
対象年齢4才以上

セット内容
ない　よう ■スマホロトム＋　×1体 

■取扱説明書　　　×１枚

　　　　　　　　　　　　　　　　プラス　　　　　　　たい

　　とりあつかいせつめいしょ　　　　　　　 　　　　まい ※写真や画面のイメージは実際の商品とは異なる場合があります。
しゃしん　　　が めん　　　　　　　　　　　じっさい　　しょうひん　　　　こと　　　　　ば あい

※一般の電話回線・インターネットに接続および通話はできません。
いっぱん　　でん わ　かいせん　　　　　　　　　　　　　　　　せつぞく　　　　　　つう わ

<お願い> ○ご使用前にWEB遊び方説明書（本紙）と取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、取扱説明書を必ず保管してください。○プラスチック袋は包装
材ですので開封後はすぐに捨ててください。○精密な電子部品を使用しております。水にぬらしたり、汚したり、分解しないでください。○故障の原因になりますので、直射日光
の当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になる所や、温度が低すぎる所には放置、保管しないでください。○極端に多湿な所、ほこりの多い場所での使用、放置、保
管はさけてください。火災、感電の原因になります。○消失したデータについては保証できません。ご了承ください。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかない
でください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。
　　

　　　 　ねが　　                          　　し　よう まえ　　　　　ウェブ　　あそ　　　 かた  せつ  めい  しょ　　ほん　し　　　　   とりあつかいせつ　めい　しょ　　　　　　　　　　　　よ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よ　　　　お　　　　　　　　　 あと　　　　  とりあつかいせつ　めい　しょ         かなら　　　ほ かん  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぶくろ　　　ほう　そう

ざい　　　　　　　　　　　 かい ふう ご　　　　　　　　 　　　　す　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　せい　みつ　　　　でん　し　　ぶ　ひん　　　　し　よう     　　　　　　　　　　　　　　　　みず　　　　　　　　　　　　　　　　　 よご　　　　　　　　　　ぶん　かい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ　しょう　　　げん　いん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちょく しゃ　にっ　こう

　　　あ　　　　　　　ば　しょ　　えん　てん　か　　　　しゃ ない　　だん　ぼう　き　　ぐ　　　　ちか　　　　　　　　　こう　おん　　　　　　　　ところ　　　　おん　ど　　　　ひく　　　　　　　　ところ　　　　　 ほう　ち　　　ほ　かん　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　きょくたん　　　　た　しつ　　　ところ　　　　　　　　　　　　おお　　　　ば　しょ　　　　　　　し　よう　　ほう　ち　　　ほ

かん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か　さい　　かん　でん　　　 げん  いん　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょう　しつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　ほ　しょう　　　　　　　　　　　　　　　　　りょうしょう　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るい　　　　　　　　　ぜっ　たい

　　　　　　　　　　　　　　せい　そう　　　　かわ　　　　　　ぬの　　　　かる　　　　　　　　　　　

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、３才未満のお子様には絶対に与えないでください。
　　しょう　ぶ　ひん　　　　　　　　　　　　　　　　　  ご　いん　　 ちっ　そく　　　　き　けん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    さい　み　まん　　　　　　　こ　さま　　　　　　ぜっ　たい　　　　あた

　　　　　　　　　　　　

●長時間続けての使用は避けて、適度に休憩をお取りください。●暗い所では遊ばないでください。●歩きながらのご使用はおやめく
ださい。思わぬ事故の危険があります。●ストラップは必ず手首に取り付けた状態で遊んでください。●液晶画面にはガラスを使用し
ております。強く押したり、叩くなど乱暴な遊びをしないでください。●遊ぶときは、周りのものや人にぶつからないよう注意してくだ

さい。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は３才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。●強い光や点滅の刺

激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの原因となり

ます。下記に注意してください。・二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の

電池をまぜて使わないでください。・＋－（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。・長時間使用しない時は、電池を外してくだ

さい。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに

大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示

に従ってください。●ストラップは手首に取り付ける目的以外には使用しないでください。

　　　　　　ちょう じ　かん　つづ　　　　　　　 　   し よう　　　  さ　　　　　　　 てき　ど　　　 きゅうけい　　　　　　   と　　　　　　　　　　　　　　　　　　くら　　  ところ　　  　　　あそ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ある　　　　　　　　　　　　　　 　　  　し　よう

　　　　　　　　　　　おも　　　　　　 じ　　こ　　　　  き　けん      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    かなら　　　 て　 くび　　　　 と　　　　つ　　　　　　 じょう  たい  　　　あそ　　　　         　　　　　　　　　　　　　　 えきしょう　が　めん　　　　　　　　　　　　　　　　　 し　よう

　　　　　　　　　　　　　　　　つよ　　　　お　　　　　　　　　　たた　　　　　　　　　らん　ぼう　　　  あそ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　あそ　　　　　　　　　　　　   まわ 　　　　　　　　　　　　　　ひと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちゅう　い

　　　　　　　　　　　おも　　　　　　 じ　　こ　　　　おそ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 　 し　よう　ご　　　　　 　さい　み　まん　　　　　　　こ　　さま　　　　 て　　　　とど　　　　　　　　  ところ　　　 ほ　かん   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　つよ　　  ひかり　　　 てん　めつ　　　　し

　げき　　　　　　　　　　　   き　 ぶん　　　 わる　　　　　　　　　　　　　　   ただ　　　　　　  し　よう　　　　　　　　　　　い　　し　　　   そう　だん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でん    ち　　　　  ご       し　よう　　　　　　　　  はつ ねつ　　　は   れつ　    えき　も      　　　　　げん いん

　　　　　　　　か　 き　　　 ちゅう 　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  に　　じ　でん   ち　　じゅう でん しき　でん　ち　　　　　　 ぜっ たい　　　   し　よう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ふる 　　 でん　ち　　　  あたら　　　　　 でん ち　　　　　　　　　　　　　　　　しゅ るい

   でん　ち　　　　　　　　　　　 　つか  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　ただ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちょう　じ   かん    し　よう　　　　　　　　　とき　　　　　でん　ち　　　　はず

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じゅうでん　　 ぶん　かい　　 　か　ねつ　　  　ひ 　　　 なか      　　 い  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　まん いち　　でん　ち　　　　　　　 も　　　　　　   えき　　　 め　　　　 はい

　たいりょう　　　みず　　　  あら　　　　　　い　 し　　　　そう だん　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　ひ　 ふ　　　　ふく　　　　  つ　　　　　　 とき　　　  みず　　　 あら     　　　　　　　　　　　　　　　　　　はい   き　　　　　　 とき　　　　　じ　 ち　たい　　　 はい　き　ぶつ　しょ　り　　　　 し　　じ

　　　 したが　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て　くび　　　　と　　　　つ　　  　　　　もく てき　い　がい　　　　　　　 し　 よう

【注意!】
ちゅう　い

         絶対に耳の近くで
     使用しないでください。
※本製品に電話あそびの機能はありません。
　　ほんせい ひん　　 でん  わ　　　　　　　　　　 き  のう

                              ぜっ たい　　　  みみ　　　   ちか

                し よう

●スマホロトム＋を落下させたり、

ぶつけたりしないでください。液晶

の割れや故障の原因となります。

　　　　　　　　　　　　　　　　プラス　　らっ 　か

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えきしょう

　　　わ　　　　　　こ しょう　　　げんいん

©Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku ©Pokémon
単３形アルカリ乾電池４本使用（電池は別売りです。）
たん　   がた　　　　　　　　       かん でん　  ち　　   ほん　 し　 よう　  でん   ち　　　   べつ  う

REQUIRES ４ LR６（”AA″SIZE）
BATTERIES（NOT INCLUDED.）

WEB遊び方説明書
ウェブ　　　あそ　　　　　かた　　せつ　めい　 しょ

WEB遊び方説明書
ウェブ　　　あそ　　　　　かた　　せつ　めい　 しょ

ジャイロセンサー
のせってい

カラダアクションが
うまく作動しないとき
　　　　　　　　さ　 どう

カラダアクションの遊び方
あそ　　　　　かた

※本説明書への通信料、接続料、パケット通信料などはお客様のご負担となります。ご了承ください。
　   ほんせつめいしょ　　　　　つうしんりょう　　せつぞくりょう　　　　　　　　　　 つうしんりょう　　　　　          きゃくさま　　　　　ふ　たん　　　　　　　　　　　　　　 りょうしょう

https://youtu.be/YVtZq6eSy3I


本体説明
ほん　たい　せつ　めい

電池の入れ方
でん　　ち　　　　　い　　　　　かた

左図のような「赤い電池交換
サイン」が出たら、電池残量が
少なくなってきた合図です。
すみやかに新しい電池に交換
してください。

　さ　　ず　　　　　　　　　　　　   あか　　　でん　ち　こう　かん

　　　 　　　　　　　　　で　　　　　　　でん　ち　ざんりょう

すく　　　　　　　　　　　　　　　　　あい　ず

　　　　　　　　　　　　 あたら　　　　　でん　ち　　　　こう　かん

・電池交換する時は、必ず電源をオフにした状態で行ってください。画面が表示

  された状態で電池を抜くと、遊んだデータが消えてしまうことがあります。

・すべて新しい電池に交換してください。

　　でん　ち　こうかん　　　　　とき　　　かなら　　でんげん　　　　　　　　　　　　　じょうたい　　おこな　　　　　　　　　　　　　　　　が　めん　　ひょうじ

　　　　　　　　じょうたい　　でん　ち　　　 ぬ　　　　　　あそ　　　　　　　　　　　　　　き

　　　　　　　　あたら　　　　でん　ち　　　こうかん

❶本体正面の電池カバーのネジを、プラス
　ドライバーを使ってゆるめて、本体から
　取り外してください。
❷電池の＋－（プラスマイナス）を確認して
　単３形アルカリ乾電池（別売り）
　４本をセットしてから電池
　カバーを閉めます。
❸電池を外すときは逆の手順で行ってください。

ほん　たいしょうめん　　　でん　ち

　　　　　　　　　　　　　　　 つか　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほん たい

　と　　　 はず

でん　ち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かく にん

たん　　　がた　　　　　　　　　　　かん でん　ち　　　べつ　う

　　　ほん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でん　ち

　　　　　　　　　　　し

でん　ち　　　　はず　　　　　　　　　　ぎゃく　　　て　じゅん　　おこな

＜裏面＞
うら めん

＜正面＞
しょうめん

1

2

ストラップの付け方
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ　　　　　かた

3

液晶画面
えきしょう が　めん

ストラップ

電池カバー
でん　ち

不意に大きな音
が出ますので、
絶対に耳に当て
ないでください。

　ふ　 い　　　 おお　　　　　  おと

　　　 で

ぜっ たい　　   みみ　　　  あ

スピーカー

ホームボタン

右図のようにストラップの紐の輪の中に右手首を通して、
ストラップどめのボタンを押しながら調整し、固定してください。
※強く締めすぎないように注意してください。

  う　 ず　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひも　　　　わ　　　　なか　　　みぎ　て　くび　　　とお

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お　　　　　　　　　　　ちょうせい　　　　 こ　てい

　　　つよ　　　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちゅう  い 

・遊ぶときは必ずストラップを手首につけてください。

・周囲の人や物にぶつからないように確認して遊んでください。

　　あそ　　　　　　　　 かなら　　　　　　　　　　　　　　　　て　くび

　しゅうい　　　ひと　　 もの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 かくにん　　　　　あそ

ドライバー

電池カバー
でん　ち

リセットボタン

あけるしめる

ボタン

2



オン

オフ

ホームボタン

オン /オフのしかた4

オートパワーオフオートパワーオフ

5 基本操作
 き     ほん   そう    さ

★いろんなところをタッチしてみよう！

画面を指でなぞる
（スワイプする）と
移動できるぞ！

　が　めん　　　ゆび

　い　どう

◆画面をタッチして遊ぼう！
　　　　　が　 めん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 あそ

◆画面をスワイプしよう！
　　　　　が　 めん

ホームボタンを
押すとホーム画面
に移動するぞ！

　

　お　　　　　　　　　　　　　　 が　めん

　　　い　どう

◆ホームボタンを押そう！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お

もどる

コ
コ
も

コ
コ
も

ココも

ホームボタン

何も入力しないと約１分で画面が暗く

なり、３分後に電源がオフになります。

なに　　にゅうりょく　　　　　　　　　やく　　　ぷん 　　　が　めん　　　くら

　　　　　　　ぷん　ご　　　でん　げん

ホーム画面
　　　　　　　が　めん

まちうけ画面
　　　　　　　　　　が　めん

3

…【ホームボタン】を約１秒以上押すとスイッチが入ります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  やく　　びょう いじょう お　　　　　　　　　　　　　　　　　はい

…ホーム画面/まちうけ画面の時にホームボタンを３秒以上
   長押しすると、画面が消えます。

　　　　　　　　　　が　めん　　　　　　　　　　　　　が　めん　　 とき　　         　　　　　　　　　　　　　　　 びょう いじょう

　　なが　お　　　　　　　　　　　　　が　めん　　　き



はじめてあそぶとき：設定とチュートリアル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せっ　てい

①電池を入れてホームボタンを
　長押しするとタイトル画面が出るよ！
　画面をタッチしよう！

でん　ち　　　　　い

なが　お　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が　 めん　　　　で

　が　 めん

④すきな顔をえらんで「けってい」を押そう！
　　　　　　　　 かお　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お

⑥設定がおわったら、サクラギはかせからの依頼にしたがって
　ポケモンリサーチをしよう！

せっ　てい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　らい

②じかんのせってい ③なまえのせってい
画面を横に向けて入力したら
「けってい」をタッチ！

　が　めん　　　よこ　　　む　　　　　にゅうりょく

時間と曜日を合わせたら「OK」
をタッチ！

 じ　かん　　 よう   び　　　　あ

スマホロトム＋を平らな場所において

「スタート」を押してまとう！

　　　　　　　　　　　　　　プラス　　たい　　　　　  ば　しょ

　　　　　　　　　　　　　　　お

⑤ジャイロセンサーのちょうせい

設定中は本体をゆらさない
ように注意してください。

せっ　ていちゅう　　　ほん　たい

　　　　　　　　ちゅう　い

ぜんぶ入力
できたら、「ＯＫ」を
タッチ！

　　　　　にゅうりょく

時間を送っていくと
ごぜん /ごごが
きりかわるよ

じ　かん　　おく

タッチか画面スワイプで

他の顔をえらべるぞ！　

　　　　　　　　　が　めん

ほか　　かお

曜日をタッチ！
よう　び ぜんぶ入力できたら、

「けってい」をタッチ！

　　　　　にゅうりょくタッチすると文字がきりかわるよ
　　　　　　　　　　　　　も　じ

けす

すすむ

ひらがな、
カタカナ、
ABC、123
をえらべる

 じ かん
　をタッチ

すると時間

がすすむよ

 じ かん
　をタッチ

すると時間

がもどるよ

あ　い　う　え　お

4

さいちょうせいはホーム画面の「せってい」からおこなってください。
カラダアクションがうまくうごかない場合の



ホーム画面
が　　めん

登録した数
とうろく　　　　 かず

登録した数
とうろく　　　　 かず

時間
 じ かん

電池の
のこり

でん　ち

タッチか横に
スワイプで
次のページへ

　　　　　　　　　よこ

つぎ

あそべる機能は２８種類
　　　　　　　　　　　　き　のう　　　　　　　　しゅ　るい

リサーチフェローレベル

ポケモンワールドチャンピオンシップスのランキング

ホーム
ボタン

ホーム
ボタン

まちうけ画面、
ホーム画面の背景は
「17.アルバム」から
かえられます

　　　　　　　　　　　　　が　めん

　　　　　　　が　めん　　　はい けい

あそびをすすめると、機能が追加されるぞ！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 き  のう　　 つい  か

1.ポケモン
リサーチ

4.キョダイ
マックスずかん

5.メガシンカ
ずかん

6.ボールずかん

2.ポケモン
ずかん

3.ポケモンワールド
チャンピオンシップス

9.プロジェクト・
ミュウ

8.リサーチ
フェローカード

7.サクラギパーク

12.せってい11.きのうプラス10.れんどう

13.ニュース 14.テレトーク 15.チャット 16.カメラ 17.アルバム 18.フォトマスター 19.ポケモン
けんさく

20.シルエット
クイズ

21.ロケット
ガチャット

22.ショッピング 23.でんたく 24.アラーム 25.タイマー 26.ストップ
ウォッチ

27.ミュージック 28.タイプ
あいしょう

【ホーム画面】
　　　　　　　が　めん

【まちうけ画面】
　　　　　　　　　　　が　めん

5



1. ポケモンリサーチ

あそびをすすめると

ちがう地方へ行けるぞ

　

　　　　　　  ち　ほう　　　い

タッチか、画面

スワイプでマップを

移動できるぞ

　　　　　　　　　　　が　めん

 い どう

① 草を跳びこえよう！
　　　くさ　　　　と

⑤ 枝を跳ぼう！
　　　えだ　　　　と

③ 炎を跳びこえよう！
　　　ほのお　　　 と

　  ② 岩を跳びこえよう！
　　　　　　　　いわ　　　　と

　  ④ 水たまりを跳びこえよう！
　　　　　　　　みず　　　　　　　　　　　　と

24種のカラダアクションでポケモンを探そう！
　　　　　    しゅ  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さが

※チュートリアルではマップ上で移動が
　できず、ピカチュウしか選べません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 じょう　　　い  どう

       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えら

※本体を上にあげるだけでは

　反応しません。

　実際にジャンプしてください。

　　ほんたい　　うえ

       はんのう

　　じっさい

障害物が近づいてきたら、ジャンプしよう！

障害物をとびこえられるぞ！

先には何かいるかも？！

しょうがいぶつ  　 ちか

しょうがいぶつ 

さき　　　　 なに

※本体を上にあげるだけでは反応しません。

　実際にジャンプしてください。

　　ほんたい　　うえ　　　　　　　　　　　　　　　　　はんのう

　　じっさい

ジャンプすると上の枝に跳べるぞ！

上を目指せば木の上にいる

ポケモンに出会えるかも？！

　　　　　　　　　　　　　　　うえ　　 えだ    　 と

 うえ　　　め　ざ　　　　　 き　　　うえ

 　　　　　　　　　　　で   あ

あそびをすすめ
るとほかにも

　　　　　マス
がでてくるよ！

まだ行けないマス
　　　　　　　い

まだ登録していない
ポケモンのマス

                  とう  ろく

登録した
ポケモンのマス

 とう  ろく
すきなマスをえらんでタッチしよう！

うまく作動
しないとき

さ      どうカラダ
アクションの
遊び方
あそ　　　　　かた

ジャンプ！

ジャンプ
！
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⑥ 海の上を進もう！
　　　うみ　　　　うえ　　　　すす

⑦ 岩を壊そう！　⑧ 草を刈ろう！
　　　いわ　　　 こわ　　　　　　　　　　　　　　　くさ　　　　か

⑨ 木を登ろう！　⑩ 崖を登ろう！
　　　　き　　　　のぼ　　　　　　　　　　　　　　　がけ　　　 のぼ

左右斜めに、交互に

スマホロトム＋を振ると

海の上を進めるぞ！

先には何かいるかも？！

　さ　ゆう なな　　　　　　　こう　ご

　　　　　　　　　　　　プラス　　ふ

うみ　　うえ　　すす

さき　　　　 なに

※「右」のボイスの時は

　ユーザーの左上から右下に

　振り下ろしてください。

　　　みぎ　　　　　　　　　　　　とき

　　　　　　　　　　　　　ひだりうえ　　　  みぎした

    　ふ　　　お

※「右」のボイスの時は

　右側が上、左側が下

　になるように

　傾けてください。

　　　みぎ　　　　　　　　　　　　とき

　　　みぎがわ　　うえ　　ひだりがわ　  した

    

　　かたむ

※「右」のボイスの時はユーザーの左上

　から右下に振り下ろしてください。

　　　みぎ　　　　　　　　　　　　とき　　　　　　　　　　　　ひだりうえ

　　　 　　  みぎした　　　ふ　　　お

障害物が前に来たら、左右斜めに、

交互にスマホロトム＋を振ろう！

障害物を壊せるぞ！

先には何かいるかも？！

しょうがいぶつ　　まえ　　　 き　　　　　　　　さ　ゆうなな

こう  ご　　　　　　　　　　　　　　    プラス　　ふ

しょうがいぶつ　　こわ

さき　　　　 なに

スマホロトム＋を左右交互に

斜めに傾けると登れるぞ！

ポケモンに出会えるかな？！

　　　　　　　　　　　　 プラス  　 さ ゆうこう   ご

なな　　　　かたむ　　　　　　のぼ

　　　　　　　　　　　 で    あ

ひだり！

ひだり！

みぎ！

みぎ！

みぎ！

ひだり！
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霧などで曇ってきたらスマホロトム＋を大きく

回して晴らそう！先にはポケモンがいるかも？！！

 きり                　　くも　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  プラス　　おお

まわ　　　　　は　　　　　　　　さき

スマホロトム＋を大きく回すとナベから湯気が

広がっていくぞ！

画面いっぱいに

湯気が広がると匂いに

つられてポケモンが？！

 　　　　　　　　　　　　プラス　　おお　　　　まわ　　　　　　　　　　　　　 ゆ　げ

 ひろ

が　めん

ゆ　げ　　　ひろ　　　　　　 にお

※左右に避ける際に

　スマホロトム＋本体も斜めに

　なることを意識して傾けると

　反応しやすくなります。

　　 さ　ゆう　　  よ　　　　 さい

　　　　　　　　　　　　　　　　ほんたい　　なな

　　　　　　　　　　　　　い　しき　　　 かたむ

　　はんのう

こうげきがとんで来たら体を逆側に傾けて避けよう！

先にはポケモンがいるかも？！

　　　　　　　　　　　　 　　　　　 き　　　　  からだ　 ぎゃくがわ　　かたむ　　　　 よ

 さき

⑪ 霧を晴らそう！
　　　きり　　　　は

⑬ 吹雪を晴らそう！
　　　　 ふぶき　　　     は

⑫ 砂嵐を晴らそう！
　　　すなあらし　　　 は

⑭ スモッグを晴らそう！
　　　　　　　　　　　　　　　　　は

⑯ 炎を避けよう！
　　　ほのお　　　 よ

⑱ 氷を避けよう！
　　　こおり　　　 よ

⑰ 雷を避けよう！
　　かみなり　　　よ

⑮ 料理をしよう！
　　 りょう　り

まわして

まわして

みぎに

よけて
！

ひだりに
よけて！
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片足で立って、雲やつり橋が地面と同じ向きになるように

傾けよう！ 先にはポケモンがいるかも？！

 かたあし　　　た　　　　　　くも　　　　　　 はし　　　じ　めん　　おな　　 む

かたむ　　　　　　　　さき

スマホロトム＋を振ると

楽器の音が鳴るぞ！

はじめにみほんの音楽が

流れるので、「ハイ！」の

かけ声の後、リズムを

まねして楽器を鳴らそう！

楽しいリズムでポケモンがくるかも？！

 　　　　　　　　　　　　プラス　　ふる

がっ  き　　　おと　　　な

　　　　　　　　　　　　　　　　　おんがく

なが　　　

　　　　かけ　　あと

　　　　　　　　がっ　き　　　な

たの

「！」のマークが出たらスマホ

ロトム＋を上にあげて引こう！

何度かタイミングが

うまく合うと

ポケモンが出て

くるかも？！

 　　　　　　　　　　　　　　 で

 　　　　　 プラス　　うえ       　　　　　　　ひ

なん　ど

　　　　　　あ

　　　　　　　　　　　　で

⑲ 空を飛ぼう！
　　  そら   　　　と

㉑ タンバリンを鳴らそう！
　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　な

㉓ 釣りをしよう！
　　 　つ

⑳ つり橋を渡ろう！
　　 　　　　　　ばし　　　 わた

㉒ ギターを鳴らそう！
　　 　　　　　　　　　　　　な

㉔ 草から探そう！
　　 　くさ　　　　　　さが

みほん

えんそう

まっすぐ！

いまです！

みぎに

かたむけ
て

ください
！

ひだりにかたむけてください！
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2. ポケモンずかん

360度サーチでポケモン登録！
　　　　　    　　　ど　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 とう　ろく

登録したポケモンにちがうすがた

がある時はサクラギはかせが

チャットを送ってくれるぞ！

とうろく

　　　　　　　とき

　　　　　　　　　　　おく

ピコ
ン

画面をタッチしてすすめていこう！
 が めん

がめん
を
タッチ

とうろく
した
ポケモン
をタッチ

登録したポケモンを確認できるぞ！
とう ろく　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　かく にん なかまによぶと「3.ポケモン

ワールドチャンピオンシップス」
「7.サクラギパーク」「16.カメラ」
でいっしょにあそべるよ

タッチか横にスワイプで
他のポケモンのページへ

　　　　　　　　 よこ

ほか

タッチするとポケモンの
情報がみられるぞ

　　

じょうほう

タッチか縦にスワイプでつぎのページへ
　　　　　　　　 たて

なまえ

タイプ

タッチすると登録したポケモンの
けんさくやずかんの並び替えができるよ！

　　　　　　　　　　　とうろく

　　　　　　　　　　　　　　　　　なら　　か

カラダアクションに成功すると、360度サーチ！  まわりを見回すとポケモンがいるので、

マークをポケモンの中心に合わせよう！　ポケモンを登録できるぞ！

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せいこう　　　　　　　　　　　　　ど　　　　　　　　　　　　　　　　　　み　まわ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ちゅうしん　　　あ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とうろく

地方ごとにどれくらい
登録したかわかるぞ

  ち　ほう

とうろく

今何匹のポケモン
を登録したか
チェック！

  いまなんびき

　　とうろく

登録した
ポケモン

とうろく

まだ登録して
いないポケモン

　　　　とうろく

10



3. ポケモンワールドチャンピオンシップス

4. キョダイマックスずかん

※「右」のボイスの時は

　ユーザーの左上から右下に

　振り下ろしてください。

　　　みぎ　　　　　　　　　　　　とき

　　　　　　　　　　　　　ひだりうえ　　　  みぎした

    　ふ　　　お

左右斜めに、交互に

スマホロトム＋を振ると

攻撃と守りができるぞ！

　さ　ゆうなな　　　　　　　こう　ご

 　　　　　 　　　　　　　プラス　　ふ

こうげき　　まも

攻撃していくとフィニッシュターンになるぞ！

画面の矢印に合わせてスマホロトム＋を

上・下・右・左のどれかに動かそう

 こうげき　　　　　　　　　　　　　　 

   が　めん　　　やじるし　　あ　　　  　　　　　　　　　　　　　　　プラス

うえ　　した　　 みぎ　　ひだり　　　　　　　　　　うご

なかまによんだポケモンでバトルしよう！

フィニッシュターン

画面をタッチして対戦者募集！

「バトルスタート」で開始だ！

　が めん　　　　　　　　　　　　　　たいせんしゃ　ぼしゅう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かい し

リストから登録したポケモンをタッチ！
　　　　　　　　　　　とうろく

めざせランキング１位！
い

登録したポケモンのキョダイマックスのすがたを確認できるぞ！
とうろく　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かくにん

キョダイモード：
まわりを見回すと
キョダイマックス
ポケモンのすがたを
確認できるぞ！

  　

　　　　　　　　　み　まわ

かくにん

タッチするとポケモンの
情報がみられるぞ

  　

じょうほう

うまく作動
しないとき

さ      どう

ひだり！ みぎ！

うえ！
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5. メガシンカずかん

6. ボールずかん　

7. サクラギパーク

8. リサーチフェローカード

ポケモンを
タッチすると
よろこぶよ！

ポケモンといっしょにあそびながら
カラダアクションの記録に挑戦だ！

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き　ろく　　　ちょうせん

サクラギパークの
カラダアクションの
記録がかいてあるよ！

　

　

 き ろく

「2.ポケモンずかん」
に移動してなかまを
かえられるぞ

　

　　　い　どう

なかまによんだポケモンとあそべるよ！

なまえ
リサーチフェロー
レベル

なまえを
かえられるぞ

カラダパラメータ：
カラダアクションを
するとアップするぞ！

ポケモンワールド
チャンピオン
シップスのランキング

リストから登録したポケモンをタッチ！
　　　　　　　　　　　とうろく

リストをタッチするといろいろな

モンスターボールの情報を確認できるぞ！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 じょうほう　　　かく にん

登録したポケモンのメガシンカ

したすがたを確認できるぞ！

とう ろく

　　　　　　　　　　　　　　　　　かく にん

顔
  かお

顔を
かえられるぞ

  かお

ポケモンを
登録した数

  

とうろく　　　　かず
けいけんち：たまるとリサーチ
フェローレベルが上がるぞ

  

　　　　　　　　　　　　　　　　　あ

タッチか横に
スワイプで
つぎのページへ

  　　　　　　　　 よこ

タッチするとポケモンの

情報がみられるぞ

  　

じょうほう
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9. プロジェクト・ミュウ

10. れんどう

11. きのうプラス

②スマホロトム＋で「10.れんどう」

機能をひらいて、上にスワイプして

信号を再生してください。

 　　　　　　　　　　　　　プラス

き　のう　　　　　　　　　　　うえ

しんごう　　さいせい

①ガチッとゲットだぜ！モンスター

ボールゴー！でれんどうモードに

してください。

モンスター

ボールを閉

じると連動

待機状態に

入ります。

　　　　　　　　と

　　　　　　れんどう

たい きじょうたい

はい

スマホロトム＋から出る音と連動させて、ガチッとゲットだぜ！
モンスターボールゴー！(別売り )でロトムをゲットしよう！

　　　　　　　　　　　　　プラス　　　　　で　　　おと　　 れんどう

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　べつ　う

クリアした
トライアルミッション

挑戦中の
トライアルミッション

挑戦前の
トライアルミッション

ちょうせんちゅう ちょうせん まえ

リストからトライアルミッションをタッチ！

※スマホロトム＋の音量は「12.せってい」から「３」にして連動させてください。

※「音声」認識で連動しますので、周りの環境、騒音、スピーカーからの

　距離・音量、商品のマイクの向きによって認識できない場合があります。

※スマホロトム＋のスピーカーをガチッとゲットだぜ！モンスターボールゴー！の

　マイクに向けて連動させてください。

　　 　　　　　　　　　　　　　　　 おんりょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 れんどう

　　　おんせい　 にんしき　　れんどう　　　　　　　　　　　　　まわ　　　　かんきょう　　そうおん

　　きょ　り　　　おんりょう　しょうひん　　　　　　　　　　む　　　　　　　　　　　にんしき　　　　　　　　　ば　あい

　　　　　　　　　  む　　　　　れんどう

マイク

スピーカー

クリアしたトライアルミッションと

挑戦中のトライアルミッションを確認

できるぞ！

ちょうせんちゅう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かく にん

あそびをすすめていくと、ここから新しい機能を追加できるぞ！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あたら　　　　　 き　のう　　　つい　か

トライアルミッションの内容
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ないよう
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12. せってい

13. ニュース

14. テレトーク
サトシやゴウなどＴＶアニメの登場人物からかかってくるぞ！つぎの
地方の案内やぼうけんのとっておきの情報をおしえてくれるかも？！

ポケモンなどの最新情報が届くぞ！
でんせつのポケモンの情報もゲットできるかも？！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テレビ　　　　　　　　　　とうじょうじん ぶつ

　ち　ほう　　　あん ない　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じょうほう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さい しん じょうほう  　　　とど

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 じょうほう  　　　

●タッチパネルの調子がわるい時は　　　　　　　で再設定しよう。

●カラダアクション・360度サーチの調子がわるい時は　　　　　　　で再設定しよう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ちょう　し　　　　　　　　　　　とき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 さい  せっ  てい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　ど　　　　　　　　　　　ちょう　し　　　　　　　　　　　とき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さい  せっ  てい

がめんのあかるさせってい

ジャイロセンサーのちょうせい

タッチパネルのちょうせい

おんりょうのせってい

じかんのせってい

あがる

さがる

あがる

さがる

あがる

さがる

あがる

さがる

はじめてあそぶとき
画面に　　があらわれたら

順番にタッチしてね。

の

はじめてあそぶとき

の⑤ジャイロセン
サーのちょうせい
を読んでね。

よ

画面の明るさや音量などを設定することができるぞ！
 が    めん　　　  あか　　　　　　　 　　おん りょう   　　　　　　    せっ  てい

音が消えます。
おと　　　き

②じかんのせっていを

読んでね。
よ

 が めん

じゅんばん
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15. チャット

16. カメラ

17. アルバム

18. フォトマスター

※写真は最大３枚まで投稿できます。

　それ以上投稿した場合は古いもの

　から消えていきます。

　　 しゃ  しん  　　さい だい  　　まい　　　　　とう こう

　　　　　　　　い じょうとう こう   　　　　 ば  あい  　　ふる

　　　　　　　　き

撮影した写真は「17.アルバム」に保存されるぞ！
さつえい　　　　　しゃしん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほ  ぞん

写真を複数投稿して
いる場合、タッチか
スワイプでつぎの
ページに移動

しゃしん　　ふくすうとうこう

　　　　　ば　あい

　　　　　　　　　い どう

新しい
写真を投稿
できる。

あたら

しゃしん　　とうこう

ポケモンの方向を
向いたらタッチして撮影！

  　　　　　　　　　　　ほうこう

　む　　　　　　　　　　　　　　　　　 さつえい

「2.ポケモンずかん」
に移動してなかまを
かえられるぞ

　　 い  どう

サクラギはかせやサトシなどＴＶアニメの登場人物からチャットが
届く！登録したポケモンのちがうすがたや、ポケモンがどこにいるか
の情報をおしえてくれることもあるぞ！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 テレビ　　　　　　　　　　とうじょうじん ぶつ

とど　　　　　とうろく

　　じょうほう

「16. カメラ」で撮影した写真を見られるぞ！また「はいけいにする」
をタッチすると撮った写真がまちうけ画面、ホーム画面などの背景に
なるぞ！

 　　　　　　　　　　　　　　　　　さつえい　　　　　しゃ しん　　　み

　　　　　　　　　　　　　　　　　と　　　　　 しゃ しん       　　　　　　　　　　　が   めん　　　　　　　　　　が　めん　　　　　　　 はい けい

「16. カメラ」で撮影した写真をアップ
ロードして、サトシやゴウに評価して
もらえるぞ！

 　　　　　　　　　　　　　　　　　さつえい　　　　　しゃ しん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひょう か

なかまによんだポケモンを撮影できるぞ！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さつえい

まわりを見回してポケモンの方向を向こう！
　　　　　　　　　み　まわ　　　　　　　　　　　　　　　　ほうこう　　　む
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19. ポケモンけんさく

20. シルエットクイズ

21. ロケットガチャット

22. ショッピング

けす

ダイヤルを
タッチしよう！

すすむ

ひらがな、カタカナ、
ABC、123を
えらべるよ

ぜんぶ入力できたら
けんさくをタッチ

あ→い→う→え→お

ポケモンの名前から、せいそくする地方を調べられるぞ！
 　　　　　　　　　　　　　　な　まえ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ち　ほう　　　 しら

ポケモンのシルエットが表示されるので
正解だと思うなまえをタッチしよう！
１回5問、きみは何問正解できるかな？

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ひょう　じ

せい　かい　　　　　　おも

　　 かい　　　　もん　　　　　　　　　　　　なん  もん  せい  かい

本体を振るとポイントがたまる！「こうかんする」をタッチ
　してたまったポイントでショッピングしよう！

ほん　たい　　　　ふ

ダイヤルをタッチすると
きょうのポケモンが出てくるぞ！
何が出てくるかな？

 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で

なに　　　　で

タッチすると
文字がきりかわるよ

　　　　　　　　　　　

も　じ

正解をタッチしよう！
せいかい
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23. でんたく

24. アラーム

25. タイマー

26. ストップウォッチ

タッチで設定をかえられるぞ！
　　　　　　　　　せってい

タッチで
オン /オフがきりかわるぞ

※タイマー中も3分間無操作でオートパワーオフに

　なります。3分以上を設定した場合は3分経つ前に

　途中で画面をタッチしてください。

　　　　　　　　　ちゅう　　　　ぷんかんむ　そうさ

　　　　　　　　　　　　　ぷん いじょう　せってい　　　　ば あい   　　　ぷんた　　 まえ

    　とちゅう　　が　めん

※ストップウォッチ中も3分間無操作でオートパワー

　オフになります。3分以上を設定した場合は3分経つ

　前に途中で画面をタッチしてください。

　　　　　　　　　　　　　　　　ちゅう　　　　ぷんかんむ　そうさ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ぷん いじょう　せってい　　　　ば あい   　　　ぷんた

　 まえ　　とちゅう　　が　めん

足し算と引き算ができる電卓だよ！
 た  　　　 ざん　　　　ひ　　　　ざん　　　　　　　　　　　　でん   たく

ポケモンのアニメの時間や起きる時間をセットできるぞ！
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　かん　　　　お　　　　　　　じ　 かん

 じ かん
　をタッチすると

時間がすすむよ

 じ かん
　をタッチすると

時間がもどるよ

 じ かん
　をタッチすると

時間がすすむよ

 じ かん
　をタッチすると

時間がもどるよ

曜日をタッチ！
よう　び

時間を入れたら
OKで設定
完了だ！

 じ かん  　　い

　　　　　せってい

かんりょう

時間を入れたらOKで設定完了だ！
 じ かん  　　い                                       せっていかんりょう

スタートで開始、
ストップで止まるぞ！

 　　　　　　　　　　かい し

　　　　　　　　　　　と

時間を送って
いくと
ごぜん /ごごが
きりかわるよ

 じ かん  　  おく
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27. ミュージック

28. タイプあいしょう

①つかうわざのタイプをえらぼう

②わざをうけるポケモンのタイプをえらぼう

③こうかばつぐん、こうかあり、

　こうかはいまひとつ、こうかなしがわかる！

タイプをタッチしよう！

カラダアクション・
360度サーチが
うまく動かない。

　

                 ど

　　　　　　うご

　　せっていページの「ジャイロセンサー」

でセンサーの調整をしてみてください。
　　　　　　　　　　　　ちょうせい

タッチパネルが
うまくタッチ
できない。

　

　　せっていページの「タッチパネル」で調整

をしてみてください。また、本製品は感圧式の

タッチパネルを使用しているため、強めに

タッチしないと反応しない場合がございます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちょうせい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほんせいひん　かんあつしき

　　　　　　　　　　　　 しよう　　　　　　　　　　　　つよ

　　　　　　　　　　　　はんのう　　　　　ばあい   

画面が表示
されない。

　が めん　　ひょうじ
電池を入れ直してリセットボタンを押して

ください。それでも直らない場合は電池残

量が少ない可能性があります。新しい電池

に交換してみてください。

でん ち　　  い　　なお　　　　　　                      　　　　　お

　　　　　　　　　　　　　　　　なお　　　　　  ばあい　　でん ち ざん

りょう   すく　　　　かのうせい　　　　　　　　　　あたら　　 でん ち

　　こうかん

　　せっていページの「おんりょう」で音量

を大きく設定してください。音量を一番下

にしていると音が鳴りません。または電池

残量が少ない可能性がありますので、新し

い電池に交換してみてください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おんりょう

     おお　　　 せってい　　　　　　　　　　　　おんりょう　いちばんした

　　　　　　　　　　 おと　　な　　　　　　　　　　　　　　 でん ち

ざんりょう  すく　　　　かのうせい　　　　　　　　　　　　　 あたら

　　でん ち       こうかん

電池がすぐに
なくなって
しまう。

でん ち　　　　　 遊んだ後は必ず電源をオフにしてください。
あそ　　　 あと　かなら　でんげん

　　せっていページで、明るさを暗く、音量

を小さくすると電池寿命が延びる可能性が

あります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 あか　　　　　くら　　　おんりょう

　  ちい　　　　　　　　 でん ち　じゅみょう　　の　　　　 か　のうせい

音が小さい。
または、

音が鳴らない。

  おと　　ちい

おと　　 な

こんなときは…

本体で使われているいろいろなミュージックを
聴くことができるぞ！

ほん　たい　　　 つか

き

ポケモンのタイプの相性がわかるぞ！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あいしょう



使用上の注意
　し　　よう　じょう　　　　　ちゅう　　い

安全に楽しくスマホロトム＋で遊ぼう！
あん　ぜん　　　　たの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プラス　　　　あそ

ジャイロセンサーを使って冒険をします。人によっては、乗り物酔

いに近い状態を引き起こす可能性があります。

以下の点に注意して遊んでください。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つか　　　　　　 ぼう　けん　　　　　　　　　　　　　　ひと　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　もの　　よ

　　　　　　ちか　　　　じょう たい　　　　　ひ　　　　　お　　　　　　　　か　　のう　せい

　い　　か　　　　 てん　　　　ちゅう　い　　　　　　　あそ

　か　 そう　げん　じつ　くう　かん　　　　なか

スマホロトム＋に電話のような通話機能は

ありません。絶対に耳に当てて使用しない

でください。(図Ａ）

　　　　　　　　　　　　　　　　  プラス　　　 でん　　わ　　　　　　　　　　　　　つう     わ      き　 のう

　　　　　　　　　　　　　　 　　　ぜっ　たい　　　　みみ　　　　 あ　　　　　　　　し　　よう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ず

●左右、後ろに振り向く時は、ゆっくりとした
　スピードで回ってください。素早く回ると、目が回り危険です。

　さ　ゆう　　うし　　　　　　 ふ　　　　む　　　とき

        　　　　　　　　　　まわ　　　　　　　　　　　　　　　　　す　ばや　　　まわ　　　　　　　　め　　　　まわ　　　　き　けん

●ポケモンリサーチをする時は、液晶画面
　を顔から離した位置（図B）でサーチを
　行ってください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とき　　　　　えきしょう　が　めん

　　　かお                 はな　　　　　　い　 ち　　　ず

おこな

●液晶画面を長時間見続けないでください。適度に休憩をしな
　がら遊んでください。

えきしょう　が　めん　　　ちょう　じ　かん　み　つづ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てき　ど　　　 きゅうけい

　　　　　　あそ

※以上の点に注意して液晶画面だけを見ずに周りにも気を配り遊
　んでください。特に足もとなど、障害物がある場合は危険です。
　歩きながら遊ばないようにしてください。

　い　じょう　　　てん　　　ちゅう　い　　　　　　えきしょう　が　めん　　　　　　　　　み　　　　　　まわ　　　　　　　　　き　　　　くば　　　あそ

　　　　　　　　　　　　　　　　とく　　　あし　　　　　　　　　 　　　しょうがい　ぶつ　　　　　　　　　ば　あい　　　　き　けん

ある　　　　　　　　　　　あそ

① 耳の近くで使用しないで
　　ください。

みみ　　　　ちか　　　　　　　し　　よう

は、仮想現実空間の中を② [ ポケモンリサーチ ]

距離
を

　あ
ける

きょ
　
り

（図B）
ず　　

（図B）
ず　　

（図A）
ず　　

（図A）
ず　　




