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1 安全に使用するために

ごあいさつ

このたびは『マリオ＆ソニック

 

AT ロンド
ンオリンピック』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。

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。

このゲームは､インターネットに接続して
無料でランキング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
ください｡

インターネットに関するご注意



●フレンドコードは、お互いによく知って
いる人同士で安心して遊べるようにする
ための仕組みです。インターネットの掲
⺬板などで、知らない人とフレンドコー
ドを交換すると、改造データを受け取っ
てしまったり、不快な気持ちになるよう
な言葉を使用されたりする危険がありま
す。知らない人には自分のフレンドコー
ドを教えないようにしてください。

●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。



このソフトはインターネット通信やローカ
ル通信でランキングやトレード、対戦を楽
しむことができます。ご利用に関して、以
下の点に注意してください｡

●通信機能を利用すると、あなたの入力し
た情報（ユーザーデータ名やメドレー
名）が多くの人の目に触れる可能性があ
ります。個人を特定できるような重要な
情報や他の人が不快な気持ちになるよう
な言葉は使用しないでください。

通信機能のご利用に関するご注意

本体の「保護者による使用制限」を設定す
ると、マルチプレイで遊べるモードを一部
制限したり、ネットワークランキングへの
接続を制限できます。
※「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。

本ソフトは、Nintendo Network対応ソ
フトです。
このソフトでは、インターネット通信で世
界中のプレイヤーのランキングを見ること
ができます。



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。

Nintendo Networkについて



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。
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.

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.



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。

意匠登録
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2 ロンドンオリンピック開幕

本作では、おなじ
みの競技からフレ
ッシュな競技まで
57種類の種目が
登場します。さま
ざまな操作を覚え
て、新記録にチャレンジしてください！

※このゲームでは、一部に実際とは異なる
競技ルールを適用しています。

※このゲームに使用されているすべてのオ
リンピックレコードおよびワールドレコ
ードは、2011年10月19日時点の公式
記録に基づいています。

※ゲーム内の各国の国旗は、2011年10
月19日時点のものになります。



使用楽曲と作曲者紹介

曲名：「軽騎兵（けいきへい）」序曲

作曲：フランツ・スッペ

ゆか

曲名：行進曲「威風堂々（いふうどうど
う）」

作曲：エドワード・エルガー

シンクロナイズドスイミング(チー
ム)

曲名：華麗なる大円舞曲（かれいなるだい
えんぶきょく）

作曲：フランソワ・ショパン

新体操 リボン(団体)

曲名：3つの軍隊行進曲

作曲：フランツ・シューベルト

曲名：地獄のオルフェ(天国と地獄)

作曲：ジャック・オッフェンバック

20km競歩

シンクロナイズドスイミング(デュ
エット)

作曲：ジュゼッペ・ヴェルディ

曲名：レクイエムから「怒りの日」



3 操作方法

ボタンやタッチペンを使うほか、本体をか
たむけたり、うごかしたりして競技を楽し
みます。

※各競技のくわしい操作方法は、競技前の
画面をごらんください。

スライドパッドをぐるぐる回したり、各方
向にひいてからはなしたりします。

スライドパッド

タッチペンでタッチスクリーンをタッチし
たり、スライドしたりします。

タッチペン

各ボタンをタイミング良くおしたり、れん
だしたりします。

ボタン

指先でタッチスクリーンをタッチします。

ゆびでタッチ

マイクに向かって声を出したり、マイクに
息をふきかけたりします。

マイク

本体を前後や左右にかたむけます。

本体をかたむける



本体を上下左右にうごかします。

※動作が不安定なときは、本体を平らな場
所において、しばらく静止させてくださ
い 。 そ れ で も 不 安 定 な 場 合 に は 、
HOMEメニューで+を⻑押しして、
モーションセンサーの補正を行ってくだ
さい。

このソフトでは、本体を動かして遊ぶ
ゲームがあります。遊ぶ前に、まわり
に十分なスペースがあることを確認し、
本体を両手でしっかり持って遊んでく
ださい。
けがや故障、周囲のものの破損の原因
となりますので、はげしい動きや操作
を行わないようにしてください。

本体をうごかす



4 始めかた

はじめて遊ぶときは、ユーザーデータをつ
くります。「なまえ」を入力して「こっ
き」を選びましょう。

はじめて遊ぶとき

※なまえは、通信相手や第三者に公開され
る可能性があります。相手が不快になる
ような内容、個人情報などは使わないで
ください。

※なまえやこっきは、「オプション」の
「ユーザーせってい」で変えられます
（→10）。

タイトル画面で下画面をタッチするか、
を押します。

ユーザーデータを選んでゲームを再開して
ください。

2回目以降に遊ぶとき

このソフトでは、競技終了後のほか、「オ
プション」や「マイレコード」の画面から
戻ったときなどに自動でゲームのデータが
保存されます。

セーブについて



● むやみに電源をON/OFFする、デー
タのセーブ中にゲームカードやSD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。

● セーブ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、セーブ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
な装置を使用してセーブデータを改
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。

ユーザーデータの選択画面でを押すと、
ユーザーデータを消去します。

データを消去する

データを消去（初期化）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。

ゲームを始めた後、「Nintendo 3DS」
のロゴが表⺬されている画面での
4つのボタンを同時に押し続けてくださ
い。すべてのデータを初期化することがで
きます。

データを初期化する



5 メインメニュー

ユーザーデータを選ぶ
とメインメニューが表
⺬されます。モードを
選びましょう。

ロンドンオリンピックの競技を1人でプレ
イします。

シングルプレイ（→6）

ロンドンオリンピックの競技を2～4人で
プレイします。

マルチプレイ（→7）

競技にチャレンジしながら、ストーリーを
進めていきます。

エピソードモード（→8）

競技の記録やネットワークランキングのほ
か、入手したコレクションを見たりバッジ
マシーンで遊んだりできます。

マイレコード（→9）

COM（コンピュータ）のつよさやプロフ
ィールなどを変更できます。

オプション（→10）



6 シングルプレイ

プレイ可能なモードは2つ。その他にメド
レーをつくったりトレードしたりできるモ
ードがあります。

好きな種目を選んで1試合のみを遊びます。

※競技ごとに選べるキャラクターカテゴリ
が決められています。

※競技が終わると結果画面が表⺬され、表
彰式（ひょうしょうしき）の後に自動的
にセーブされます。

ハイライトマッチ

複数の種目をおこなって総合ポイントを競
います。複数のメドレーを優勝（ゆうしょ
う）することで、新たなメドレーがオープ
ンします。

メドレーマッチ

初級者におすすめ。キャラ
クターカテゴリから選抜し
てメンバーをつくります。

スタンダード



※最終競技終了後の表彰式で を押
すと、メンバーをお気に入りとして登録
できます。

サクサクとプレイしたい上級者向け。キャ
ラクターが自動的に選択されて、競技が始
まります。操作説明や試合結果の表⺬はス
キップされ、テンポよくメドレーをプレイ
できます。

クイック

オリジナルのメドレーをつくります。

きょうぎメドレーをつくる

下画面の文字パネルをタッチして入力して
ください。

※メドレー名は、通信相手や第三者に公開
される可能性があります。相手が不快に
なるような内容、個人情報などは使わな
いでください。

※一度つけたメドレー名は変更できませ
ん。

メドレー名をつける



プレイする人数分の『マリオ＆ソニック
AT ロンドンオリンピック』と本体があれ
ば、最大2人でメドレーデータをわたした
り、もらったりすることができます。

●操作手順

 

[データをわたす]
❶「メドレーデータをわたす」を選びま

す。
❷ わたすメドレーデータを選びます。相

手が接続するとメドレーデータがわた
されます。

●用意するもの
ニンテンドー3DS LL/3DS本体

 

････････
･･････プレイする人数分の台数（最大2台）

『マリオ＆ソニック

 

AT ロンドンオリンピ
ック』････････････････････････････････
･･････プレイする人数分の本数（最大2本）

●操作手順

 

[データをもらう]
❶「メドレーデータをもらう」を選びま

す。
❷ メドレーデータをもらったら保存先を

選びます。

きょうぎ メドレーを トレード
（ローカルプレイ）



7 マルチプレイ

2～4人で通信対戦を行うことができます。
通信方法は2種類あります。

プレイする人数分の『マリオ＆ソニック
AT ロンドンオリンピック』と本体があれ
ば、最大4人まで対戦（協力）プレイを楽
しむことができます。

ニンテンドー3DS
ローカルプレイ

❶ グループリストで を押します。
参加者がそろったら を押して
募集を締め切ります。

❷ モードを選びます。

ニンテンドー3DS LL/3DS本体

 

････････
･･････プレイする人数分の台数（最大4台）

『マリオ＆ソニック

 

AT ロンドンオリンピ
ック』････････････････････････････････
･･････プレイする人数分の本数（最大4本）

グループリストの中から参加したいグルー
プを選びます。

用意するもの

操作手順

 

[グループをつくる]

操作手順

 

[グループに参加する]



『マリオ＆ソニック

 

AT ロンドンオリンピ
ック』が1本あれば、プレイする人数分の
本体どうしで通信し、最大4人まで対戦

（協力）プレイを楽しむことができます。

ニンテンドー3DS LL/3DS本体

 

････････
･･････プレイする人数分の台数（最大4台）

『マリオ＆ソニック

 

AT ロンドンオリンピ
ック』････････････････････････････1本

ニンテンドー3DS
ダウンロードプレイ

用意するもの

❶ 親機として子機を募集したい場合は、
グループをつくります。参加者の募集
を締め切ると、ダウンロードが開始さ
れます。ダウンロードが終わったら、
モードを選びます。メドレーマッチを
選ぶと、ダウンロード専用の体験メド
レーが遊べます。

❷ 子機として参加する場合は、グループ
リストの中から参加したいグループを
選びます。

操作手順 [ソフトがある本体の場合]



❶ HOMEメニューで「ダウンロードプレ
イ」→「はじめる」をタッチしてくだ
さい。

❷「ニンテンドー3DSロゴ」をタッチして
ください。

❸ 親機がグループをつくったら「マリオ
＆ソニック

 

ロンドン」をタッチしてく
ださい。

操作手順 [ソフトがない本体の場合]

※ソフトがない場合は、競技の記録は残せ
ません。

※本体の更新が必要な場合があります。画
面の指⺬に従って、本体の更新を行って
ください。

「通信が中断されました」と表⺬され、
本体の更新に失敗する場合は、HOME
メニューの「本体設定」から本体の更新
を行ってください。詳しくは、本体取扱
説明書の「本体の更新」のページをお読
みください。



保護者による使用制限について

本体の「保護者による使用制限」を設
定すると、以下のモードを遊ぶことが
できません。

● ローカルプレイ：わいわいパーティ
メドレー

● ダウンロードプレイ：わいわい体験
ダウンロードメドレー

※わいわいパーティメドレーとわいわい体
験ダウンロードメドレーでは、ゲーム内
で写真を撮影するシーンがあります。撮
影した写真は他のプレイヤーに送信され
ます。

※送信または、受信した写真を保存するこ
とはできません。



8 エピソードモード

オリンピック開幕をひかえたロンドンの町
をぶたいに起こる、さまざまなエピソード
を楽しむモードです。チャレンジをクリア
することで、ストーリーを進められます。

クリアするとチェックマークが表⺬されま
す。

クリア内容や進行度によってアイコンの表
⺬が異なります。

画面の見かた

まだプレイしていないエピソー
ド

❶ エピソードの題名

❷ チャレンジ数

❸ エピソードアイコン

❷

❶

❸

❹



決められたチャレンジ数をクリ
ア

プレイ中のエピソード

上画面をマップに切り替えます。

※何度もプレイしてクリアできない場合
は、「おたすけクリアですすむ」が選
べるようになります。

おたすけクリア

すべてのチャレンジをクリア

❹ マップ切り替え

チャレンジの内容とクリア
条件を確認できます。複数
のチャレンジがある場合
は、で選んでください。
チャレンジが終わると結果
画面が表⺬されます。

チャレンジセレクト



9 マイレコード

プレイに関するデータのほか、集めたコレ
クションを確認できます。

❷ 他のユーザーデータ

ユーザーデータごとに各種目の成績を確認
できます。

プレイデータかくにん

いろいろなジャンルのトップ5と総プレイ
時間を確認できます。

プレイデータあれこれトップ5

プレイデータ

❷

❶

※☆の数は現在のプレイヤーランクを表し
ます。

※プレイヤーランクが上がるか得意な競技
が変わると、ニックネームが変化しま
す。

こっき・ニックネーム・名前のほか、セッ
トしているバッジや記録を確認できます。

❶ プレイ中のユーザーデータ



コレクション

手に入れたバッジを確認できます。バッジ
を選んでを押すか、タッチするとセット
できます。未入手のバッジを選ぶと入手す
るためのヒントが表⺬されます。

バッジをみる

チケット1枚につき1回遊べます。下画面
のハンドルを回すかを押すと、バッジが
出てきます。チケットは、競技終了時など
に獲得できます。

バッジマシーン

競技で獲得したメダルを確認できます。メ
ダルは金・銀・銅の3種類あります。

メダルをみる

※インターネット設定については、本体の
取扱説明書をお読みください。

インターネットに接続すると、世界中のプ
レイヤーのランキングを確認したり、自分
の記録を登録したりできます。

ネットワークランキング
（インターネット通信）



● 周辺ランキング：プレイヤーのランキ
ング周辺を表⺬

● トップランキング：ランキングトップ
10を表⺬

● フレンドランキング：本体のフレンド
リストに登録した友だちどうしのラン
キングを表⺬

ランキングの種類



10 オプション

ゲーム中のさまざまな設定を変更できま
す。

「ハイライトマッチ」や「メドレーマッチ」
のCOMのつよさを「やさしい・ふつう・
むずかしい」から選びます。

COMのつよさせってい

「なまえ」「こっき」「バッジ」を変更し
ます。

ユーザーせってい

● BGM：ゲーム中に流れる音楽
● ボイス：キャラクターが発する声
● SE：効果音

サウンドの音量を「0（無音）から5（最
大）」までで設定します。

サウンドボリュームせってい



11 お問い合わせ先

〒601-8501 京都市南区上鳥羽鉾立町11番地1

商品･販売･取り扱いに関する
お問い合わせ

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

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
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