2014年11月11日
株式会社サイバーガジェット

『モンハン4G』
『妖怪ウォッチ2』『ポケモンX・Y』など
全50タイトル掲載の特典コード集付き！

「セーブエディター2」のお得なセットパックが登場

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）＋特典コード集Gセット』を2014年11月14日（金）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、セーブエディターに
追加登録して使えるパッチコードを多数掲載した「特典コード集G」がセットになった、
お得な数量限定パックを発売させていただきます。
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）＋ 特典コード集Gセット
■対応機種：3DS／3DS LL／New 3DS／New 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、特典コード集G×1
■動作環境：インターネットに接続できるパソコン（対応OS：日本語版
Windows Vista／7／8 ※32／64bit対応）
■希望小売価格：7,600円＋税
■発売日：2014年11月14日（金）
【セーブエディター2の主な特長】
・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」
「レアアイテムゲット」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
・人気の3DS用ゲーム160タイトル以上の攻略に役立つさまざまな「パッ
チコード」を収録
『モンハン4G』などで

レア素材・レア装備をゲット！

『ポケモン X・Y』などで

マスターボールを999個に！

『妖怪ウォッチ2』などで

スペシャルコインを99個に！

・最新作のパッチ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
・3DS用セーブデータのバックアップ＆初期化機能搭載
・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
【特典コード集Gの主な特長】
・
『モンスターハンター4G』
『大乱闘スマッシュブラザーズ for Nintendo
3DS』
『妖怪ウォッチ2 元祖／本家』『ポケットモンスター X・Y』など人
気の3DS用ゲーム全50タイトルで使えるさまざまなパッチコードを掲載
・掲載パッチコードはセーブエディター2に追加登録して使用可能

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）主な収録パッチコード
●モンスターハンター4G：所持金 9999999／回復薬グレート 99個／いにしえの秘薬 99個／強走薬グレート 99個／古龍の大宝玉 99個／大極竜玉 99個／装備BOX変更（真･
黒滅龍槍／バフォムル=ダオラ／真・黒龍棍【天帝】／フレイムミラブレイド ／真・黒滅龍剣／ディスヴァラーク／ディスティアーレ）
／勲章全開／調合リスト全開

ほか

●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／金の手形 99個／攻めの秘伝書 99個

ほか

●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／BP 9999／きのみ全種 999個／OパワーゲージMAX／Oパワー全開 ほか
●大乱闘スマッシュブラザーズ for NINTENDO 3DS：コイン 999999999／クリアゲッター1〜3 ゴールデンハンマー×4／必殺技・帽子・服全開／フィギュア全開＆99
個所持／フィールドスマッシュ 持ち込みアイテム全開

ほか

【その他の主な収録タイトル】 ●アイカツ！ シンデレラレッスン ●SDガンダム ジージェネレーション3D ●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？ ●ガイストクラッシャーゴッド ●カセキホリダー ムゲンギア ●仮面ライダー トラベラーズ戦記 ●ガンダムトライエイジSP ●逆転裁判5 ●禁忌のマグナ ●キン
グダム ハーツ 3D［ドリーム ドロップ ディスタンス］ ●クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ カスカベ映画スターズ！ ●ゲームセンターCX 3丁目の有野 ●シアトリズム ファイナル
ファンタジー カーテンコール ●進撃の巨人 人類最後の翼 ●新・世界樹の迷宮 ミレニアムの少女 ●新・光神話 パルテナの鏡 ●真・女神転生Ⅳ ●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 ●スーパーマリオ 3Dランド ●スーパーロボット大戦UX ●世界樹の迷宮Ⅳ 伝承の巨神 ●戦国無双 クロニクル 2nd ●戦闘中 伝説の忍とサ
バイバルバトル！ ●ゼルダの伝説 神々のトライフォース2 ●ゼルダの伝説 時のオカリナ3D ●閃乱カグラ2 -真紅- ●ソニック ロストワールド ●太鼓の達人 ちびドラゴン
と不思議なオーブ ●太鼓の達人 どんとかつの時空大冒険 ●ダンボール戦記ウォーズ ●超人ウルトラベースボール アクションカードバトル ●ディズニー インフィニティー
トイ・ボックスチャレンジ ●デジモンワールド Re:Digitize Decode ●デビルサバイバー オーバークロック ●デビルサマナー ソウルハッカーズ ●テンカイナイト ブレイブ
バトル ●逃走中 史上最強のハンターたちからにげきれ！ ●ドラゴンクエストⅦ エデンの戦士たち ●ドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵
●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 ●ドンキーコング リターンズ3D ●NARUTO -ナルト- 疾風伝 忍立体絵巻！最強忍界決戦 ●New スーパーマリオブラ
ザーズ2 ●nintendogs＋cats ●熱血硬派くにおくんSP 乱闘協奏曲 ●バイオハザード リベレーションズ ●ハイキュー！
！ 繋げ！ 頂の景色！
！ ●パズドラZ ●初音ミク Pro
ject mirai2 ●ヒーローバンク ●ブレイブリーデフォルト フォーザ・シークウェル ●ペーパーマリオ スーパーシール ●ペルソナQ シャドウ オブ ザ ラビリンス ●星のカー
ビィ トリプルデラックス ●マジンボーン 時間と空間の魔人 ●マリオ＆ルイージRPG4 ドリームアドベンチャー ●マリオカート7 ●マリオゴルフ ワールドツアー ●マリオ
パーティ アイランドツアー ●メダロット8 カブトVer.／クワガタVer. ●モンスターハンター3G ●モンスターハンター4 ●妖怪ウォッチ ●ヨッシー New アイランド
●ルーンファクトリー4 ●ワンピース アンリミテッドワールドR ●ワンピース ROMANCE DAWN 冒険の夜明け ほか

特典コード集G

収録パッチコード一覧

●モンスターハンター4G：メインオトモアイルー ステータス変更（経験値／テンション）／サブオトモアイルー 1～40匹目 ステータス変更（経験値／テンション／トレン
ド／合体技／オトモスキル）
／アイテムBOX 1～1400個目アイテム変更／装備BOX 1～1500個目装備品変更／オトモBOX 1～600個目オトモ装備品変更

●妖怪ウォッチ2 元祖／本家：【ともだち妖怪】1～406匹目（妖怪種類変更／レベル変更／超まじめ＆性格変更／所属変更／全わざレベルMAX／補正値MAX）／1～xxx匹目
ステータス変更（レベル変更・全わざレベルMAX・補正値MAX）
／1～xxx匹目 きめポーズ全開

●ポケットモンスターX・Y：ポケマイルポイント変更／バッグ（全道具999個／全回復999個）／洋服全開／育て屋（預けたポケモン1～2匹目 レベル100／必ずタマゴがもらえる）
●大乱闘スマッシュブラザーズ for NINTENDO 3DS：クリアゲッター全開／装備アイテム1～3000個目 パラメータ変更（バッジ種類変更／特殊効果／攻撃／防御／速度）
●イナズマイレブン1・2・3！！ 円堂守伝説：［イナズマイレブン］全消費アイテム99個／選手バインダー（雷門）全開／全メンバー 経験値変更［イナズマイレブン2 脅威の侵略者
ファイア／ブリザード］全消費アイテム99個／選手バインダー全開／全メンバー 経験値変更［イナズマイレブン3 世界への挑戦!! スパーク／ボンバー／ジ・オーガ］全ガチャマシ
ンコイン枚数変更／古びたピンバッチ個数変更／全消費アイテム99個／選手バインダー全開／全メンバー 経験値変更 ●SDガンダム ジージェネレーション 3D： 全キャラクター
ACEポイント変更／全ユニット 経験値変更／強化ポイント変更 ●ガイストクラッシャーゴッド：メイル・アクション全開 ●ガンダムトライエイジSP：カード全開 ●キングダム
ハーツ 3D［ドリーム ドロップ ディスタンス］
：全ドリームピース99個／全トレーニングトイ99個／サポート・ブリード アビリティ全開／武器全開 ●シアトリズム ファイナルファ
ンタジー：全アイテム99個／全キャラクター 経験値変更 ●シアトリズム ファイナルファンタジー カーテンコール：全アイテム99個／全キャラクター 経験値変更 ●進撃の巨人 人
類最後の翼：
【ワールドモード】プレイヤー（成長pt変更／修得技能pt変更／経験値変更）●新・世界樹の迷宮 ミレニアムの少女：シリカ商店 商品全開／モンスター図鑑・アイテ
ム辞典全開 ●新・光神話 パルテナの鏡：パルテナにささげたハートの数変更／神器1～3個目変更（種類／ランク／スキル）／奇跡全開／ステージ全開／おドール全開 ●真・女神
転生Ⅳ：主人公 ステータス変更（HP・MP／全パラメータ）●スーパーマリオ 3Dランド：マリオの状態変更／アイテムストック変更／コイン枚数変更 ●スーパーロボット大戦
UX：15段階改造可能／サヤ・クルーガー（経験値変更MAX／撃墜数変更）●世界樹の迷宮Ⅳ 伝承の巨神：ベルンド工房 商品全開／モンスター図鑑・アイテム辞典全開／クリア済
み ●ゼルダの伝説 神々のトライフォース2：コレクト変更（ハイリアの盾／赤い服／魔法の薬の全素材99個）●ゼルダの伝説 時のオカリナ 3D：ライフMAX／魔法メーターMAX
●戦国無双 クロニクル2nd：全武将 勲功変更 ●戦闘中 伝説の忍とサバイバルバトル！：戦闘ランク∞ 伝説の戦闘者＆全ステージクリア済み＆トロフィー全開 ●閃乱カグラ2 真紅-： 全キャラクター 段位変更 ●ソニプロ：プロフィール全開／そに子の部屋 セットセレクト全開／ミュージック・ステージ・イベントCG・そに子の部屋 衣装セレクト全開
●太鼓の達人 ちびドラゴンと不思議なオーブ：段位：太鼓神＆難易度：おに選択可能／曲・着せ替え全開 ●太鼓の達人 どんとかつの時空大冒険：プレイヤー1・2（きせかえ全開
／音色全開）／段位：太鼓神＆太鼓カウンター999999 ●ダンボール戦機ウォーズ：全キャラクター ステータス変更（必殺ファンクション全開／全アーマーフレーム レベル変更）
●デビルサマナー ソウルハッカーズ：マグネタイト数量変更／全消費アイテム10個／全武器10個／全弾丸200個／全防具10個／全キャラクター EXP変更／ヒロイン 魔法タイプ変
更 ●逃走中 史上最強のハンターたちからにげきれ！：ランク キング逃走者＆全ステージクリア済み＆コスチューム・トロフィー全開 ●ドラゴンクエストⅦ エデンの戦士たち：
ぎんこうに預けたゴールド金額変更／カジノコイン枚数変更／モンスターずかん全開／【主人公】全職業じゅくれんど（★★★★★★★★／戦闘経験回数MAX）／じゅもん・とくぎ
全開／【キーファ】経験値変更／じゅもん・とくぎ全開 ／【マリベル／ガボ／メルビン／アイラ】経験値変更／全職業じゅくれんど（★★★★★★★★／戦闘経験回数MAX）／じゅ
もん・とくぎ全開 ●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：全アイテム99個／全仲間モンスター（経験値変更／スキルポイント変更）●ドラゴンクエストモ
ンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵：全仲間モンスター（経験値変更／スキルポイント変更）●ドラゴンボールヒーローズ アルティメットミッション：集めた元気の数
変更／神龍メダル枚数変更／全所持アイテム個数変更（EXPカプセル／HPカプセル／エナジーカプセル）／ヒーローデータ（HP変更／パワー変更／ガード変更／レベル変更／必殺
技全開）●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：集めた元気の数変更／経験値ボーナスカプセル個数変更／HPボーナスカプセル個数変更／ヒーローエナジー
ボーナスカプセル個数変更／カード全開／ヒーローデータ（HP変更／パワー変更／ガード変更／レベル変更／必殺技全開）●New スーパーマリオブラザーズ 2：スター・ムーン
コイン全開＆全ステージクリア済み ●nintendogs＋cats：【柴＆Newフレンズ／トイ・プードル＆Newフレンズ／フレンチ・ブル＆Newフレンズ共通】飼主ポイント変更／全アイ
テム99個 ●バイオハザード リベレーションズ：CAMPAIGN ジル（全カスタム パーツ99個／武器ボックス 武器1～2個目 種類変更）●パズドラZ：モンスター1～1000匹目 ステー
タス変更（モンスター／レベル／経験値／全補正値）／モンスターずかん全開 ●初音ミク and Future Stars Project mirai：プション ルームキャラクター・デザイン全開 ●初音ミ
ク Project mirai2：おやつ 全ストック9／ルームアイテム全開 ●ヒーローバンク：ヒーロー着カタログ全開 ●ペルソナQ シャドウ オブ ザ ラビリンス：
【ペルソナ4主人公／ペルソ
ナ3主人公／花村 陽介／里中 千枝／天城 雪子／久慈川 りせ／巽 完二／白鐘 直斗／クマ／岳羽 ゆかり／伊織 順平／真田 明彦／桐条 美鶴／山岸 風花／アイギス／天田 乾／コロマ
ル／荒垣 真次郎】メインペルソナ（HP変更／SP変更）／膳（HP変更／SP変更）／テキペディア全開 ●マリオ＆ルイージRPG4 ドリームアドベンチャー：全アイテム99個／全そうび
99個／バッジ全開 ●メタルマックス4 月光のディーヴァ：全キャラクター（経験値99999999／ブースターポイント9999）●メダロット7 カブトVer.／クワガタVer.：カジノチップ
枚数変更／全メダル 各レベル33 ●メダロット8 カブトVer.／クワガタVer.：メダロッターレベル変更／全消費アイテム999個／全あたま・右うで・左うで・きゃくぶパーツ98個
（各212種）●モンスターハンター4：ハンターランクポイント変更／プレイ時間変更／サブオトモアイルー 1～40匹目 ステータス変更（経験値／テンション／トレンド／合体技／
オトモスキル）／アイテムBOX 1～1000個目アイテム変更／装備BOX 1～1200個目装備品変更／オトモBOX 1～500個目オトモ装備品変更 ●妖怪ウォッチ：
【ともだち妖怪】1～240
匹目（妖怪種類変更／レベル変更／経験値変更／性格変更／真面目度：超まじめ／全わざレベルMAX／補正値MAX）／1～nn匹目 レベル99・真面目度：超まじめ・全わざレベル
MAX・補正値MAX ●ヨッシー New アイランド：ヨッシーコイン枚数変更／コース開始時のタマゴ種類変更＆6個所持／ステージ全開 ●ルーンファクトリー4：王子・王姫ポイン
ト変更／木材数量変更／石材数量変更／肥料数量変更／牧草数量変更／花屋・雑貨屋 販売される種（Lv10）全開
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