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1 健康上のご注意

ごあいさつ
このたびはWii専用ソフト『ロックンロールクライ
マー』をお買い上げいただきまして、誠にありがと
うございます。
ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みいた
だき、正しい使用方法でご愛用ください。

警　告
● 健康のため、ゲームなどをお楽しみになるとき

は、部屋を明るくしテレビ画面からできるだけ離
れて使用してください。特に小さなお子様が遊ば
れるときは、保護者の方の目の届くところで遊ば
せるようにしてください。

● 心臓病・糖尿病・高血圧症・呼吸器疾患などによ
り、医師から運動を制限されている方、妊娠して
いる、もしくは妊娠の可能性がある方は、プレイ
する前に必ず医師と相談してください。

● 疲れた状態での使用、連続して長時間にわたる使
用は、健康上好ましくありませんので避けてくだ
さい。また、身体が平常の使用の場合でも、適度
に休憩をとってください。めやすとして1時間ご
とに10～15分の小休止をおすすめします。特
に、高齢の方や、運動習慣のない方、心臓病・高
血圧症などの循環器に既往症のある方は、十分休
憩をとってください。もし、めまいや吐き気な
ど、身体に異常を感じた場合には、直ちに使用を
中止し、医師の診察を受けてください。また、お
子様が使用される場合は、保護者の方が十分に注
意を払ってください。

● ごくまれに、強い光の刺激や、点滅を受けたり、
テレビの画面などを見たりしているときに、一時
的に筋肉のけいれんや意識の喪失などを経験する
人がいます。こうした症状を経験した人は、使用
する前に必ず医師と相談してください。また、使
用中にこのような症状が起きた場合には、直ちに
使用を中止し、医師の診察を受けてください。

● ご使用になる前に、十分な準備運動を行い、体調
を整えてからご使用ください。また、体調がすぐ
れない方、お酒を飲まれた方は使用しないでくだ
さい。思わぬけがや、事故の原因となります。

● 体に過度の負担をかけた使用は、事故やけがにつ
ながる可能性がありますので、無理のない範囲で
使用してください。また、使用中にめまい・吐き
気・疲労感・乗り物酔いに似た症状などを感じた
り、目や手・腕に疲労、不快や痛みを感じたとき
は、直ちに使用を中止してください。その後も不
快感が続いている場合は医師の診察を受けてくだ
さい。それを怠った場合、長期にわたる障害を引
き起こす可能性があります。



● 他の要因により、手や腕、腰など身体の一部に障
害が認められたり、医師から激しい運動を制限さ
れている方は、ゲームなどの操作をすることに
よって、症状が悪化する可能性があります。その
ような方は、使用する前に医師に相談してくださ
い。

● Wiiリモコンの振動機能について、次のことに注意
してください。
・ 頭部、ひじ、ひざなどの骨部や顔および腹部な

ど、身体の各部にWiiリモコンを当てて使用し
ないでください。皮膚などを痛める可能性があ
ります。

・ 指、手、腕などにけがや疾患があり、治療を受
けている方は、絶対に使用しないでください。
症状を悪化させる恐れがあります。

・ 長時間にわたる使用は、健康上好ましくありま
せんので、めやすとして30分ごとに5分以上の
休憩をとってください。

・ 振動を不快に感じたときは、HOMEボタンメ
ニューのWiiリモコン設定画面で振動をOFFに
してください。振動設定のON/OFFに関して
は、Wii本体取扱説明書（機能編 P.9）をご覧
ください。



2 使用上のご注意

事故やけが、家財の破損、故障の原因となりますの
で、以下の点に注意してください。

警　告
● バランスWiiボードの上でジャンプしたり、同時に

複数の人が乗ったりしないでください。
● ゲーム中はWiiリモコンやヌンチャクをしっかり握

り、手から離さないでください。また、絶対に投
げたり、必要以上に振り回したりしないでくださ
い。Wiiリモコンを投げたり、必要以上に振り回し
て手から離れた場合、過度の力がストラップにか
かりストラップが切れる恐れがあります。

● 必ず専用ストラップを手首に通して、ストッパー
を調整してください。ロックレバー付きのストッ
パーの場合は、ロックレバーで固定してくださ
い。また、ゲーム中にストッパーが緩んだり外れ
たりしたときは、ゲームを中断して、ストッパー
を再度調整してください。

● ゲーム中に、手や腕、腰を振るなど、身体の動き
を伴いますので、ゲームを始める前に周りには何
もないことを確認し、ゲーム中でも手や足など身
体の一部とテレビや家財との距離が1m以上になる
ように、離れてください。また、周囲に人がいる
ときは、ぶつかったりしないように、十分なス
ペースを確保してください。

● バランスWiiボードの端に、体重や力をかけないで
ください。

● 必ず素足で遊んでください。靴下や靴を履いて使
用すると、転んだりして、事故やけが、家財の破
損、故障の原因となります。

● ヌンチャクを使用する場合、必ずコネクタフック
にストラップのひもを通してください。

● ゲーム中、手や足が汗ばんできた場合は、ゲーム
を中断して、乾いたタオルなどで拭き取ってから
再開してください。

● 専用ストラップ［RVL-018］や任天堂のライセン
ス許諾を受けているストラップ以外は使用しない
でください。

● ストラップだけを握ってWiiリモコンを振り回すこ
とは絶対にしないでください。また、ヌンチャク
を振り回したり、首にかけたりしないでくださ
い。

● Wiiリモコンを使用する前に、ストラップが傷んで
いないか点検してください。もし、ストラップが
傷んでいる場合は、Wiiリモコンの使用を中止し、
必ずストラップを交換してください。

● 病院、医療機関など、無線通信が制限されている
場所では、絶対に使用しないでください。



● 心臓ペースメーカーを装着されている方が使用さ
れる場合は、Wiiリモコンを心臓ペースメーカーの
装着部位から22cm以上離してください。

● お子様がゲームをされる場合は、保護者の方が注意
事項をよく読んでご説明いただき、目の届く所で遊
ばせてください。特に小さなお子様の場合は、保護
者の方が手助けをして一緒に遊んでください。

注　意
● Wiiリモコンをより安全に使用していただくた

め、Wiiリモコンジャケットを装着して使用される
ことをおすすめします。

使用上のおねがい

● コントロールスティックを操作する場合、手のひら
などの皮膚の弱い部分で力を入れて操作しないでく
ださい。皮膚を痛めることがあります。

● コントロールスティックを乱暴に操作すると故障の
原因になるばかりでなく、まれにゲームの進行に支
障をきたす恐れがありますのでご注意ください。



3 コントローラの準備

コントローラの持ち方

持ち方は、使用するコントローラによって異なりま
す。次のように持って、操作してください。
※WiiリモコンとWiiリモコンジャケット、ストラップの装

着方法については、Wii本体取扱説明書、またはWiiリモ
コンジャケット取扱説明書をご覧ください。

バランスWiiボードを使用する場合

バランスWiiボードを使
用するときは、周りに何
もないことを確認し、
ゲーム中でも手や足など
身体の一部とテレビや家
財などとの距離を1m以
上確保してください。

※ バランスWiiボードは、体重が136kg以下の方を対
象としています。

※ バランスWiiボードは、別売のWii専用ソフト「Wii
Fit」「Wii Fit Plus」に付属している周辺機器で
す。

※必ず、使用する各コントローラの取扱説明書もあわせて
ご覧ください。



【ニュートラルポジション】

ヌンチャクの
ニュートラルポジションと再設定機能

ヌンチャクのコントロールスティックのニュートラルポ
ジション※の位置がずれ、正常に操作できなくなった場
合は、次の操作を行ってください。

ヌンチャクのコントロールスティックから指を離
し、接続したWiiリモコンの ・ ・ ・ を同
時に約3秒間押し続けてください。

※ニュートラルポジションと
は…
コントロールスティックが
傾いていない状態の位置を
「ニュートラルポジショ
ン」と呼びます。Wii本体
の電源をONにするときな
どにコントロールスティックが傾いていると、その状態
が「ニュートラルポジション」に設定され、コントロー
ルスティックが正常に操作できなくなります。



4 バランスWiiボードの準備

バランスWiiボードを使って遊ぶ場合

バランスWiiボードを使って遊ぶ場合は、バランスWii
ボードをホーム登録する必要があります。次の手順
に従って操作してください。

■ バランスWiiボードがホーム登録されている場合

1. 操作方法を選ぶ画面で､
「Wiiリモコン＋ヌンチャ
ク＋バランスWiiボード」
を選んでください。
（→P.10：CONTROL）

■ バランスWiiボードがホーム登録されていない場合

1. このソフトでは、操作方
法を選ぶ画面でのみバラ
ンスWiiボードのホーム登
録を行うことができます。
（→P.10：CONTROL）

2. 操作方法を選ぶ画面が表示されたら、バランスWii
ボードの底面の電池カバーを取り外し、

を押してください。
電源ランプが点滅します。
※ 電池カバーを取り外す際は、

バランスWiiボードを足の上に
落としたり、指などを挟んだ
りしないよう、注意してください。

※ バランスWiiボードに乾電池が正しくセットさ
れていることを確認してください。

※ 電源ランプが点滅したら、 から指を
離してください。

3. Wii本体のSDスロットカバーを開
け、バランスWiiボードの電源ラン
プの点滅中に、 を押してく
ださい。バランスWiiボードの電源
ランプが点灯したら、ホーム登録は完了です。

4. Wii本体のSDカードスロットカバーとバランスWii
ボードの電池カバーを、必ず元のように取り付け
てください。



※ Wii本体は、バランスWiiボードを1台だけホー
ム登録することができ、Wiiリモコンと合わせて
10個まで登録できます。11個以上ホーム登録
を行った場合、古いWiiリモコンのデータから順
に消去されますが、バランスWiiボードのデータ
は消去されません。

※ バランスWiiボードをホーム登録できるWii本体
は、1台のみです。ホーム登録済みのバランス
Wiiボードを他のWii本体にホーム登録した場
合、バランスWiiボードの設定が上書きされるた
め、元のWii本体で使用する場合はもう一度ホー
ム登録する必要があります。

※ バランスWiiボードは4Pに接続されます。この
ソフトの中では、2～4PにWiiリモコンが接続さ
れている場合は、Wiiリモコンの接続が解除され
ます。

※ バランスWiiボードの動作チェック（→P.9：バ
ランスWiiボードの動作チェック）で異常が見つ
かった場合は、任天堂サービスセンター
（Wii本体取扱説明書、またはバランスWiiボー
ド取扱説明書参照）にお問い合わせください。



5 お問い合わせ先など

任天堂テクニカルサポートセンター
Wiiウェアのゲームとサービス全般に

関するお問い合わせ

0570－020－210（ナビダイヤル）

PHS、IP電話からのご利用は…

03-4330-7570
◆ 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。
◆ ゲームの攻略情報についてはお答えしておりませ

ん。
◆ 電話受付時間：午前9時～午後5時（祝日、会社

特休日を除く）

任天堂のゲームやソフトの複製は違法
であり、国内及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
及び外国の著作権法で保護されています。

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 note that violators will be prosecuted.
This warning does not interfere with your rights
for personal use under copyright laws.

本品は日本国内専用です。外国ではテレビの構造、放
送方式などが異なりますので、使用できません。

FOR USE IN JAPAN ONLY. COMMERCIAL
USE, UNAUTHORIZED COPY AND RENTAL
PROHIBITED.
本品は日本国内だけの使用とし、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。



© 2009 Nintendo
は任天堂の登録商標です。

Trademarks registered in Japan.
ヌンチャクは任天堂の商標です。
バランスWiiボードは任天堂の商標です。
ニンテンドーWi-Fiコネクション・Nintendo Wi-Fi
Connectionは任天堂の商標です。
禁無断転載
RVL-WVOJ-JPN-2



6 はじめに

● ロックンロールクライマーとは
『ロックンロールクライ
マー』は、岩壁をよじの
ぼっていくスポーツ、
「ロッククライミング」
を手軽に楽しむことがで
きるゲームです。
※実際のロッククライミングとは異なります。危

険ですので、絶対にゲームの真似をしないでく
ださい。

● このゲームソフトの特徴
Wiiリモコンとヌンチャクを使ってキャラクターを
動かす、リアルな操作性が特徴です。
また、別売のWii専用ソフト『Wii Fit』『Wii Fit
Plus』に同梱されている「バランスWiiボード」を
お持ちの場合は、足を使った操作も楽しむことが
できます。

 ・体を使ってロッククライミングが楽しめる
Wiiリモコンとヌンチャクの傾きや動きによって、
画面の中のキャラクターも動きを変えます。プレ
イヤーの動きに合わせてゲーム中のキャラクター
も動くため、まるで本当のロッククライミングを
しているかのような、リアルなプレイ感覚を味わ
うことができます。

 ・バランスWiiボードでもっと本格的に
バランスWiiボードを使う
と、足の上げ下げや重心
のかけかたによっても、
キャラクターを操作でき
るようになるので、より
本格的に楽しめます。

ホールドとは

ロッククライミング中に
手でつかんだり、足を乗
せることができる部分を
「ホールド」と呼びます｡
コース内には多くのホー
ルドが配置されているの
で、うまく選んで登る必
要があります。



7 コントローラの使いかた

このゲームでは、Wiiリモコ
ンを右手に、ヌンチャクを左
手に、それぞれ垂直に持って
使います。
また「バランスWiiボード」
をお持ちの場合は、Wiiリモ
コンとヌンチャク、バランス
Wiiボードの3つを使った操作
も楽しめます。
※以下の はロッククライミング中の操作です。

● Wiiリモコン

ポイントする
Wiiリモコンのポインターを画面
に向けて、カーソルで特定の場所
を指す操作を「ポイントする」と
いいます。



● ヌンチャク

● バランスWiiボード
バランスWiiボードを使うときは、基本姿勢でWii
リモコンとヌンチャクを持ち、画面の指示にした
がってバランスWiiボードの上に乗りましょう。



8 Wiiリモコンとヌンチャクを使う

ロッククライミングを始めるときは、 と を押
し、キャラクターが右手と左手でホールドをつか
んだ状態にしておきます。

「Wiiリモコン＋ヌンチャク」での操作

操作方法は、タイトルメニューの「Option」で選ぶ
ことができます。（→P.10：Option）
 ・左手／右手の操作

を押している間は、左手でホールドをつかみま
す。また、 を押している間は、右手でホールド
をつかみます。ボタンをはなすと、手をホールド
からはなします。

右手をホールドからはなした状態でWiiリモコンを
左右に動かすと、右腕をその方向に動かします。

左手をホールドからはなした状態でヌンチャクを
左右に動かすと、左腕をその方向に動かします。

つかみたいホールドの近くまで腕を動かし、左右
の腕に対応したボタンを押すと、カーソルが表示
されているホールドを手でつかみます。



 ・左足／右足の操作
を押している間は、左足をホールドからはなし

ます。また、 を押している間は、右足をホール
ドからはなします。

足をほかのホールドの上に乗せるときは、 また
は を押して足をはなしたあとでWiiリモコンまた
はヌンチャクを動かし、目的のホールドの近くで

または をはなしてください。

 ・体を起こす（手足の曲げ伸ばし）
Wiiリモコンを手前に傾けると、右腕を曲げて右足
を伸ばし、右半身を上方向に伸ばします。また、
ヌンチャクを手前に傾けると、左半身を上方向に
伸ばします。腰を落として体を下方向に下げたい
ときは、Wiiリモコンやヌンチャクを垂直に戻しま
す。体全体を起こすときは、Wiiリモコンとヌン
チャクを同時に手前に傾けてください。
Wiiリモコン＋ヌンチャクのみで操作する場合は、
この操作で手と足を両方動かすことができ、体全
体を起こせます。

※手足の曲げ伸ばしは、体のバランスを整えるた
めのとても大切な操作です。つかみたいホール
ドに手が届かなかったり、先に進めなくなった
りした場合には、手足の曲げ伸ばしを行い、体
のバランスを調整してください。



9 バランスWiiボードを使う

ロッククライミングを始めるときは、 と を押
し、キャラクターが右手と左手でホールドをつか
んだ状態にしておきます。

「Wiiリモコン＋ヌンチャク＋
バランスWiiボード」での操作

操作方法は、タイトルメニューの「Option」で選ぶ
ことができます。（→P.10：Option）

注　意
● バランスWiiボードを使用してプレイする際は､

バランスを崩して転倒などしないよう、十分ご
注意ください。

● バランスWiiボードのステップの端に、過度の体
重や力を加えないでください。また、身体を必
要以上に動かさないでください。

 ・左手／右手の操作
※手の操作は「Wiiリモコン＋ヌンチャク」の操作

と同じです。

を押している間は、左手でホールドをつかみま
す。また、 を押している間は、右手でホールド
をつかみます。ボタンをはなすと、手をホールド
からはなします。



 ・左足／右足の操作
バランスWiiボードの上に立って、両足を乗せてく
ださい。バランスWiiボードに両足を乗せている間
は、ホールドに両足が乗っています。

右足をバランスWiiボードからはなし、左足に重心
をかけると、右足をホールドからはなします。
ふたたび右足をバランスWiiボードに乗せるなどし
てバランスを元に戻すと、カーソルが表示されて
いるホールドに右足を乗せます。



左足をバランスWiiボードからはなし、右足に重心
をかけると、左足をホールドからはなします。
ふたたび左足をバランスWiiボードに乗せるなどし
てバランスを元に戻すと、カーソルが表示されて
いるホールドに左足を乗せます。



 ・体を起こす（手足の曲げ伸ばし）
バランスWiiボードを使用して体を起こす場合は、
手と足で別々の操作が必要となります。

手の操作
※手の操作は「Wiiリモコン＋ヌンチャク」の操作

と同じです。

Wiiリモコンを手前に傾けると、右腕を曲げて体を
引き上げる姿勢になります。また、ヌンチャクを
手前に傾けると、左腕を曲げて体を引き上げる姿
勢になります。
腰を落として体を下方向に下げたいときは、Wiiリ
モコンやヌンチャクを垂直に戻します。

足の操作
バランスWiiボードの前方に重心をかけると、足を
伸ばします。Wiiリモコンやヌンチャクを手前に傾
けながらこの操作を行うと、下半身を引き上げ、
体全体を起こすことができます。片足のみ前方に
重心をかけると、片足を伸ばします。

バランスWiiボードの後方に重心をかけると、足を
曲げます。Wiiリモコンやヌンチャクを垂直にして
この操作を行うと、腰を落として体全体を下方向
に下げることができます。片足のみ後方に重心を
かけると、片足を曲げます。



バランスWiiボードの動作チェック

ロッククライミングを始
める前に、右の画面で
を押すと、バランスWii
ボードの動作チェックを
行うことができます。
画面の指示にしたがって
バランスWiiボードに乗り
降りしてください。



10 タイトルメニュー

タイトル画面には、4つのメニューが表示されます。
メニューを選び、 で決定しましょう。

レベル（難易度）ごとに、さまざまなステージを順
番にプレイしていくモードです。

「Challenge」でクリアしたコースまたはEXTRA
コースを自由に選んでプレイできるモードです。

セーブデータを消したり、操
作方法を切り替えることがで
きます。

 ＜セーブデータを消去する＞
「Option」で「DELETE SAVE」を選び、確認の
メッセージが表示されたあとに「YES」を選ぶと、こ
れまでのセーブデータを消すことができます。
なお、一度消したデータは元に戻らないので注意し
てください。

ゲームのセーブについて

このゲームでは、レベルやコースのクリア状況や
記録が自動的に保存されていきます（セーブでき
るデータは1つだけです）。なお、「Challenge」
ではレベルをクリアする前にゲームを中断した場
合、次回同じレベルを選ぶと中断したステージの
最初から遊ぶことができます。ゲームを中断した
い場合は、ゲームの途中で を押して、「QUIT」
を選んでください。
※レベル「ヘビーメタル」では、中断すると最初

のステージからやり直しになります。



 ＜操作方法を選ぶ＞
「Option」で「CONTROL」
を選ぶと、操作方法を選ぶこ
とができます。
いずれかのイラストを選んだ
ら、 で決定してくださ
い。

Wiiリモコン＋ヌンチャク＋
バランスWiiボードで操作する

Wiiリモコン＋ヌンチャクで操作する

※操作方法は、毎回ゲーム起動後に初めて
「Challenge」「Free Mode」「Tutorial」をプレ
イする際に、選択することもできます。

※バランスWiiボードをホーム登録していない場合
は、「Wiiリモコン＋ヌンチャク＋バランスWiiボー
ド」は選べません。バランスWiiボードを使用する
場合は、操作方法を選ぶ画面で、ホーム登録を
行ってください。（→P.4：バランスWiiボードの
準備）

※バランスWiiボードのホーム登録の方法については
バランスWiiボード取扱説明書をご覧ください。

基本的な操作方法やルールを
確認できます。3つのステッ
プから選びましょう。
※ゲーム起動後に初めて遊ぶ

ときは、ここで操作方法を
確認できます。



11 ゲームの進めかた

● 基本ルール
キャラクターの手足を動
かして、ホールドにつか
まりながら岩壁を登って
いきます。もっとも高い
位置にあるホールドに手
を触れると、コースクリアとなります。

 ・FAIL（失敗）
体力ゲージがなくなったり、体の一部が地面につ
くとFAIL（失敗）となり、コースの最初からやり
直しとなります。

ゲームのポーズ（一時停止）

ロッククライミング中に
を押すと、ゲームが一

時停止します。ゲームを
再開したいときは、 と

を押します（ボタンをは
なすと、ホールドから手
がはなれてしまうので注
意してください）。
「RESTART」を選ぶとコースの最初からやり直す
ことができ、「QUIT」を選ぶとレベルやコースを
選ぶ画面に戻ります。



12 画面の見かた

ロッククライミング中の画面は、操作方法によって
一部の表示が異なります。

● カーソル

手でつかんでいたり、足を乗せている
ホールドには、緑色のカーソルが表示さ
れます。

手足をホールドからはなしているとき
は、手足の届く範囲にあるホールドに白
いカーソルが表示されます。つかむ操作
や足を乗せる操作をすると、このホール
ドに手足を置くことができます。

● 体力ゲージ
体力を表し、時間ととも
に少しずつ減っていきま
す。体力ゲージがなくな
るとFAIL（失敗）になります。無理な体勢をした
り、両手と両足がホールドについていないと、
ゲージが早く減っていくので注意してください。
※「ポップロック」のコースでは体力ゲージがな

いため、体力を気にせず登ることができます。



 ・ドリンクについて
ドリンクをつかむと、体力ゲージを回復すること
ができます。

ドリンク（黄）
体力ゲージを少し回復
します。

ドリンク（赤）
体力ゲージをたくさん
回復します。

● 握力ゲージ
右手と左手それぞれの握力を表し、ホールドをつ
かんでいるうちに少しずつ減っていきます。腕を
曲げたり、特殊なホールド（→P.13：特殊なホー
ルドについて）につかまったり、片手だけでつか
まるなど無理な体勢をしていると、早く減ってい
くので注意しましょう。ゲージがなくなると、手
がホールドからはなれてしまいます。
なお、握力ゲージは、ホールドから手をはなすと
回復していきます。

※握力ゲージは操作方法が「Wiiリモコン＋ヌン
チャク」の場合にのみ表示されます。

● バランスゲージ
足にどのように重心がかかっているかを確認でき
るゲージです。タテの針は左右、ヨコのラインは
前後の重心を表しています。

※バランスゲージは操作方法が「Wiiリモコン＋ヌ
ンチャク＋バランスWiiボード」の場合にのみ表
示されます。



13 特殊なホールドについて

コースによっては、以下のような特殊なホールドが
登場します。

 ・クラック
岩にできたひび割れです。
手でつかむことはできますが、
足を乗せることはできません。

 ・ブレイク
見た目は普通のホールドのよう
ですが、ぐらぐらと揺れていま
す。このホールドは、一度手で
つかんだり足を乗せたりする
と、手足をはなしたときに、落
ちてなくなってしまいます。

 ・スリップ
苔や氷で滑りやすくなっている
ホールドで、種類によって色や
形が異なります。このホールド
につかまっているときに、両手
両足のうち、ホールドについて
いる部分が2箇所以下の状態に
なると、このホールドからは手
足がはなれてしまいます。



14 Challenge

「Challenge」は、レベル（難易度）ごとに分かれた
ステージを、順番にクリアしていくモードです。

● 始めかた
タイトルメニューで「Challenge」を選び、以下
の手順でモードを始めてください。
※ゲーム起動後に初めて遊ぶときは、ここで操作

方法を選ぶこともできます。

 ・Character Select
＜キャラクターを選ぶ＞
操作するキャラクターを
決めます。最初は2人の中
から選択できます。

女性
体重が軽いため、スムーズな動き
が可能です。体力も多く、初心者
向けのキャラクターです。

男性
体重が重いため、ゆったりとした
動きになります。体力も少なく、
上級者向けのキャラクターです。

※条件を満たすと、このほかにもキャラクターが
登場します。

 ・Level Select
＜レベルを選ぶ＞
プレイするレベルを選び
ましょう。 を選ぶ
とレベルが切り替わり、
「OK!」を選ぶとロック
クライミングが始まります。
レベルは4種類あり、それぞれいくつかのステー
ジで構成されています。1つのレベルの全ステー
ジをクリアすると、次のレベルで遊べるようにな
ります。

● RESULT ＜結果＞
ステージをクリアすると
結果画面になり、クリア
までにかかった時間が表
示されます。
確認して を押すと、次
のステージに進むことが
できます。



15 Free Mode

「Free Mode」は好きなステージとコースを自由に
選んでプレイできるモードです。
※「Free Mode」では、「Challenge」でクリアし

たことがあるステージのコース、またはEXTRA
コースを選ぶことができます。

● 始めかた
タイトルメニューで「Free Mode」を選び、操作
するキャラクターを決めたら、以下の手順で始め
てください。
※ゲーム起動後に初めて遊ぶときは、ここで操作

方法を選ぶこともできます。

 ・Stage Select
＜ステージを選ぶ＞
ステージを選びます。
ジャングルや滝など、さ
まざまな舞台が用意され
ています。

 ・Course Select
＜コースを選ぶ＞
コースを選びます。
「Challenge」の各レベル
でクリアしたコースのほ
かに、条件を満たすと
EXTRAコースを選ぶこと
もできます。

EXTRAコースについて

「Free Mode」の各ステージで
は、どこかのコース内に右のよ
うな鍵があります。鍵を手に入
れてからコースをクリアする
と、同じステージのEXTRAコー
スで遊べるようになります。

● RESULT ＜結果＞
コースをクリアすると結
果画面になり、クリアま
でにかかった時間が表示
されます。
確認して を押すと、
コースを選ぶ画面に戻る
ことができます。



無理な体勢を続けている
と、黄色いギザギザの線
が表示され、パキパキと
体のきしむ音がします。

16 アドバイス

● じっくり登っていこう
キャラクターの手足を動かす操作は、慣れるまで
はやや難しく感じるかもしれません。片手をはな
して少し上のホールドにつかまり、次に片足を上
のホールドに……というように、少しずつ手足を
動かし、じっくり上へと登っていきましょう。

● 無理な体勢をしていると……
手足が曲がりすぎていた
り、体が傾きすぎている
など、無理な体勢をして
いると、体力ゲージや握
力ゲージが早く減りま
す。また、手足がホール
ドからはなれてしまうこ
ともあるので注意してく
ださい。

● 体を起こす操作を忘れずに!
このゲームでは、Wiiリモコンやヌンチャクを手前
に傾けたり、バランスWiiボードの前方に重心をか
けて体を起こし、手足を動かせる範囲を広げるこ
とがとても重要です。ホールドにつかまったらま
ずは体を起こし、無理なくつかめる次のホールド
がないか確認してください。

このままの状態では手
が上がりませんが……

体を起こせば上のホー
ルドをつかめます。
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