2014年8月11日
株式会社サイバーガジェット

3DS用ゲーム攻略ツールがパワーアップ！
「セーブエディター2」発売のご案内

株式会社サイバーガジェット（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：加藤貴章）は
『CYBER セーブエディター2（3DS用）』を2014年8月12日（火）に発売いたします。
ゲーム攻略ツール「セーブエディター」は、3DS用ゲームのセーブデータを「所持金
MAX」「レベルMAX」
「アイテム自由自在」など攻略に役立つ “スゴイ効果” が反映された
状態に編集できる、パソコン用アプリケーションソフトです。今回発売される「2」では、
『妖怪ウォッチ2 元祖／本家』
『ポケットモンスターX・Y』『ペルソナQ シャドウ オブ ザ
ラビリンス』『パズドラZ』など、対応ゲームが大量追加。さらに、セーブデータのバッ
クアップやアドバンスモードなどの機能も向上したパワーアップ版となっています。
また、旧製品となる『CYBER セーブエディター（3DS用）』をご利用中の方も、無償で
「2」へとアップデートしていただけます。
別紙にて製品の特長をまとめておりますので、あわせてご覧いただけると幸いです。

お問い合わせ先：サイバーガジェット サポートセンター

☎03-5688-4766

受付時間／土日祝日および弊社休業日を除く10：00 〜12：00, 13：00 〜18：00

本製品はサイバーガジェットのオリジナル製品であり、任天堂のライセンス製品ではありません。
サイバーガジェットホームページ http://www.cybergadget.co.jp/
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■商品名：CYBER セーブエディター2（3DS用）
■対応機種：3DS／3DS LL
■セット内容：ゲームカードリーダー×1、USBケーブル×1、サポートカード
（製品保証書）×1、セットアップガイド×1
■動作環境：日本語版Windows Vista／7／8（32／64bit対応）のいずれかのOS
がインストールされたパソコン
■希望小売価格：7,600円＋税
■発売日：2014年8月12日（火）
【主な特長】
・パソコンを使って、3DS用ゲームのセーブデータを「所持金MAX」
「ステー
タスMAX」など攻略に役立つ効果が反映された状態に編集できる攻略ツール
・3DS用ゲームカードリーダーが付属し、同梱のUSBケーブルでパソコンに繋
ぐだけで簡単にセーブエディターを使用可能
・
『妖怪ウォッチ2 元祖／本家』
『モンスターハンター4』
『ポケットモンスター
X・Y』など、人気の3DS用ゲームの攻略に役立つさまざまな「パッチコー
ド」を収録
『妖怪ウォッチ2 元祖／本家』などで

スペシャルコインを99個に！

『モンスターハンター4』などで

レア装備をゲット！

『ポケットモンスター X・Y』などで

マスターボールを999個に！

・最新作のコードも随時自動ダウンロード（無料）
・パッチコードを自分で追加登録することも可能
・
『CYBER セーブバンク (3DS用)』の機能を実装。3DS用セーブデータのバッ
クアップ＆初期化機能がより使いやすく進化
・リストから使いたい効果を選ぶだけでセーブデータを編集できる「シンプル
モード」と、バイナリーエディターを使ってセーブデータを自由に編集した
り、新しいパッチコードを作成したりできる「アドバンスモード」の2つの
編集モードを搭載。弊社旧製品と比べ「復号化したセーブデータの保存機能」
や「セーブデータの比較機能」など、アドバンスモード機能がパワーアップ

本製品はサイバーガジェットのオリジナル製品であり、任天堂のライセンス製品ではありません。
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参考資料

セーブエディター2（3DS用）収録パッチコード一覧
●アイカツ!シンデレラレッスン：テンションMAX、レッスンポイントMAX ●IslandDays：BP 9999 ●イナズマイレブン1･2･3!! 円堂守伝説：ねっけつポイ
ント999999、ゆうじょうポイント999999 ●うしみつモンストルオ リンゼと魔法のリズム：ヒメイ999 ●エースコンバット3D クロスランブル ：所持金
999999999 ●エクストルパーズ：所持ポイント9999999、チャレンジメダル9999999、ブレン レベルMAX ●AKB48 +ME：たいりょく全回復 ●SDガンダ
ム ジージェネレーション3D：CAPITAL 99999999、コロニーLv MAX、生産可能ユニット全開 ●エルミナージュゴシック ～ウルム・ザキールと闇の儀式～ 3D
REMIX：1人目 所持金999999999 ●A列車でいこう3D：全シナリオクリア―済み ●おさわり探偵 小沢里奈 ライジング3 なめこはバナナの夢を見るか？：シ
ナリオ全開、なめコイン200 ●おしゃべりうさぎ～おしゃれコレクション～：てもち 999900オール ●おしゃれな仔犬3D：コイン999999 ●おしゃれハム
スターと暮らそう いっしょにおでかけ：スター99999 ●ガイストクラッシャー：経験値99999999 ●カセキホリダー ムゲンギア：おかねMAX ●ガーデニ
ングママ ママと森のなかまたち：おかいものチケット9999 ●仮面ライダー トラベラーズ戦記：コイン999999、スキルポイント999 ●ガールズRPG シンデ
レライフ：所持金99999999 ●かわいい子犬3D/かわいい子猫3D：コイン999999 ●ガンダム ザ・スリーディーバトル：エクストラポイント99999999
●ガンダムトライエイジSP：ブーストポイント999999 ●逆転裁判5：心証ゲージMAX ●キラ★メキ おしゃれサロン！ ～わたしのしごとは美容師さん～：
所持金9990 ●キラメキ わくわくスイーツ：所持金99999 ●Guild01：レンタル武器deオマッセ 所持金9999999 ●キングダム ハーツ 3D［ドリーム ドロッ
プ ディスタンス］：マニー999999、ドロッププライズ999、ソラ/リク経験値MAX ●クマ・トモ：しあわせのかけら999 ●くまモン★ボンバー パズル de く
まモン体操：コイン999 ●ぐるぐる たまごっち！：ごっち9999999 ●クレヨンしんちゃん 宇宙DE アチョー!? 友情のおバカラテ!!：COIN 9999 ●クレヨン
しんちゃん 嵐を呼ぶ カスカベ映画スターズ！：カントクケポイント9999999、チョコビ99個 ●ゲームセンターCX 3丁目の有野：フリーモード全開、ゲーム
攻略全開 ●ゲーム ドラえもんのび太のひみつ道具博物館：てつくず999個 ●剣と魔法と学園もの。3D：所持金99999999G ●コード・オブ・プリンセス：
所持金999999999、ソランジュ 経験値MAX ●こびとずかん こびとの不思議 実験セット：お金999 ●ゴン バクバクバクバクアドベンチャー：ゴンポイント
99999 ●シアトリズム ファイナルファンタジー：リズポ99999 ●シアトリズム ファイナルファンタジー カーテンコール：リズポ99999 ●G1グランプリ：
所持金9999億9999万円 ●獣電戦隊キュウリュウジャー ゲームでガブリチョ!!：ブレイブポイント999、エピソード全開 ●ジュエルペット 魔法でおしゃれ
にダンス☆デコ～！：ジュエル9999 ●ジュエルペット 魔法のリズムでイェイッ！：全ジュエル99個 ●進撃の巨人 人類最後の翼：所持銅貨9999999
●真・三国無双 VS：所持武勲999999 ●新・世界樹の迷宮 ミレニアムの少女：所持金99,999.999en、ストーリーモード主人公スキルポイント99、ストーリー
モード主人公経験値MAX、クラシックモード1～5人目スキルポイント99、クラシックモード1～5人目経験値MAX ●新・光神話 パルテナの鏡：ハート
9999999 ●真・女神転生Ⅳ：マッカ 999999999、アプリポイント9999、主人公 経験値MAX ●スライムもりもり ドラゴンクエスト3 大海賊としっぽ団：所
持金9999999G、主人公 HP MAX ●スーパーマリオ3Dランド：残り人数MAX ●スーパーロボット大戦UX：資金99999999、全スキルパーツ999個、アニエ
ス･ベルジュ 経験値MAX ●SPEC ～干～：場面選択全開 ●星霜のアマゾネス：所持金99999/ガンタイ 経験値MAX ●世界樹の迷宮Ⅳ 伝説の巨神：所持金
99,999.999en、1～5人目経験値MAX、1～5人目スキルポイント99 ●ゼルダの伝説 時のオカリナ3D：ルピーMAX ●ゼルダの伝説 神々のトライフォース2：
ルピー9999、ハート最大 ●戦国無双 Chronicle：所持金999999 ●戦国無双 Chronicle 2nd：所持金999999 ●戦闘中 伝説の忍とサバイバルバトル！：お
金 99億9999万円 ●閃乱カグラ -少女達の真影-：国立半蔵学院 全メンバー 経験値MAX ●閃乱カグラ2 真紅：飛鳥 経験値MAX ●閃乱カグラ Burst：全キャ
ラクター経験値MAX ●ソニック ジェネレーションズ 青の冒険：チャレンジ数99 ●ソニック ロストワールド：チャレンジ回数99 ●ソニプロ：ミューズ
ゴールド999999 ●太鼓の達人 ちびドラゴンと不思議なオーブ：太鼓カウンター999999 ●太鼓の達人 どんとかつの時空大冒険：太鼓ポイント999999、お
かね99999、どんちゃん次のレベル1、全アイテム99個、太鼓カウンターMAX ●たまごっち せーしゅんのドリームスクール：ドリームポイント9999999
●たまごっちのドキドキ☆ドリームおみせっち：9999999ごっち ●ダンボール戦記ウォーズ ：シルバークレジット 99999999 ●超人ウルトラベースボール
アクションカードバトル：シナリオ全開 ●超速変形ジャイロゼッター アルバロスの翼：所持金9999999 ●ディズニー インフィニティー トイ・ボックス
チャレンジ：ゲームコイン9999999 ●デジモンワールド Re:Digitize Decode：Bit 99999999 ●鉄道にっぽん! 路線たび 長良川鉄道編：資料室 全開 ●デビ
ルサバイバー オーバークロック：マッカ9999999、主人公 EXP MAX ●デビルサマナー ソウルハッカーズ：所持金999999、マグネタイト999999、主人公 経
験値MAX、ネミッサ 経験値MAX ●でんぢゃらすじーさんと1000人のお友だち邪：トップルちゃん人形MAX ●洞窟物語3D：HP 999/999 ●闘神都市：所
持金999999、Exp999999 ●逃走中 史上最強のハンターたちから逃げきれ！：所持金MAX ●ドキドキ！ プリキュア なりきりライフ！：ハートポイント100
●ドラゴンクエストⅦ エデンの戦士たち：所持金999999G、主人公の経験値MAX ●ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド3D：所持金
999999、所持している小さなメダル99 ●ドラゴンボールヒーローズ アルティメットミッション：ゼニー99999999、ヒーローアバター 次のレベルまであと1
●ドラゴンボールヒーローズ アルティメットミッション2：ゼニー99999999 ●トリコ アルティメットサバイバル：全食材999 ●トリコ グルメガバトル：
グルメガコイン9999 ●トリコ グルメモンスターズ！：グルメポイント 999999999 ●ドンキーコング リターンズ3D：バルーン99 ●NARUTO-ナルト-SD
パワフル疾風伝：ナルト 経験値999999、ロック・リー 経験値999999 ●NARUTO-ナルト-疾風伝 忍立体絵巻！ 最強忍界決戦：ストック9、獲得巻物数9999
●難攻不落 三国伝 ～蜀と時の銅雀～：所持金9999999、経験値9999999 ●New スーパーマリオブラザーズ2：マリオの残り数999、ストックアイテム ゴール
デンフラワー、獲得総コイン99999999 ●nintendogs＋cats 柴＆Newフレンズ／フレンチ・ブル＆Newフレンズ／トイ・プードル＆Newフレンズ：所持金
9999900 ●忍者じゃじゃ丸くん さくら姫と火竜のひみつ：残り数99 ●熱血硬派くにおくん すぺしゃる：ストーリー 所持金999999、ミッションモード 所
持金999999 ●熱血硬派くにおくん 乱闘協奏曲 すとーりー：所持金999999 ●バイオハザード リベレーションズ：9999999BP ●ハイスクールD×D：兵藤
一誠 パラメータMAX、アルバム全開、ムービー全開 ●パズドラZ：所持99999999エナ、全チップ99個、全エッグ99個 ●パックワールド：残り人数99
●初音ミク and Future Stars：Project mirai：ミラポ999999 ●初音ミク Project mirai2：ミラポ999999 ●ハピネスチャージプリキュア! かわルン☆コレク
ション：なりきりゲーム全開、おはなし全開 ●ハマトラ Look at Smoking World：所持金999999 ●ピカピカナース物語2：所持金999999、こんしゅうのポ
イント99 ●姫ギャルパラダイス メチカワ！アゲ盛り↑センセーション！：ベリー999999 ●ヒーローバンク：所持金9億9999万9999円 ●ファンタジーラ
イフ：リッチ 9999999、主人公 EXP 999999 ●Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ：セーブデータ1 残り行動回数9 ●ぷよぷよテトリス：ポイント9999
●プロジェクトクロスゾーン：アクセサリー全開 ●ブレイブリーデフォルト フォーザ・シークウェル：ティズ レベル99、アニエス レベル99、リングアベル
レベル99、イデア レベル99 ●ペーパーマリオ スーパーシール：コイン9999、マリオ HP 999/999 ●ペルソナQ シャドウオブザラビリンス：所持金
9999999、主人公経験値MAX、倉庫アイテム変更1個目バスバタ、倉庫アイテム変更2個目デオスクシボス ●ペンギンの問題+ 爆勝!ルーレットバトル!!：しょ
じきん999999 ●ぼくは航空管制官 エアポートヒーロー3D 新千歳 with JAL：ぼく管コイン9999枚、オペレーション 全ステージクリア済み ●ぼくは航空管
制官 エアポートヒーロー3D 那覇 PREMIUM：ぼく管コイン9999枚 ●ポケットモンスター X・Y：おこづかい9999999、ふしぎなアメ 999個、マスターボール
999個、BP9999、きのみ全種999個、パワーゲージMAX、パワー全開 ●星のカービィ トリプルデラックス：進行度100% ●ホームタウン ストーリー：所持
金9999999 ●魔界王子 devils and realist 代理王の秘宝：おまけ全開 ●マギ 新たなる世界：所持金貨999999、所持ルフ9999、全アイテム99個 ●まめゴマ
ハッピー！ スイーツファーム：みずたま9999 ●マリオ&ルイージRPG4 ドリームアドベンチャー：コイン999999 ●マリオカート7：キャラクター全開、
カート全開、タイヤ全開、カイト全開 ●マリオパーティ アイランドツアー：マリパポイント9999999、ボードマップ・キャラクター・コレクション全開
●ムシブギョー：月島 仁兵衛 段位199 ●メタルファイト ベイブレード4D×ZEROG アルティメットトーナメント：4Dストーリーモード BP 999999999、
ZEROGストーリーモード BP 999999999 ●メダロット7 カブトVer.／クワガタVer : 所持金9999999、ロボロボメダル99 ●メダロットDUAL カブトVer／クワ
ガタVer : MMFポイント999999Mpt ●モンスターハンター3G：所持金9999999、資源 9999999、装備BOX 装備2個目 冥刀エンクリシス、装備BOX 装備3個目
狼牙大剣【辺獄】 ●モンスターハンター4：所持金9999999z、旅団ポイント9999999pts、装備BOX1個目 黒龍棍【天命】に変更、装備BOX2個目 グランドス
ターアクスに変更、装備BOX3個目 ミラブレイドに変更、装備BOX4個目 黒滅龍剣に変更、装備BOX5個目 ミラドレパノンに変更、装備BOX 6個目 ミラバスター
に変更、アイテムBOX1個目 99個、アイテムBOX2個目 99個、アイムBOX3個目 99個、メインオトモ 経験値MAX、メインオトモ テンションMAX、調合リスト
全開、生産リスト全開、モンスターリスト全開、ギャラリー全開、勲章全開 ●勇現会社ヴレイヴカンパニー：所持金99999999 ●妖怪ウォッチ：所持金
999999、超けいけんちだま 99個、スペシャルコイン 99個、妖怪ガシャ まわせる回数3、神けいけんちだま 99個 ●妖怪ウォッチ2 元祖／本家：お金 999999、
ジャングルポイント999999、妖怪ガシャ まわせる回数99、神けいけんちだま 99個、スペシャルコイン 99個、ふか～い漢方 99個、回数復活 地獄おみくじ＆え
いえんトンネル、銅の手形 99個、銀の手形 99個、金の手形 99個 ●ヨッシー NEWアイランド：残り数999 ●リッジレーサー3D：所持ポイント999999999
●ルーンファクトリー4：所持金999999999 ●わんニャン どうぶつ病院2：おかね 999999G ●わんニャン ペットショップ：所持金9999999 ●ワンピース
アンリミテッドワールドR：所持金999999999、倉庫 回復の秘薬99個 ●ワンピース ROMANCE DAWN 冒険の夜明け：ベリー9999999
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