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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⺬に従ってく
ださい。
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copy of this software and associated
documentation files (the "Software"),
to deal  in the Software without
rest r ic t ion,  inc luding w ithout
limitation the rights to use, copy,
modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the
Software, and to permit persons to
whom the Software is furnished to
do so,  subj ect  to the fo l lowing
conditions:
The above copyright notice and this
permission notice shall be included
in all copies or substantial portions
of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS
IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND,  EXPRESS  OR I MPL IED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTI CULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS
OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES
OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN
AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE,  ARISING
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE
OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
■LZ4
Copyright  (c)  2011-2015, Yann
Collet. All rights reserved.
Redistribution and use in source and
binary fo rms,  with o r without



modification, are permitted provided
that the following conditions are
met:
* Redistributions of source code
must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must
reproduce  the above copy right
notice, this list of conditions and the
fol l owing  disc la imer  in the
documentat ion and /or o the r
mate ria ls  prov ided with the
distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY
THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPL IED WARRANTI ES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS
FOR A ARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
THE COPYRIGHT HOLDER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT,  IND IRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTI ON)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
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OUT OF THE USE OF TH IS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILI TY OF SUCH
DAMAGE.



2 amiiboとは

このソフト に対応していま
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にゲームデータを書き込めるソ
フトは1つです。すでにほかのソフトの
ゲームデータが入っているamiiboにゲ
ームデータを書き込みたい場合は、
HOMEメニュー の「amiibo設定」
でゲームデータを消去してください。

※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、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。

の

の

は



amiiboに関するご注意
●amiiboは下画面に軽くタッチするだけ

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。

。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SD2／LL SD3／SD3ードンテンニ



3 インターネットでできること

●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。

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
てフレンドや世界中のプレイヤーと対戦す
ることができます。

。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



●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。



4 保護者の方へ

お子様の使用を制限したい場合は、「保護
者による使用制限」で項目を選んでくださ
い。このソフトでは、以下の内容を制限で
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。
●他のユーザーとのインターネット通信

他のプレイヤーとのインターネット対戦
を制限できます。



5 ゲームのセーブ（保存）と消去

ソフトを起動したあと、ニンテンドー
3DSロゴが消えてからタイトル画面が表
⺬されるまでの間に、＋＋＋を同
時に押し続けると、セーブデータを消すこ
とができます。
※ 一度消去すると元に戻せないので、十

分にご注意ください。

このゲームでは試合終了後などのさまざま
なタイミングで、レコードなどがオートセ
ーブされます。

）存保（ブーセのムーゲ

去消のターデブーセ

。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●



6 オプションの設定

メインメニュー をタッチすると、各
スポーツのオプションを設定できます。

ルーボスーベ

速球 。すまし定設を
）hpm・h/mk（位単

ーカッサ

。すまび選らかC、B
、Aプイタを法方作操法方作操

通共

ひょき戦対
。すまし去消てべす
をトスリたし定設を
手相いなくたし戦対

信送報情イレプ
。すまし定設をいな
し・るすを）11→（

信送の報情イレプ

MGB 。すまえ替り切をか
うどかすら鳴をMGB

で



フルゴ

速風 。すまし定設を
）hpm・s/m（位単

ータパ
。す

まし定設を）トーィ
フ・ルトーメ（位単

りょき 。すまし定設を）ドー
ヤ・ルトーメ（位単

スーレ馬乗

りょき 。すまし定設を）ドー
ヤ・ルトーメ（位単



7 キャラクターセレクト

キャラクターセレクト画面では、プレイす
るキャラクターを選んだり、各スポーツの
どうぐのデザインを変更したりできます。

各スポーツの設定ができます。

スニテ 。すまし定設を
）左、右（でうきき

フルゴ
。す

まし定設を）ち打左
、ち打右（グンイス

ルーボスーベ
。すまし定設を）ル
アュニマ、トーオミ
セ、トーオ（びゅし

定設 ❶

❶

❹

❺

❸

❷



パワーやスピードなど、キャラクターのの
うりょくを確認できます。

amiiboカードを読み込みます。

選んだキャラクターをスターキャラクター
やスーパースターキャラクターに切り替え
ます。
※ スターキャラクターやスーパースター

キャラクターをゲットすると、選べる
ようになります。

各スポーツのどうぐのデザインを変更でき
ます。
※ メインメニューの「コレクション」の

ショップなどで各キャラクターのどう
ぐ（EXギア）をゲットすると、選べる
ようになります。

フルゴ ルーボとブラク

スニテ トッケラ

スーレ馬乗 ）クーマ（トンイペ

ルーボスーベ トッバ

ーカッサ ルーボ

更変のンイザデのぐうど ❷

ドーモータクラャキ ❸

obiima ❺

くょりうの ❹



8 amiiboカードを使う

マリオスポーツシリーズのamiiboカード
を使うと、かかれているスポーツでそのキ
ャラクターのスターキャラクターがすぐに
使えるようになります。

。すまりなくし難は
ルーロトンコんぶのそ、がすましプ
ッアに幅大がりょきひ、はでフルゴ ※

？はとータクラャキータス

。いさだくでん込み読て
しチッタを  らか）7→（面画
トクレセータクラャキはドーカobiima

。すまりなにう
よるえ使がータクラャキータス、とるす
りだん込み読をドーカobiima、りたし
勝優でプッカンオピンャチてい抜ち勝を
トンメナート。すでータクラャキい高が
くょりうの、りよータクラャキルマーノ



各キャラクターモードののうりょくがかか
れています。

スターキャラクターより、さらにのうりょ
くが高いキャラクターです。amiiboカー
ドを使って「スーパースターへの道」とい
うゲームをクリアすると、スーパースター
キャラクターが使えるようになります。

「スーパースターへの道」はメインメニュ
ーの「amiiboカード」からプレイできま
す。

てい
つにータクラャキータスーパース

たか見のドーカobiima

ドーモータクラャキ

ジーゲの色黄 ータクラ
ャキータスーパース

ジーゲい⻘ ータクラャキータス

ジーゲい赤 ー
タクラャキルマーノ



フルゴ

）すまりが曲に向
方の印矢（球ち持・

アリエトーミ・
ルーロトンコ・

ーワパ・

スニテ
ンピス・

ドーピス・
ーワパ・

スーレ馬乗
グンリナーコ・

力復回・
ドーピス・

ルーボスーベ
力走・

ーワパ・
速球・

ーカッサ
クッニクテ・

ドーピス・
ーワパ・

類種のくょりうの



。いさだくてしにうよいなわ行を
作操やき動いしげは、でのすまりなと
因原の損破ののもの囲周、障故やがけ

。い
さだくでん遊てっ持りかっしで手両
を体本、し認確をとこるあがスーペ
スな分十にりわま、に前ぶ遊。すまび
遊てしか動を体本、はでトフソのこ

ていつにドーカンョシクレコ

。すまきでがとこる
め眺てしか動を体本でムバルアンョシク
レコ、はドーカたしトッゲ。すまきでト
ッゲをドーカンョシクレコでンイコムー
ゲやドーカobiima、とく行にプッョシ
らか」ンョシクレコ「のーュニメンイメ



9 ちかくの人と対戦する

本体：最大6台
本ソフト：最大6本

プレイする人数分の本ソフトと本体があれ
ば、最大6人まで対戦プレイを楽しむこと
ができます。

）イレプルカーロ（イレプ戦対

フルゴ 人4

スニテ 人4

スーレ馬乗 人6

ルーボスーベ 人2

ーカッサ 人4

数人イレプ大最

のもるす意用



プレイするスポーツを選び、「対戦する」
から「ちかくの人と」をタッチします。
プレイヤーの一人がルームを作って仲間を
あつめます。その他のプレイヤーは、その
ルームに参加します。
※ ルール設定など、対戦をはじめるため

の設定はルームを作ったプレイヤーが
おこないます。

※ 遊べるスタジアムやコースは、ルーム
を作ったプレイヤーのゲームの進行状
況によって変わります。

順手作操



10 インターネットで対戦する

各スポーツの対戦メニューで「とおくのフ
レンドと」をタッチします。
画面の指⺬にしたがって、ルームを作って
フレンドを集めたり、ルームに参加したり
して対戦をはじめてください。
※ ルール設定など、対戦をはじめるため

の設定はルームを作ったプレイヤーが
おこないます。

※ 遊べるスタジアムやコースは、ルーム
を作ったプレイヤーのゲームの進行状
況によって変わります。

インターネットに接続すると、遠くはなれ
た人と通信して対戦できます。

）信
通トッネータンイ（イレプ戦対

るす戦対とドンレフ

フルゴ 人4

スニテ )人4は合場るす
戦対とドンレフ(人2

スーレ馬乗 人6

ルーボスーベ 人2

ーカッサ 人2

数人イレプ大最



各スポーツの対戦メニューで「世界のだれ
かと」をタッチすると、世界中のプレイヤ
ーと対戦して腕試しをしたり、レーティン
グによって自分の腕前を確認したりできま
す。
※ 遊べるスタジアムやコースは、ランダ

ムに決まります。

るす戦対とかれだの界世

ていつにひょき戦対

。いさだくてしチッタを」す消「の
」ひょき戦対「、しチッタをでーュ

ニメンイメ、は合場るす去消を録登。す
まきで録登に後合試は定設のひょき戦対

。ん
せまりあはグンィテーレはにフルゴ ※

ていつにグンィテーレ

。すまし下上がグ
ンィテーレてじ応にトンイポの中途
合試、はきとたれ切が信通に中合試 ※

）すまれば
選がーヤイレプい近が離距信通はー
カッサ（。すまれば選がーヤイレプ
い近のグンィテーレ、はに手相戦対 ※

。すまりが下とるれら取、りが上とる
取をトンイポで戦対。すまりまじはらか
0002、で値数す⺬をさ強のーヤイレプ



11 プレイ情報を送信する

はじめてゲームをプレイする際に、いつの
間に通信を使用して、プレイ情報を送信す
るかを聞かれます。「はい」を選ぶと、い
つの間に通信を設定して、プレイ情報を送
信します。
※メインメニュー をタッチすると、

プレイ情報送信の「する・しない」を変
更できます。

ゲームを遊んでいないときでも、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
の記録を任天堂に送信できます。
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。

）信通に
間のつい（るす信送を報情イレプ

の

るす用使を信通に間のつい



12 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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