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1 安全に使用するために

このたびは『ものすごく脳を鍛える５分間
の⻤トレーニング』をお買い上げいただ
き、誠にありがとうございます。ご使用に
なる前に、この｢取扱説明書｣をよくお読み
いただき、正しくお使いください。

ごあいさつ

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
ニューの 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。

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

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。

●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⺬に従ってく
ださい。



インターネットに関するご注意

このゲームは､インターネットに接続して
自分の成績を送信することができます。ご
利用に関して、以下の点に注意してくださ
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
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。詳しくは、任天堂のホー
ムページをご覧ください。

●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。



本製品には株式会社インテリジェントシス
テムズ制作の陣取対局が含まれています。

任天堂のゲームやソフトの複製は違法で
あり、国内および外国の著作権法によっ
て厳重に禁じられています。違反は罰せ
られますのでご注意ください。なお、こ
の警告は、私的使用を目的とする著作権
法上の権利を妨げるものではありませ
ん。また、この取扱説明書も国内および
外国の著作権法で保護されています。

警 告

WARNING
Copying of any Nintendo software
or manual is illegal and is strictly
prohibited by copyright laws of
Japan and any other countries as
well as international laws.Please
no t e t ha t v i o l a t o r s w i l l b e
prosecuted. This warning does not
in t e r fe re w i t h y o u r r ig h t s f o r
personal use under copyright laws.

FO R S AL E I N J AP A N O N L Y .
C O MM ER C IA L US E,
U N AU T HO RI ZE D C OP Y AN D
RENTAL PROHIBITED.
本品は日本国内だけの販売とし、また商
業目的の使用や無断複製および賃貸は禁
止されています。



本製品は、パナソニック株式会社の手書き
文字認識エンジン”楽ひら®”を使用してい
ます。楽ひらはパナソニック株式会社の登
録商標です。

CTR-P-ASRJ-JPN

©2 0 1 2 T oho k u U n iv e r s iｔ y /
Nintendo

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。

本ソフトウェアではDynaFontを使用して
います｡DynaFontは、DynaComware
Taiwan Inc.の登録商標です。

「漢字書取」出典：くもん出版刊「脳を鍛
える大人の音読ドリル」

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。



2 操作方法

このソフトはおもにタッチペンで操作し
ます。また、一部の操作はボタンで行い
ます。
※モードによっては、本体をタテに持って

使います。その場合は、画面の表⺬にした
がって、本体を持ち替えてください。

※タテ持ちにすると、3D表⺬がOFFになり
ます。

文字や数字を答えるとき
は、決められたワク内に
記入します。

文字の入力

タッチスクリーンの操作

メニューや選択肢を選びます。

タッチ

カードなどをスライドして動かすことも
あります。

スライド



ボタンの操作

メニューの選択 /

決定 

戻る 

一手戻る（一部
のトレーニング
のみ）

/

トレーニングを
選択するメニュ
ーに戻る

中断メニューの
表⺬（リラック
スのみ）



3 ソフトの始めかた

はじめる

お試し版

初めてトレーニングする
ときは「はじめる」を選
ぶと、川島教授の説明が
始まります。2つ目以降
の個人データを作るとき
は、「新しく作る」を選びます。

⻤トレ（→8）を少しだけ試すことができ
ます。お試し版の記録は保存されません。

タイトル画面

ソフトを起動すると表⺬
されます。



4 データの保存と消去

トレーニングの記録や出席した日数など
は、個人データに自動的に保存されます。
トレーニングの記録は

 

366日分保存され
ます。366日を超えると古いものから削
除されます。
※グラフやハンコは消えますが、最高記録

は消えません。

データの保存

● むやみに電源をON/OFFする、デー
タの保存中にゲームカードを抜き差
しする、操作の誤り、端子部の汚れ
などの原因によってデータが消えて
しまった場合、復元はできません。
ご了承ください。

● 保存されたデータを改造する装置の
使用は、ゲームを正常に進められな
くなったり、データが壊れたり消え
たりする原因となりますので、絶対
におやめください。万一このような
装置を使用してデータを改造された
場合には、改造する前の状態に復元
することはできませんので、十分に
ご注意ください。



トレーニングによっては
進行状況を一時的に保存
して、やめることができ
ます。
このとき、次回は続きか
らトレーニングできます。最初からはじ
めると、途中保存したデータは消去され
ます。

途中保存

データの消去

個人データの消去

メニュー（→6）の「設定」で「個人デー
タを消す」を選ぶと、個人データを消去
できます。
個人データを全て消しても、すれちがい
通信で出会った⻤トレ仲間（→12）と本
体に設定されたすれちがい通信は消えま
せん。⻤トレ仲間は「設定」の「すれち
がい設定」で消すことができます。

全データの消去

ソフトを起動するときに、＋＋＋
を同時に押し続けると、全てのデータ
を消すことができます。
※データを消去するときは、データの内容を

十分にご確認ください。消去したデータ
は元に戻せません。



5 初めてトレーニングするとき

メッセージを読み進め、トレーニング
「⻤計算」をしたあと、個人データを作り
ます。

個人データを作る

顔を選ぶ

ニンテンドー3DS本
体に保存されている
Mii、または用意され
ている顔のなかから選
びます。 で顔を
切り替えます。
顔は、あとで「設定」

（→13）で変えること
ができます。

生まれた年と誕生日を下
画面に数字で入力します。

生年月日を入力する



6 メニュー

7 つ の 項 目 を 選 べ ま
す。 で項目を切
り替えることができま
す。項目によっては、

「解説」でトレーニン
グの説明が見られま
す。

集中時間測定（→14）
⻤トレ（→8）
⻤トレ補助（→9）
脳トレ（→10）
リラックス（→11）
記録（→12）
設定（→13）



※ハンコは366個を超えると古いも
のから消えます。

まだ出現していない
トレーニングなどは

「？？？」をタッチす
ると、出現条件を知
ることができます。

トレーニングを始
めたときに、出席
簿 が 表 ⺬ さ れ ま
す。ハンコは1日
に1回、最初のト
レーニングを始める前に、下画面の日
付のワク内に押せます。
出席日数が増えるほど、その個人デー
タでできるトレーニングなどが増えま
す。

● 出席簿



7 トレーニングの進めかた

トレーニングを始める

メニューで項目を選
びます。次にトレーニ
ングを選びます。新し
いトレーニングには

「！」が表⺬されます。



8 ⻤トレ

ワーキングメモリーを
鍛えます。⻤トレを続
けると、脳のさまざま
な機能の向上が期待で
きます。
それぞれのトレーニングのやりかたにつ
いては、各トレーニングの「解説」をお
読みください。
※トレーニング中に本体のフタを閉じたり、

HOMEメニューで中断すると、トレーニ
ングがやり直しになることがあります。

トレーニング中に「やり直す」をタッチし
て、最初からやり直せるトレーニングも
あります。「ギブアップ」や「降参」を
タッチして降参できるものもあります。

トレーニングのギブアップ



9 ⻤トレ補助

ワーキングメモリーの
処理速度の向上が期待
できます。できるだけ
速く答えることを意識
してください。



10 脳トレ

脳のさまざまな要素を使
うトレーニングです。加
齢による脳の働きの低下
の防止が期待できます。



11 リラックス

脳をリラックスさせることができます。
「脂肪爆発」と「細菌撲滅」は、本体をタ
テに持って行います。

脂肪や爆弾はタッチペン
で動かすことができます。
同じ色の脂肪や爆弾をタ
テ・横・ナナメに３つ以
上並べると消えます。画
面のように脂肪や爆弾を持ち上げナナメ
にそろえて消すこともできます。

「脂肪爆発」の消しかた

「脂肪爆発」の特殊な脂肪

次のような方法で消す脂肪もあります。

ナナメに並べたときのみ爆発さ
せることができます。

一度爆発すると点滅が始まり、
点滅が終わるまでにもう一度爆
発させると消えます。

脂肪の外側の色と同じ色の爆弾
で爆発させると、脂肪の色が変
わります。次に色が変わった脂
肪と同じ色の爆弾で消します。



ダイナマイトについて

横かナナメに5つ消すと、
ダイナマイトが出現しま
す。同じ色の脂肪や爆弾
と一緒に消すと、画面内
にある同じ色の脂肪や爆
弾が全て消えます。
ダイナマイトはタッチペンで動かすこと
はできません。



12 記録

このソフトでトレーニ
ングしている家族（個
人データ）や、すれち
がい通信ですれちがっ
た人たちのくわしい記
録が見られます。

⻤トレ仲間

トレーニングの記録を確認できます。

ランキングとグラフ

ランキングやグラフ
が見られます。ランキ
ン グ で は 、 「 個 人 」

「家族」「⻤トレ仲間」
と、それぞれに表⺬を
切り替えることができ
ます。



13 設定

すれちがい通信（→15）の設定を行うこ
とができます。

すれちがい設定

いつの間に通信（→16）の設定を行うこ
とができます。

記録を送る設定

自分の顔や教授に関する設定を変えたり、
個人データを消したりできます。ほかに
も、以下のような項目があります。
※一部の項目は、特定の条件を満たすと選

べるようになります。

※オリジナルのハンコを設定すると、これま
でに押したハンコも全てオリジナルのデ
ザインに変更されます。

出席簿（→6）に押すハン
コを自由にデザインでき
ます。ワク内にタッチペ
ンで好きなデザインを描
いて、「決定」をタッチ
すると、デザインが決定します。

ハンコデザイン



14 集中時間測定

「⻤計算」で「3バッ
ク 」 に 到 達 す る と 、
できるようになりま
す。全力で集中できる
時間を測定します。
箱の数を覚えながら2
問前の箱の数を書きま
す。時間内に答えら
れないと終了となりま
す。



15 すれちがい通信

個人データの記録や、⻤トレの感想をほ
かの人とやりとりできます。

個人データの交換（すれちがい
通信）

※相手側の本体も、すれちがい通信の設定を
している必要があります。

すれちがい通信を設定する

⻤トレの感想を聞かれ、
「思いを選ぶ」では、用意
されているコメントを選
びます。「手書きする」
では自由にコメントを書
くことができます。
※相手が不快になる内容、違法な内容、他

人の権利を侵害する内容、個人情報などを
含めないでください。

「設定」の「すれちがい設
定」で設定できます。

※個人データが複数ある場合、すれちが
い通信を行った後、最初に個人データ
を選んだ人だけが⻤トレ仲間とあいさ
つできます。あいさつした⻤トレ仲間
の記録は、他の個人データからも見る
ことができます。



すれちがい通信をやめる

すれちがい通信をやめるときは、「本体
設定」の「データ管理」→「すれちがい
通信管理」から「ものすごく脳を鍛える5
分間の⻤トレーニング」のアイコンを選
んで、「すれちがい通信をやめる」をタ
ッチします。
※全ての個人データのすれちがい通信が

できなくなります。

受信拒否

すれちがいデータを受信
すると、出席を取った後
に⻤トレ仲間とあいさつ
するか確認されます。あ
いさつの最後に「受信拒
否」を選ぶと受信拒否設定が有効になり、
以後はその人から受け取ったデータは自
動的に消去されます。

※「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。

本体の「保護者による使用制限」を
設定すると、他のユーザーとのすれち
がい通信を制限することができます。



一公序良俗に反する行為

一犯罪行為またはこれを助⻑する行
為

一他人の著作物を権利者に無断で利用
するなど、他人の著作権などの知
的財産権およびその他一切の権利を
侵害する行為

一他人の情報を無断で公表したりする
など、他人のプライバシー権、肖
像権、パブリシティ権を侵害する
行為

一他人の名誉・信用を棄損したり、
他人を侮辱したり、または他人に
不快感を与える行為

一自分または他人の本名や住所などの
個人情報を送信する行為

●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。

●通信機能を利用すると、あなたの
送信した情報（自分の名前や手書き
コメント）が、多くの人の目に触れ
る可能性があります。一旦他人の手
に渡ったものは、送信した人であっ
ても取り戻したり、削除したりでき
ませんので、ご注意ください。

ください。

● 通信機能のご利用に関するご注
意

このソフトは、すれちがい通信で、デ
ータの交換を楽しむことができます。
ご利用に関して、以下の点に注意して



●すれちがい通信のご利用により生じ
た損害などについて、当社は一切の
責任を負いません。



16 いつの間に通信

本ソフトは、Nintendo Network対応ソ
フトです。

Nintendo Networkは、インターネット
を通じてさまざまな遊びやコンテンツな
どが楽しめる、任天堂のネットワークサ
ービスの総称です。世界中の人と一緒に
ゲームを楽しんだり、有料ソフトやコン
テンツをダウンロードしたり、映像やメ
ッセージなどを受け取ったり、いろんな
ネットワークサービスが楽しめます。
※｢ものすごく脳を鍛える５分間の⻤トレ

ーニング｣にはインターネット通信プレ
イ機能はありません。

●Nintendo Networkについて

対応ソフトにはNintendo Networkロゴ
がパッケージに表⺬されています。



ソフトを起動していないときでも、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出して通信し、自分
のトレーニングの記録を東北大学の川島
隆太教授に送信できます。トレーニング
の記録は、研究資料として使わせて頂き
ます。

トレーニングの記録を教授に送
る（いつの間に通信）

※教授にトレーニングの記録を送るには、
SDカードが本体のカードスロットに差し
込まれている必要があります。

※トレーニングの記録を送るには、1ヵ月ほ
どトレーニングを続ける必要があります。

いつの間に通信を使用するには、利用規
約への同意とインターネット設定が必要
です。
トレーニングの記録を送れる状態になる
と、教授からトレーニングの記録を送っ
てもらえるかどうか聞かれます。質問に

「はい」を選ぶと、いつの間に通信を登録
します。

いつの間に通信を使用する

※いつの間に通信の設定は、「設定」の「記
録を送る設定」でいつでも変更できます。

※利用規約やインターネットの設定方法は、
本体の取扱説明書をご覧ください。



いつの間に通信をやめる

「設定」の「記録を送る設定」で「送らな
い」を選びます。



17 うまくいかないときは

声を使ったトレーニングを行うときは、
本体のマイクに向けて声を出してくださ
い。

声をききとってくれない

文字（ひらがなや漢字）や数字がうまく
入力できない場合は、次のことをすると
正しく認識しやすくなる場合があります。

書いた文字が認識されにくい

・文字を傾けて書かない。
・大きく丁寧に書く。
・つづけ字を書かない。
・文字（ひらがなや漢字）や数字は一般

的な書き順、画数で書く。
※漢字を書くトレーニングがありますが、

本ソフトは漢字の学習用に作られたも
のではありません。



数字の書き順



18 ⻤朗読参考資料

●宮沢賢治：セロ弾きのゴーシュ/「セロ
弾きのゴーシュ」（角川文庫）

●芥川龍之介：羅生門/「芥川龍之介全集
1」（ちくま文庫）

●紫式部(與謝野晶子訳)：源氏物語/「全
訳源氏物語（上巻）」（角川文庫）

●萩原朔太郎：猫町/「猫町

 

他十七篇」
（岩波文庫）

●原民喜：廃墟から/「小説集

 

夏の花」
（岩波文庫）

参考資料の中には、今日から見れば不適
切と感じられる表現が含まれている可能
性がありますが、原作品の時代背景と価
値観等を考慮し、原文のままとしていま
す。

●太宰治：満願/「斜陽

 

人間失格

 

桜桃

 

走
れメロス

 

外七篇」（文春文庫）
●寺田寅彦：鎖骨/「寺田寅彦随筆集第4

巻」（岩波文庫）
●二葉亭四迷：予が半生の懺悔/「平凡・

私は懐疑派だ」（講談社文芸文庫）
●堀辰雄：風立ちぬ/「風立ちぬ・美しい

村」（新潮文庫）
●徳永直：こんにゃく売り/「徳永直文学

選集」（熊本出版文化会館）
●小酒井不木：科学的研究と探偵小説/
「小酒井不木探偵小説選

 

〔論創ミステ
リ叢書8〕」（論創社）



●須川邦彦：無人島に生きる十六人/「無
人島に生きる十六人」（新潮文庫）

●北大路魯山人：だしの取り方/「魯山人
の美食手帖」（グルメ文庫）

●小川未明：赤い蝋燭と人魚/「文豪怪談
傑作選

 

小川未明集

 

幽霊船」（ちく
ま文庫）

●久生十蘭：母子像/「久生十蘭短篇選」
（岩波文庫）

●内田魯庵：二葉亭四迷の一生/「新編
思い出す人々」（岩波文庫）

●岡本綺堂：はなしの話/「岡本綺堂随筆
集」（岩波文庫）

●石川欣一：可愛い山/「山の旅

 

大正・
昭和篇」（岩波文庫）

●正岡容：初看板/「圓太郎馬車

 

正岡容
寄席小説集」（河出文庫）

●岡崎雪聲：死神/「文豪怪談傑作選・特
別篇

 

百物語怪談会」（ちくま文庫）
●鈴木鼓村：二面の箏/「文豪怪談傑作選
・特別篇

 

百物語怪談会」（ちくま文
庫）

●柳川春葉：怪物屋敷/「文豪怪談傑作選
・特別篇

 

百物語怪談会」（ちくま文
庫）

●福沢諭吉：教育の目的/「福沢諭吉教育
論集」（岩波文庫）

●和辻哲郎：面とペルソナ/「和辻哲郎随
筆集」（岩波文庫）

●津田左右吉：芸術と社会/「津田左右吉
歴史論集」（岩波文庫）

●神⻄清：飜訳のむずかしさ/「大尉の
娘」（岩波文庫）



●永井荷風：銀座/「荷風随筆集（上）」
（岩波文庫）

●永 井 荷 風 ： 十 日 の 菊 / 「 荷 風 随 筆 集
（下）」（岩波文庫）

●中島敦：⻁狩/「中島敦全集

 

1」（ち
くま文庫）



19 お問い合わせ先

商品･販売･取り扱いに関する
お問い合わせ

お客様ご相談窓口

PHS、IP電話からは 075-662-9611 におかけく
ださい。

※電話番号はよく確かめて、お間違いのないように
お願いいたします。

※攻略情報についてはお答えをしておりません。

電話受付時間 月～金：9:00～17:00 ( 土、日、
祝、会社設定休日を除く

 

)

0570-011-120

〒601-8501 京都市南区上鳥羽鉾立町11番地1

修理に関する
お問い合わせ･送り先

任天堂サービスセンター

PHS、IP電話からは 0774-28-3133 におかけく
ださい。

※電話番号はよく確かめて、お間違いのないように
お願いいたします。

電話受付時間 月～金：9:00～21:00
土：9:00～17:00( 日、祝、会社
設定休日を除く

 

)

〒611-0042 京都府宇治市小倉町神楽田56番地
任天堂サービスセンター

0570-021-010
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