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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。

 警告
●ゲームカードを小さいお子様の手の届く

場所に置かないでください。誤って飲み
込む可能性があります。

使用上のおねがい
●直射日光の当たる場所、高温になる場

所、湿気やホコリ、油煙の多い場所での
使用、保管はしないでください。

●プレイ中にゲームカードを抜き差ししな
いでください。

●ひねったり、叩きつけるなど乱暴な取扱
いをしないでください。

●衣類などと一緒に誤って洗濯をしたり、
液体をこぼしたり、水没させたり、濡れ
た手や汗ばんだ手で触ったりしないでく
ださい。

●端子部に指や金属で触ったり、息を吹き
かけたり、異物を入れたりしないでくだ
さい。

ゲームカードをご利用の場合、以下の点に
注意してください。

ゲームカードに関するご注意

の



●分解や改造をしないでください。
●シンナーやベンジンなどの揮発油、アル

コールなどではふかないでください。清
掃は乾いた布で軽くふいてください。

●ゲームカード、カードケースにはプラス
チック、金属部品が含まれています。廃
棄する場合は各自治体の指示に従ってく
ださい。

© 2016 コーエーテクモゲームス

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。

本製品には、一部の文字を除きシャ
ープ株式会社のＬＣフォントを使用

しております。ＬＣＦＯＮＴ、エルシーフ
ォント及びＬＣロゴマークはシャープ株式
会社の商標です。

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。
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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



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（タッチスクリーン）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（タッチスクリーン）

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 ユーザーコンテンツについて

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。

●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。

ユーザーコンテンツに関するご注意

●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。

●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。
- 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。

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。



- 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。

●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。

●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。



4 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

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す
ると、次のことがお楽しみいただけます。
・アドベンチャーモードで特別なバトルを
プレイ
・いつの間に通信の使用
・追加コンテンツの購入

。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



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。



5 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
追加コンテンツ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、アドベンチャーモー
ドで特別なバトルをプレイできるように
なる機能を制限できます。

●他のユーザーとのインターネット通信
インターネット通信を利用した機能（特
別なバトル）を制限できます。



6 どんなゲーム？

メインとなる「レジェンドモード」では、
シナリオとキャラクターを選んでバトルに
挑戦します。
次々と発生するミッションを成功させて
バトルに勝利し、キャラクターをより強く
成長させながら、ストーリーを進めていき
ましょう。

うタクティカルアクションゲームです。
一騎当千の勇者リンク、ハイラルの王女ゼ
ルダ、そして二人のもとに集まった仲間た
ちを操作して、他の仲間と協力しながらハ
イラル王国を救うために冒険します。

戦で界世のズーリシ』説伝のダルゼ『、は
』ズータスルーオルライハ 双無ダルゼ『



7 はじめかた

タイトル画面で何かボタンを押すとモー
ドセレクト画面が表示されます。
※はじめて遊ぶときは、最初にセーブデータを

作成します。

トクレセドーモ

。すまし作操でンーリクスチッタとンタボ



再開
途中セーブしたところか
ら遊ぶ

レジェンドモード 物語に沿って遊ぶモード

フリーモード
シナリオと操作キャラク
ターを自由に選んで遊ぶ
モード

アドベンチャー
モード

バトルでマップを広げな
がら進むモード

マイフェアリー
バトルをサポートしてく
れるマイフェアリーを育
てるモード

ギャラリー 集めたイラストや獲得し
たメダルなどを見る

環境設定
プレイ環境などを設定す
る

※レジェンドモードを進めると、選べるモード
が増えます。

※再開は、途中セーブをしているときだけ選
べます。

。すまいてし応対みのLL SD3
ードンテンニweN／SD3ードンテン
ニweN、は能機示表D3のトフソのこ



8 データのセーブ（保存）

バトル中にSTARTを押すと表示されるポ
ーズ画面から「途中セーブ」を選ぶと、
その時点の状態をセーブできます。ゲー
ムをやめて次に再開するときは、モード
セレクト画面で「再開」を選びます。

。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●

ブーセ中途

。すまれさブーセに的動自が況状行進の
ムーゲ、とるす利勝にルトバでドーモ各



9 シナリオを選ぶ

「操作可能キャラクター」の中 が付い
ているキャラクターは、そのシナリオで
有利に戦える「おすすめキャラクター」
です。
シナリオごとに設定されている「有効属
性」が付いた武器を持っているため、バ
トルのときに敵に与えるダメージが大きく
なります。

リオとキャラクターを選びます。

レジェンドモードでバトルに勝利すると、
選べるシナリオが増えます。レジェンド
モードでクリアしたシナリオは、フリー
モードでも選べるようになります。

ナシるすイレプ、で面画トクレセオリナ
シ、はでドーモーリフ・ドーモドンェジレ

で

ータクラャキめすすお



表示されているキャラクターでプレイす
ると ハートの器（体力を１個分増や
す）や ハートのかけら（４つ集める
とハートの器になる）を入手できること
があります。

表示されているキャラクターの武器でプ
レイして、一定の条件を満たすと「黄金の
スタルチュラ」が出現します。

※バトル前の画面や、バトル中にSTARTで表示され
るポーズ画面の「プレイヤー情報」で、黄金のス
タルチュラが出現するヒントを見られます。

レジェンドモード・フリーモードのシナリ
オセレクト画面や、アドベンチャーモー
ドの全体マップ画面でを押すと、キャラ
クターを１人選んでショップモールに入
れます。
ショップモールにある各ショップでは、
ルピーを使って様々なことができます。

ルーモプッョシ

　ラュチルタスの金黄

、
、

らけかと器のトーハ



ジャンク屋

武器を合成してスキルを
付け替えたり、スキルを
削除したり、封印スキル
を鑑定したりする。武器
の売却もできる。

バッジ屋
キャラクターを強化する
バッジを作る。

訓練所
キャラクターのレベルを
上げる。

クスリ屋 バトル中に特別な効果を
得られる調合薬を作る。



10 基本の操作

スライドパッドで移動します。しばらく
移動し続けると、ダッシュして素早く移
動します。

を押すと、前に転がって敵の攻撃を回
避します。回避後にボタンを押したまま
にすると、そのままダッシュします。
※移動しながらでも回避できます。

を押すと、前からの攻撃をガードしま
す。ガードしたまま、移動や回避もでき
ます。
※ガードすると、カメラが正面を向きます。
※強力な攻撃を受けると、ガードできないこと

があります。

3DS/New 3DS LL本体のみの操作です。
※ボタンの割り当ては「環境設定」の「操作

設定」で変更できます。

）でカメラを動かします。

すか動をラメカ

（

ードンテンニweNは内コッカ）（、作操の
みの体本LL SD3/SD3ードンテンニは色青※

るすドーガ

るす避回

るす動移



レンタルスキルを持っているときは、アイ
テムアイコンからレンタルスキルを選び、
でレンタルスキルを使います。
ただし、レンタルスキルを使えるのは、
通常は１回のバトルで１度だけです。
※レンタルスキルは、マイフェアリーを育成す

ると使えるようになります。マイフェアリー
は、アドベンチャーモードのバトルで手に入
れられます。

下画面（タッチスクリ
ン）の右下にあるアイテ
アイコンをタッチしてア
テムを選び、でアイテ
を使います
※Newニンテンドー3DS/New 3DS LL本体

では、でもアイテムを選べます。

近くに強敵が複数いるときは、 ）
で注目する相手を切り替えられます。

 ）を押すと、近
くの強敵に注目して、
常にカメラが向くよう
になります（注目した
敵の頭上には、マーカ
ーが表示されます）。
もう一度 ）を押
すと解除します。

（

（

（

るす目注

う使をムテイア

。
ム
イ
ム
ー

う使をルキスルタンレ



11 攻撃の操作

弱攻撃と強攻撃を組み合わせて、基
本的な攻撃技を出します。

※ボタンの割り当ては「環境設定」の「操作
設定」で変更できます。

 弱攻撃。連続で出せる基本
の技

 特殊攻撃。キャラクターご
とに異なる技

, 主に、敵を打ち上げる技

,, 主に、狭い範囲の敵を追撃
する技

,,, 主に、広い範囲の敵をまと
めて攻撃する技

※技の内容は、キャラクターや武器によって
違います。

※特定のバッジを作成すると、技の種類を増
やせます。

下画面（タッチスクリーン）の右下にあ
るアイテムアイコンをタッチしてアイテ
ムを選び、でアイテムを使って攻撃し
ます。
※Newニンテンドー3DS/New 3DS LL本体

では、でもアイテムを選べます。

るす撃攻でムテイア

。すで作操のみの体本LL SD3
weN/SD3ードンテンニweNは内コッカ）（※

撃攻な的本基



必殺技ゲージが満タンのときにを押す
と、強力な必殺技を出します。
※必殺技ゲージは、敵を攻撃したり「フォー

スのかけら」を拾ったりするとたまります。

敵を倒したり、ツボを壊したりして、強
化アイテムを拾うと、少しの間だけアイ
テム攻撃が大きくパワーアップします。

アイテム攻撃
！るすプッアーワパ

を

技殺必



魔力ゲージが満タンのときに ）を
押すと、「魔力解放」の状態となり、魔
力がなくなるまでの間、攻撃力と素早さ
が強化され、敵の攻撃を受けてものけぞ
りにくくなります。
また、敵を一定数倒すごとに、様々な効
果を得られるボーナスが発生します。

※魔力ゲージは「魔法のツボ」を拾うとたまり
ます。

魔力解放中にを押すと、魔力ゲージを
すべて消費して、正面の敵を攻撃します。
攻撃を受けた強敵はスキができ、ウィー
クポイントゲージが表示されます。

スキができると、ウ
ークポイントゲージ
表示されます。この
きに攻撃を当てると
ージが減り、ゲージ
なくなると「ウィー
ポイントスマッシュ
を繰り出して敵に大
メージを与えられます。

一部の敵は、特定の攻撃のあとにスキが
できることがあります。

バトルにマイフェアリーを

クッジマーリアェフ

ュシッマストンイポクーィウ

ダ
」

ク
が
ゲ
と
が
ィ

技ンウダトンイポクーィウ

放解力魔

（



連れてきているときのみ
魔力ゲージが一定以上た
っているときに下画面（
ッチスクリーン）のフェ
リーマジックボタンをタッ
チすると、魔力ゲージを消
費して、広範囲の敵に大ダ
メージを与えます。

※一定時間、効果が続きます。
※マイフェアリーが成長すると、属性に応じ

た追加効果のほかに、攻撃範囲や敵に与え
るダメージもパワーアップします。

マイフェアリーが成長すると、さらに
性 炎 水 雷 光
闇）に応じた結界による追加効果が発生
します。

 ボンバー
結界に入った敵の
防御力が下がる

 エーテル
結界に入った味方の
防御力が上がる

 シェイク
結界に入った敵の
進軍が遅くなる

 オーロラ
結界に入った味方の
体力が回復し続ける

 ヴォイド
結界に入った敵の
体力が減り続ける

結界の種類と効果

、、、、（
属

ア
タ
ま
、



12 メイン画面の見かた

❷必殺技ゲージ

満タンのときにを
押すと、必殺技を出
す。敵を倒したり、
特定のアイテムを拾っ
たりすると増える

❶体力 すべてなくなると敗
北する

❸魔力ゲージ

満タンのときにを
押すと、魔力解放の
状態になる。特定の
アイテムで増える

❶ 報情ータクラャキ作操

❸❷❶

❷❸

❶

面画上



砦の中にいるときだけ表示されます。
敵の砦では赤く表示され、砦内の敵を倒
すごとにゲージが減ります。ゲージがな
くなると「砦ボス」が現れ、砦ボスを倒
すと味方の砦になります。

操作キャラクター周囲のマップです。マ
ップの見かたは、全体マップと同じです。

現在発生しているミッションの数と、最
新のミッション内容が表示されます。
タッチすると、発生済みミッションの一
覧を確認できます。

❶ 報情ンョシッミ

❸ プッマニミ大拡

❷ ジーゲ力勢砦

❽

❸
❷
❶ ❹

❺

❻

❼

）ンーリクスチッタ（
面画下



 は、ミッション目標となっている
キャラクターや砦の残りの数です。

倒した敵の数です。

タッチすると、操作キャラクターを切り
替えられます。
顔アイコンの下のゲージは、体力ゲージ

（上）と必殺技ゲージ（下）です。

バトルで手に入れたルピーの総額です。
ルピーはショップモールで使います。

操作キャラクターのレベルと、現在の経
験値です。経験値ゲージが満タンになる
ごとにレベルアップし、体力・必殺技ゲ
ージが回復します。

※顔アイコンが暗く表示されているキャラク
ターは、操作を切り替えられません。

❻ プッマ

❺ ジーゲ値験経とルベレ

❸ ータクラャキ能可作操

❹ ーピル持所

❷ 数破撃



マップをタッチすると、操作可能キャラ
クターに移動目標を命令できます。
移動目標を命令しておくと、操作してい
ない間、その目標に向かって移動・攻撃
します。

タッチするとアイテムを選べます。レン
タルスキルを持っているときは、レンタ
ルスキルも選べます。選んだアイテムや
レンタルスキルはで使えます。

※味方は青、敵は赤、その他の勢力は黄色で
表示されます。

：操作可能キャラクター
：味 ： ：その他

：拠点

：ミッション目標

：砦ボス　

：巨大魔獣

：本拠地 

：総大将

❼ ンコイアムテイア

❽ クッジマーリアェフ

 
 敵 方



バトルにマイフェアリーを連れてきてい
るときのみ表示されます。
魔力ゲージが一定以上たまっているとき
にタッチすると、魔力ゲージを消費して、
広範囲の敵に大ダメージを与えます。
※マイフェアリーが成長すると、さらに属性

に応じた追加効果が発生したり、攻撃範囲や
敵に与えるダメージがパワーアップした

。すまし
り



13 バトルの進めかた

バトルが始まると、次々とミッションが
発生します。ミッションを達成するほど、
バトルの勝利に近づきます。
※下画面（タッチスクリーン）の一番上に表

示されているミッション情報をタッチする
と、発生中のミッションを確認できます。

敵の拠点や砦からは、敵兵が補充されま
す。味方を有利にするために、敵の拠点
や砦は積極的に奪いましょう。

ピンチの味方がいたら、救援しましょう。
倒される前にその味方に近づくと救援成
功となります。
救援に成功すると、救援した味方の体力
が回復します。また、味方の総大将が敗
走したり、味方の本拠地が制圧されたり
すると、敗北になるので注意しましょう。

うよし援救を方味

うお奪を砦と点拠

うよし成達をンョシッミ



操作可能なキャラクターが複数いるとき
は、うまく切り替えて戦うとミッション
の達成や味方の救援が楽になります。
また、操作可能なキャラクターに、移動・
攻撃目標を命令することもできます。
ただし、操作可能なキャラクターは１人
でも倒されると敗北になるので注意しま
しょう。
※操作キャラクターは、下画面（タッチスクリ

ーン）のキャラクターアイコンをタッチして
切り替えます。

※操作可能なキャラクターに目標を命令する
には、下画面（タッチスクリーン）のマッ
プをタッチします。

ゲームを進めると、アイテム「オカリナ」
が手に入ります。オカリナを使うと、戦
場に配置された「大翼の石像」の前に一
瞬で移動できます。

※「大翼の石像」は、あらかじめ起動し
ておく必要があります。石像に近づ
いてを押すと起動できます。

うよしプーワ
てっ使をナリカオ

うよえ替り切
をータクラャキ作操



巨大魔獣は体力も攻撃力も高く、簡単に
は倒せません。ただし、特定のアイテム
攻撃が弱点になっていることがあります。
持っているアイテムの中で、有効なアイ
テムがないか探してみましょう。

巨大魔獣の近くに、操作可能なキャラク
ターを集めると、スマッシュブーストパ
ワーが発動！　集めたキャラクター全員
にバトルに有利な効果が発生します。
集めたキャラクターが多いほど、効果は
強力になります。みんなで力を合わせて
戦いましょう！

ーワパ
トスーブュシッマス

！！せ倒を獣魔大巨



14 拠点と砦

拠点からは増援の兵が
次々と出現します。
敵の「拠点兵長」を倒
すと、拠点を奪って味
方の拠点にできます。
逆に、味方の「拠点兵
長」が倒されると、敵
に拠点を奪われてしま
います。

敵の砦からも増援が出現し、味方の進軍
を妨害します。

砦を制圧して奪うには、まず砦内の敵を
倒して、砦勢力ゲージを減らします。
ゲージが０になると、「砦ボス」が出現
します。「砦ボス」を倒すと制圧成功と
なり、砦は味方のものになります。

砦

点拠



多くの戦場には「本拠地」が設置されて
います。味方の本拠地を敵に奪われる
と、そのバトルは敗北となってしまいま
すので注意してください

本拠地の場所は、マップ （味
方／敵）が表示されます。

！れ守を地拠本

に

。



15 武器の属性とスキル

武器には属性があり、一部の攻撃には属
性に応じた効果が追加されます。

 水
攻撃が当たった敵に、一定
時間継続してダメージを与
える

 炎
吹っ飛ばした敵が着地した
ときに爆発して、周囲の敵
にダメージを与える

 雷
浮いている敵に攻撃を当て
ると、通常より大きなダメ
ージを与える

 闇
単体の敵に連続して攻撃を
当てるほど、与えるダメー
ジが増える

 光
多くの敵に連続して攻撃を
当てるほど、与えるダメー
ジが増える

シナリオごとの「有効属性」と同じ属性
が付いた武器を持つキャラクターで戦う
と、敵に与えるダメージが増えて有利に
なります
シナリオセレクト画面 が付いている

「おすすめキャラクター」は、有効属性が
付いた武器を持つキャラクターです。

で
。

性属効有のとごオリナシ

性属の器武



武器には「スキル」が付いていることが
あります。
スキルにはたくさんの種類があり、特定
の攻撃を強化するなど、バトルを有利に
する効果があります。
※装備している武器のスキルは、バトル中に

STARTを押すと表示されるポーズ画面から
「プレイヤー情報」の「武器スキル」を選ぶ
と確認できます。

ショップモールのジャンク屋で武器を合
成すると、武器に付いているスキルを、
同じ種類の他の武器に付け替えられます。

すぐには効果を発揮しない「封印スキ
ル」が付いている武器があります。封印
スキルは、一定数の敵を撃破すると解放
されます。ショップモールのジャンク屋
で鑑定すると、あらかじめスキルの内容
を確認できます。

ルキス印封

え替け付のルキス

ルキスの器武



16 ドロップアイテム

※ルピーは、ショップモールの各ショップで
使います。

※素材は、ショップモールの「バッジ屋」や
「クスリ屋」で使います。

※フードは、マイフェアリーの「ダイニング」
で使います。

ハート 体力が回復。大きいほ
ど、たくさん回復する

フォースの
かけら

必殺技ゲージが増える

魔法のツボ 魔力ゲージが増える

ルピー ルピーを獲得。
色によって価値が違う

武器袋 バトル勝利後、
武器を１つ獲得

素材袋 バトル勝利後、
素材を１つ獲得

フード袋 バトル勝利後、
フードを１つ獲得

マイ
フェアリー

バトル勝利後、
マイフェアリーを獲得

。すまりあがとこるえ拾をムテイア
、とるすりたし壊をボツ、りたし倒を敵



宝箱には、新しい武器やアイテム、大量
のルピーなど、貴重なアイテムが入って
います。見つけたら必ず開けましょう。
砦の制圧などによって出現する宝箱もあ
ります。

！うそ探を箱宝



17 レベルを上げる

敵を倒すと、経験値ゲージが増えていき
ます。経験値ゲージが満タンになったキ
ャラクターは、レベルアップして、攻撃
力が上がったり、体力の上限が増えたり
します。
また、バトル中にレベルアップすると、
体力・必殺技ゲージが回復します。

レベルアップさせたいキャラクターを選ん
でショップモールに入ります。「訓練所」
を選ぶと、ルピーを使ってキャラクター
をレベルアップできます。
レベルが上がるほど、必要なルピーは増
えていきます。

プッアルベレ
で」所練訓「

プッアルベレ
てし倒を敵



18 体力を増やす

のかけら」によっても増やせます。

「ハートの器」「ハートのかけら」は、シ
ナリオごとに獲得できるキャラクターが
決まっています。獲得できるキャラクタ
ーは、シナリオセレクト画面（アドベン
チャーモードでは全体マップ画面）で確
認できます。

 ハートの器
手に入れると、体力の上限がハート１個
分増えます。

 ハートのかけら
４つ集めると「ハートの器」になります。

らけかのトーハ
器のトーハ

トーハ「」器のトーハ「、たま。すまえ
増とるなにルベレの定一、は限上の力体



19 ジャンク屋を利用する

武器には、バトルを有利にする効果を持
つ「スキル」が付いていることがありま
す。「ジャンク屋」で武器を合成すると、
スキルを他の武器に付け替えられます。
また、付いているスキルの削除、封印ス
キルの鑑定、武器の売却もできます。

武器を合成したいキャラクターを選んで
ショップモールに入ります。「ジャンク
屋」で「武器合成」を選ぶと、ルピーを
使って武器の合成ができます。

１．強化武器を選ぶ
強化する武器を選びます。スキル枠に空
きがある武器のみ選べます。
２．素材武器を選ぶ
素材にする武器を選びます。スキルが付
いている武器のみ選べます。
３．合成する
武器を合成します。
合成後、素材武器はなくなります。

順手の成合

成合の器武



スキルを削除したいキャラクターを選ん
でショップモールに入ります。「ジャン
ク屋」で「スキル削除」を選ぶと、ルピ
ーを使ってスキルを削除できます。

１．武器を選ぶ
スキルを削除する武器を選びます。解放
済みのスキルが付いている武器のみ選べ
ます。
２．削除するスキルを選ぶ
武器に付いているスキルから、削除する
スキルを選びます。
３．削除する
スキルを削除します。削除した場所は、
空白スロットになります。

封印スキルが付いた武器を持つキャラク
ターを選んでショップモールに入ります。

「ジャンク屋」で「スキル鑑定」を選ぶ
と、ルピーを使って封印スキルの内容を
確認できます。

定鑑のルキス印封

順手の除削

るす除削をルキス



１．武器を選ぶ
スキルを鑑定する武器を選びます。封印
スキルが付いている武器のみ選べます。
２．鑑定するスキルを選ぶ
武器に付いている封印スキルから、鑑定
する封印スキルを選びます。
３．鑑定する
封印スキルの内容を確認します。鑑定が
終わると、封印スキルに戻ります。

１．武器を選ぶ
売却する武器を選びます。
２．売却する
武器を売って、ルピーを手に入れます。
付いているスキルや武器ランクに応じて、
手に入れられるルピーの額が決まります。

売却したい武器を持つキャラクターを選
んでショップモールに入ります。「ジャ
ンク屋」で「武器売却」を選ぶと、武器
を売ってルピーを手に入れられます。

るす却売を器武

順手の却売

順手の定鑑



20 バッジ屋を利用する

バッジを作成したキャラクターは、バト
ルを有利にするための様々な効果を受け
られます。

バッジを作成したいキャラクターを選ん
でショップモールに入ります。「バッジ
屋」を選ぶと、素材とルピーを使ってバ
ッジを作成できます。

バッジの作成やクスリの調合で必要にな
る「素材」は、敵を倒したときに出現す
る「素材袋」を拾ってバトルに勝利する
と手に入ります。
倒した敵によって手に入る素材が違いま
す。また、同じ敵から珍しい素材を拾え
ることもあります。

！うよめ集を材素

るす成作をジッバ



21 クスリ屋を利用する

調合薬を作ると、バトルで特別な効果を
受けられます。調合薬の効果は、バトル
が１回終わるまで続きます。

キャラクターを選んでショップモールに
入ります。「クスリ屋」を選ぶと、素材
とルピーを使って調合薬を作成できます。

調合薬とは別に、バトル中に好きなタイ
ミングで体力を回復できる「クスリ」が
あります。
クスリは、バッジ屋で「あきビン１」の
バッジを作成すると使えるようになりま
す。さらに「あきビン２」「あきビン
３」のバッジを作成すると、１回のバト
ルで使用できる回数を増やせます。
クスリはバトルごとに自動的に補充され
ますので、買い足す必要はありません。

ンビのリスク

る作を薬合調



22 アドベンチャーモードとは

アドベンチャーモードの目的は、「闇の
支配者」を倒すことです。
バトルに勝利するごとに、移動できるマ
ップが増えていきます。各マップを「アイ
テムカード」で「探索」すると、新しい
進行ルートやキャラクター、強力な武器
などを発見できます。
マップからマップへと移動し、バトルと
探索を繰り返して、目的の達成を目指し
ましょう！

？ドーモなんど



レジェンドモードとアドベンチャーモード
でプレイ可能になったキャラクターから、
好きなキャラクターを選んでプレイしま
す。
ただし、選べるキャラクターや武器に制
限があるマップもあります。
レジェンドモードやフリーモードで、色々
なキャラクターを育てておくと、アドベ
ンチャーモードを有利に進められます。

アドベンチャーモードのバトルには、チ
ャレンジバトルとアドベンチャーバトル
の２種類があります。

 チャレンジバトル
操作キャラクターだけで戦う小さなバト
ルです。提示されたミッションの成功を
目指して戦います。

 アドベンチャーバトル
味方と共に戦う大きなバトルです。砦を
制圧し、前線を押し上げながら、敵総大
将の撃破を目指して戦います。

ルトバの類種２

ータクラャキるべ選



23 全体マップ画面の見かた

現在のマップで勝利し、戦績ランク評価
で「Ｓ」を取ると得られる報酬です。

現在のマップで勝利すると得られる報酬
（アイテムカード）です。

現在のマップで出現するハートの器、ハ
ートのかけら、黄金のスタルチュラ、マ
イフェアリー、フード、フェアリーウェ
アの情報です。
アイコンの横にキャラクターが表示され

❶ 利勝クンラＳ

❷ 利勝ルトバ

❸ 宝

❻❺❹

❷❶ ❸

）面画上（
プッマ体全



ているものは、そのキャラクターでプレ
イしたときのみ出現します。

探索で使用します。
バトルの勝利報酬として入手できます。

明るいマップにのみ移動できます。
個々のマップでバトルに勝利すると、戦
績ランク評価に応じて移動できる範囲が
増えます。

個々のマップで得られる勝利報酬です。
で表示が切り替わります。

❹ ドーカムテイア

❺ プッマ体全

❻ ンコイア酬報

❸

❷❶

）面画下（
面画細詳ルトバ



有効属性と同じ属性が付いている武器を
装備していると、バトルで敵に与えるダ
メージが増えます。

選べるキャラクターや武器が制限されて
いるマップでは、ここに制限内容が表示
されます。

勝利条件となるミッションなどの情報で
す。

❸ 報情ルトバ

❷ 限制

❶ 性属効有



24 探索する

マップごとに、アイテムカードを使って
隠された秘密を探すことができます。
全体マップ画面でを押すと、探索画面
になります。使用するアイテムカードと
探索するマスを順に選び、マスとカード
の組み合わせが正しければ探索成功！
新しい進行ルートや、強力な武器を発見
できます。
発見物は、そのマップのバトルの戦績ラ
ンク評価に応じて手に入れられます。



25 みんなのリンクを助けよう

インターネットに接続したり、すれちが
い通信を登録したりしておくと、全体マ
ップに他のユーザーのリンク（ネットワ
ークリンク、すれちがいリンク）が現れ
ることがあります。
他のユーザーのリンクがいるバトルに勝
利すると、良い報酬を手に入れられます。
※フレンドのネットワークリンク／すれちがい

リンクがいるマップでは、さらに良い報酬を
手に入れられます。



26 マイフェアリーとは

リーです。
バトルにマイフェアリーを連れていくと、

「フェアリーマジック」や「レンタルスキ
ル」を使えるようになります。

マイフェアリーは、アドベンチャーモー
ドのバトルに勝利すると手に入ります。
全体マップ画面で報酬アイコンを切り替
えて、マイフェアリーが隠れているマッ
プを選びましょう。バトル内のどこかの
敵砦にあるツボを割ると、マイフェアリ
ーが出現します。

モードセレクト画面で「マイフェアリー」
を選ぶと、マイフェアリーの育成などが
できます。

ダイニング フードを食べさせて、マイ
フェアリーを成長させる

サロン
フェアリーウェアを使って、
着せ替える

スクール
獲得済みのレンタルスキル
を付け替える

パーティー
近くのプレイヤーとレンタ
ルスキルを交換する

うよし成育

？はにるれ入に手

アェフのけだたなあ、るれくてしトーポ
サをルトバのたなあ、はーリアェフイマ



27 ダイニング

応じて、レベル、信頼度、個性が成長し
ます。

あげたフードの種類に応じて、５つの個
性パラメータが変化します。個性パラメ
ータの数値が特定の条件を満たすと、バ
トルで特別な効果を発揮する「レンタルス
キル」を獲得します。

フードは、アドベンチャーモードのバト
ルに勝利すると手に入ります。
全体マップ画面で報酬アイコンを切り替
えて、フードが隠れているマップを選び
ましょう。バトル内のどこかの敵砦にあ
るツボを割ると、フードが出現します。

手入のドーフ

ルキスルタンレと性個

に類種のドーフ、とるげあを）物べ食（ド
ーフにーリアェフイマ、はでグンニイダ



マイフェアリーは属性 炎 水、
雷 闇）を持っています。

マイフェアリーのレベルが上がると、複
数の異なる属性を持つこともあります。

バトルの有効属性に合ったマイフェアリ
ーを連れていくと、「フェアリーマジッ
ク」の効果がアップします。また、マイ
フェアリーのレベルが高いほど、「フェ
アリーマジック」の威力がアップします。
さらに、レベルが一定値以上になると、

「フェアリーマジック」に属性に応じた追
加効果が発生します。

黄色 はリフレッシュした回数です。
レベルが最大（LV99）になったマイフェ
アリーは、リフレッシュしてまたLV1か
ら育てることができます。
リフレッシュしたマイフェアリーは、獲
得済みのレンタルスキルを引き継げます。
また、個性パラメータの10％をボーナ

赤いハー は信頼度です。フードをあ
げるほど、高まります。
信頼度は、一部のレンタルスキルの効果
に影響するほか、一定値まで上がるごと
に「おかえし」としてマイフェアリーか
らアイテムをもらえます。

ト

度頼信

。すまきいてし積蓄てしと
ス

星い

ュシッレフリ

、光、
、（

ルベレと性属



28 サロン

フェアリーウェアは、アドベンチャーモ
ードのバトルに勝利すると手に入ります。
全体マップ画面で報酬アイコンを切り替
えて、フェアリーウェアが隠れているマ
ップを選びましょう。バトル内のどこか
の敵砦を制圧すると宝箱が出現！　フェ
アリーウェアを入手できます。

フェアリーウェアには、 トップス」
ボトムス」 デコ」 ヘッドウ

ェア アクセ」の５種類があります。
着せ替えると外見が変わるほか、フェア
リーマジックの強化やコスト軽減などの
効果を受けられます。

「」
「「「

「

果効と類種

手入のアェウーリアェフ

。すまきでがえ替せ着
てっ使をアェウーリアェフ、はでンロサ



29 スクール

「ダイニング」でフードをあげて、マイフ
ェアリーをレベルアップさせると、マイフ
ェアリーの個性パラメータに応じたレン
タルスキルを獲得します。
また、「パーティー」で、近くのプレイ
ヤーとレンタルスキルを交換することも
できます。

効果を確認して、レンタルスキルを選び
ます。

※付けられるレンタルスキルは１つです。た
だし、「パーティー」で他のプレイヤーか
ら借りたレンタルスキルを、さらに最大３つ
付けられます。

るえ替け付

得獲のルキスルタンレ

。すまきでがえ替け付のル
キスルタンレのみ済得獲、はでルークス



30 パーティー

パーティーでは、近くのプレイヤーとレ
ンタルスキルを交換できます。最大4人ま
で参加できます。

1.「マイフェアリー」のメニューで「パー
ティー」を選びます。

※他のプレイヤーから借りたレンタルスキル
は、24時間有効です。有効時間内であれば

●操作手順

本ソフト：
　交換する人数分の本数（最大4本）

ニンテンドー3DSシリーズ本体：
　交換する人数分の台数（最大4台）

●用意するもの

2.自分がパーティーに招待するか、パー
ティーに招待しているプレイヤーを探
します。

3.パーティーの参加者が決まったら、自
分が貸すレンタルスキルを選びます。

。すまきで備装もで度何
、

）イレプルカーロ（
換交のルキスルタンレ



31 インターネット通信

インターネットに接続すると、アドベン
チャーモードの全体マップ画面にネット
ワークリンク（他のプレイヤーのリンク）
が表示されることがあります。
ネットワークリンクは、あなたに助けを
求めています。バトルに勝利して助けて
あげましょう。通常より手強いバトルに
なりますが、勝利すると良い報酬を手に
入れられます。
※フレンドのネットワークリンクがいるマッ

プでは、さらに良い報酬を手に入れられま
す。

※フレンドに自分のリンクが助けられたとき
も、ボーナスを受けられます。

環境設定の「ネットワーク設定」で、
「ネットワーク接続」を「ON」にします。
※やめるときは「OFF」に変更します。
※ネットワークに接続することで、あなたの

情報がログイン状態にある他のプレイヤー
に公開されます。

るす続接にトッネータンイ

むし楽をルトバな別特
で信通トッネータンイ



32 すれちがい通信

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、アドベンチャーモー
ドの全体マップ画面にすれちがいリンク

（他のプレイヤーのリンク）が表示される
ことがあります。
すれちがいリンクは、あなたに助けを求
めています。バトルに勝利して助けてあ
げましょう。通常より手強いバトルになり
ますが、勝利すると良い報酬を手に入れ
られます。
※フレンドのすれちがいリンクがいるマップ

では、さらに良い報酬を手に入れられます。

環境設定の「ネットワーク設定」で、｢す
れちがい通信｣の項目を「ON」にします。
※やめるときは「OFF」に変更します。

るす録登を信通いがちれす

むし楽をルトバな別特
で信通いがちれす



33 配信データの受信

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、このソフト
からの配信データとおしらせ（広告と宣
伝を含む）を受信できます。
※いつの間に通信で受信したデータは、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。

環境設定の「ネットワーク設定」で、｢い
つの間に通信｣の項目を「ON」にします。
※やめるときは「OFF」に変更します。

るアイテムなどを受け取れます。

データ配信確認をすると、受信していな
い配信データがないか確認できます。
環境設定の「ネットワーク設定」で、

「データ配信確認」を選ぶと、通信が始ま
ります。受信していない配信データがあ
れば、すぐに受信できます。

認確信配ターデ

え使でムーゲ、とるす信受をターデ信配

るす用使を信通に間のつい

 信通に間のつい



34 お問い合わせ先

。いさだくせ
わ合い問おでま係トーポサーザーユ
、は合場いなし作動に常正が品製本

21-81-1町輪箕区北港市浜横
3058-322〒

きさてあ

00:71～00:01
 ）く除を日業休・日祭祝（金～月

1818-165-540
はらかどな話電PIの部一・SHP

4953-00-0750

わんで

係トーポサーザーユ
』ズータスルーオルライハ 双無ダルゼ『

版SD3ードンテンニ
スムーゲモクテーエーコ社会式株

先せわ合い問おるす関にトフソ本

。んせましたいトー
ポサは等品用使業営、品ルタンレの諾許無、品製複●

。ん
せまりおてしたい切一は等換交るよにい違間い買お●

。すまげ上し申い願おうよすまい
さだく承了ごめじからあ。すまきだたいてせさと間
年３りよ日売発はトーポサの品製本らがな手勝に誠●

。すまねかしたいえ答
おはに問質ごるす関にどなターデや法略攻のムーゲ●


