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1 ご使用になる前に

ご使用になる前に、この電子説明書をよく
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 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。

 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。

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

の



●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示に従ってく
ださい。

© 2016 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、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。

■ bsdiff
Copyright 2003-2005 Colin Percival
All rights reserved
Redistribution and use in source and
binary fo rms,  with o r without
modification, are permitted providing
that the following conditions are
met:
1. Redistributions of source code

must retain the above copyright
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、き除を合場るいてれらめ認で律法。す

で能可用使みので体本の様仕本日は品本
。んせまりあはでのもるす限

制を為行るすと的目を用使的私るいてれ
らめ認上法権作著は告警のこ、おな。い
さだく意注ごでのすまれらせ罰は反違
。すまいてれらじ禁に重厳で律法は布配

断無や製複断無の書明説やアェウトフソ
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notice, this list of conditions and
the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the
documentat ion and /or o ther
materia ls  prov ided  with the
distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY
THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPL IED WARRANTI ES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL
THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL,  EXEMPLARY,  OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE,  DATA,  OR PROFITS;  OR
BUS INESS I NTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF TH IS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILI TY OF SUCH
DAMAGE.



2 対戦（みんなソフトがある）

プレイする人数分の本体と『マリオパー
ティ スターラッシュ』があれば最大4人
まで、ローカルプレイ対戦で遊べます。

●ニンテンドー3DSシリーズ本体 ：プレ
イする人数分の台数（最大4台）

●１本以上の『マリオパーティ スターラ
ッシュ』と、『おまけ付き マリオパー
ティ スターラッシュ 持っている人と
対戦版』：プレイする人数分の本数

（最大4本）

『マリオパーティ スターラッシュ』で、
対戦のための部屋を作成します。他のプ
レイヤーは部屋をえらんで参加します。
※『おまけ付き マリオパーティ スターラ

ッシュ 持っている人と対戦版』では、
部屋を作成できません。

1. 広場で｢みんなでたいせん｣→「みんな
ソフトがある」→「部屋をつくる」を
えらびます。

※『おまけ付き マリオパーティ スターラ
ッシュ 持っている人と対戦版』はニン
テンドーeショップから無料でダウンロ
ードできます。（→3）

るくつを屋部

順手作操

）戦対イレプルカ
ーロ（」るあがトフソなんみ「

のもるす意用



1. 広場で｢みんなでたいせん｣→「みんな
ソフトがある」→｢部屋に入る｣の順に
えらびます。

2. 入りたい部屋をえらびます。

2. 参加者全員の名前が表示されたら｢は
じめる｣をえらびます。

※『おまけ付き マリオパーティ スターラ
ッシュ 持っている人と対戦版』では、

「みんなでたいせん」をえらぶとすぐに
入りたい部屋をえらべます。

る入に屋部



3 持っている人と対戦版

ニンテンドーeショップで無料でダウンロ
ードできます。このソフトを使えば『マ
リオパーティ スターラッシュ』のローカ
ルプレイ対戦に参加できます。（→2）

『おまけ付き マリオパーティ スターラッ
シュ 持っている人と対戦版』では、マリ
パレベル、登場したキャラクター、１度
遊んだミニゲームなどをセーブします。
同じ本体で『マリオパーティ スターラッ
シュ』を起動するとセーブデータを引き
継げます。

ぎ継き引のターデブーセ

はと』版戦対と
人るいてっ持 ュシッラータス
ィテーパオリマ き付けまお『

意注ご

。いさだく意用ごを
体本ズーリシSD3の分数人、と上以本1
』ュシッラータス ィテーパオリマ『ず必

。んせまべ遊は戦対イレプルカ
ーロでけだ』版戦対と人るいてっ持 ュシ
ッラータス ィテーパオリマ き付けまお『



4 対戦（ソフト1本であそぶ）

『マリオパーティ スターラッシュ』が1
本あれば、プレイする人数分の本体同士
で通信し、ダウンロードプレイ対戦で遊
べます。

ニンテンドー3DSシリーズ本体：プレイ
する人数分の台数（最大4台）

※『おまけ付き マリオパーティ スターラ
ッシュ 持っている人と対戦版』ではえ
らべません。

『マリオパーティ スターラッシュ』：1
本

ダウンロードプレイ対戦は、ソフトを持
っているプレイヤーが部屋を作り、ほか
のプレイヤーが部屋に入るとはじめるこ
とができます。

※遊べるマップやキャラクターなどに制
限があります。(→5)

3.画面の案内にしたがって進めます。

1.広場で｢みんなでたいせん｣→「ソフト1
本であそぶ」をえらび参加者を待ちま
す。

2.参加者全員の名前が表示されたら｢はじ
める｣をえらびます。

順手作操の体本いながトフソ

順手作操の体本るあがトフソ

）戦対イレプドーロン
ウダ（」ぶそあで本1トフソ「

のもるす意用



※本体の更新が必要な場合があります。
画面の指示に従って、本体の更新を行
ってください。

「通信が中断されました」と表示され、
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。

3.『マリオパーティ スターラッシュ』を
タッチして、1Pの操作を待ちます。

1.HOMEメニューで｢ダウンロードプレ
イ｣をえらびます。

2.「ニンテンドー3DSロゴ」をタッチし
ます。



5 どんなゲーム？

『マリオパーティ スターラッシュ』では、
新感覚のボードマップやたくさんのミニ
ゲームを遊べます。最大４人で対戦を楽
しむこともできます。

1人で遊ぶときは、すべてえらべます。

みんなソフトがある」でえらべま
す。

ソフト1本であそぶ」でえらべま
す。

「

「

。ムーゲ考思る
れ入に先に地んじの手相をマコのてべす

ンモャギオリマ

。すまい競でータスとンイコたれ入に
手。ドーボるべ遊りぷったをムーゲニミ

チッマンールバ

。スーレムーゲニミう競で数ンイコため集

ンロスアンイコ

ドーレパオピノキ

。すまし返り取を
ータス、し決対とスボにょしっいと間仲

。すまべ遊でんらえをムーゲニミ

ムーゲニミ

容内るべ遊



。すまれら見をータクラャキたし場登

んかずータクラャキ

。すましざ
めを上頂のーワタ、てけよをーュキリビ

ーワタジンレャチ

。ルズパす消をクッロブてせわあを字数

ルズパサレテ

。すまきでうそんえを曲なんろい

いかくがんおでなんみ

。すま
りあがどなプッマやータクラャキいなし
場登、はで」ぶそあで本1トフソ「



6 データのセーブについて

マリパレベルなどは、以下のタイミング
で自動的にセーブされます。

＋＋＋を同時に押しながらゲー
ムを起動すると、すべてのデータを消去
できます。
※データを消去するときは、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。

・ボードマップやミニゲームをクリアし
たとき。

「コインアスロン」の「チャレンジャーレ
ース」と「チャレンジタワー」では、あ
る程度ゲームが進む →「セー
ブしておわる」で中断セーブできます。
※中断データがある状態でゲームをえら

ぶと続きを遊べます。
※中断データは１つです。

ブーセ断中

と

去消のターデ

ブーセのターデ



。いさだく意注ごに分十、でのんせまき
ではとこるす元復に態状の前るす造改
、はに合場たれさ造改をターデブーセて

し用使を置装なうよのこ一万。いさだ
くめやおに対絶、でのすまりなと因原
るすりたえ消りたれ壊がターデブーセ
、りたっなくなれらめ進に常正をムーゲ
、は用使の置装るす造改をターデブーセ●

。いさだく承了ご
。んせまきでは元復、合場たっましてえ

消がターデてっよに因原のどなれ汚の
部子端、り誤の作操、るすし差き抜を
ドーカDSやドーカムーゲに中ブーセの
ターデ、るすFFO/NOを源電にみやむ●



7 amiiboについて

このソフ の読み込みに対
応しています。ゲーム中 または

を押すと読み込めます。amiibo™
［アミーボ］は、Newニンテンドー3DS
／Newニンテンドー3DS LLの下画面に
タッチして使用します。
amiiboは、さわってながめて楽しめるだ
けでなく、NFC（近距離無線通信）を利
用し、amiibo対応ソフトと連動して遊べ
る商品です。
くわしくは、任天堂ホームページ
(http://www.nintendo.co.jp/amiibo/)
をご覧ください。
amiiboは複数の対応ソフトで読み込めま
す。
amiiboのデータが壊れていて復旧できな
い場合は、HOMEメニュー の

「amiibo設定」で初期化してください。

●amiiboは下画面に軽くタッチするだけ

の

意注ごるす関にobiima

。すで要必がータイラ／ーダーリCFN
SD3ードンテンニ、は合場るす用使
をobiimaでLL SD3／SD3ードンテンニ

で
はト



で反応します。強い力でこすったり、
押したりしないでください。



8 プレイ情報の送信

インターネットに関するご注意

※インターネットの接続には、本体のイン
ターネット設定が必要です。インターネ
ット設定については、本体の取扱説明書
をご覧ください。

このソフトでは、インターネットに接続し
てプレイ情報を送信できます。

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
自動的に探して通信し、自分のプレイ情報
を個人を特定しない形で送信します。プレ
イ情報の送信は、タイトル画面 をタ
ッチしてオプションを開き、プレイ情報の
送信で（送信する／送信しない）を切り替
えることができます。
※いただいた記録は、今後の商品開発に活

用させていただきます。

プレイ情報の送
（いつの間に通

インターネットでできること

）信
信

らか

。すまいてし応対に
クーワトッネードンテンニ､はトフソ本

。すで称総のスビーサクーワト
ッネの堂天任、るめし楽がどなツンテ
ンコやび遊なまざまさてじ通をトッネ
ータンイ､はクーワトッネードンテンニ



●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
示板などで、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。

●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。



9 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

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 10:00～18:00 
(祝日、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

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：10:00～18:00
 (土、日、祝日、会社設定休日を除く)

0570-011-120
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