーダーなどの発明で有名ね。

島で腕試しに

挑んだり……

海にもぐったり

するのも素敵ね。

Spot 03

Spot 02
大型遊覧船、

プリンセスピーチ号。

私の名前をつけて

くれているなんて

ちょっと照れくさいわね。

この海、キリがすごいことでも
　有名なんです。そういう時でも、
　海図があると安心です。

　え、船の名前？　それは……
　やっぱりヒミツです！　言えません！

これは、キレにきく湯。

Spot 01

こっちは折れにきく湯ね。

Spot 02

他にもスパーランドには

こんなところも。

とても大きくて

気になる木ね。

ところでみなさんは気がついたかしら？
スパーランドにいるキノピオたちのかっこ

う。
実は、大海原にあるキノピオの石像は
その昔、てんくうスパーランドの
キノピオたちが置いたと言われているの。
スパーランドは砂漠の古代王朝とも
交流があったそうだけど、海と空、
砂漠が仲良しだったなんて不思議ね。

Spot 03

巨大な温泉アミューズメントパーク。
なんと、雲の上にあるの。

キレ、折れなどいろんな症状にきく
お湯がそろっているそうよ。

てんくうスパーランド 07いらっしゃいませ！
ぜひ、温泉で日ごろの
疲れをいやしてください。

バトルの練習ならバトル研究所がいいみたい
。

キノピオタウンにあります。

その他のスポット 08

1

2
船長キノピオ

温泉スタッフキノピオ
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お腹がすいたら

2Fのレストランへ

どうぞ。

Spot 03

私のオススメはシュリケン投げです。
クリアすると景品を差し上げますよ。
「投げる」にちなんだアレとか。

川で釣りをするのも

いいわね。

ナイスプクプク、マリオ！

Spot 01
Spot 01

かわいいおチビちゃんね。
私もおやつを
あげてみたいわ。

Spot 03

Spot 02
キノピオタウンから、ピクニックロードを
登っていった先にあるお山です。
ちょうじょうの高いタワーからは、
遠くの火山も見えるんですって。

山登りが苦手な方は、ロープウェイで行くのはいかが？

ミハラシ山03

ミハラシタワーには
エレベーターが
あるので、
4Ｆ展望フロアまで
スイスイ行けます。とってもラクチンね。

Spot 02
忍者やしきには

シカケがいっぱい。

無事に脱出

できるかしら？

自慢の気まぐれ料理をめしあがれ！
ところで大きな声では言えませんが、

このレストラン、
たまにアレが出るんです。
棚の中とか、壁とかに……。

楽しいショーとアトラクションで
大人気のテーマパークよ。

レンタル衣装を着てねり歩くと
気分はまるで、OEDOの住人ね。

りっぱな大劇城。
中は全4階のタワー式
劇場になってるんですって。
4つも演目を見られるなんて、
オトクね。

入場パスは2種類

町人パス 2400両（1回きり）
お大名パス 9800両（何度でも）

OEDOランド04

あら、そう言えば背中に
ついているものって
もしかして？

砂漠の移動はブーツカーが便利よ。

あなたもカッ飛ばしてみてはいかが？

Pick Up !

高くそびえる不思議な塔。
かくされた謎を解き明かすと……。

Spot 01壁画もその名残かしら。

全部読んでみたいわね。

Spot 03

古い遺跡がぽつぽつと残る砂漠です。
ここに「キノピチュ」が眠るなんてミステリアスね。

Thank you !

ヤケスナ大砂漠 05

これがそのキノピオ像。
手に持つ石板が、パラダイス
への道につながるんですって

。

Spot 01

青くて広い海。あちこちに島と、
キノピオ像とがあります。

大海原 06

Spot 02
オアシスのホテルは
宮殿を改装した
ものなのだそう。

私は日夜、砂漠で
古代人の研究にはげんでいる。
古代文字ならお手のものだ。

穴掘りも得意だぞ。

考古学者キノピオ
シェフキノピオ

スタッフキノピオ
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