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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。

© 2017 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
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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
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must retain the above copyright
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 どんなゲーム？

このゲームでは、さまざまなモードで、
たくさんのミニゲームを遊ぶことができ
ます。「ミニゲームアイランド」と「コ
レクション」以外は、最大4人で対戦を楽
しむこともできます。

。すまべ遊でん選を
のもなき好、らかムーゲニミの本001

。すまきいてえ増が
ムーゲニミるべ遊とるめ進をムーゲ※

001ムーゲニミ

。すまい
競を計合のトンイポ、い狙を録記でム
ーゲニミたれらめ決の類種5か類種01

ンロスカデ

。すまべ選を負勝回5か負勝回
3。すまい競を数回利勝のムーゲニミ

ルトバきぬちか

。すまし生
発がムーゲニミやトンベイてじ応にス
マたっま止。すまい競を数のータスた
め集、み進をドーボてっ振をロコイサ

チッマムーゲニミ

。すまきでがとこう使に時ーバーオム
ーゲ、やスマの部一、ばれいてっ持を
）6→（obiimaるす応対にムーゲのこ

。すでドーモの用人1、すざめをルーゴ
、み進をスマてしアリクをムーゲニミ

ドンライアムーゲニミ



ゲーム中 を押すとポーズメニ
ューが開きます。

。す
まきでもとこう行を作操の様同、て
し押をにりわ代。すまし作操て
っ使をクイマはでムーゲニミの部一

ムーゲニミう使をクイマ

に

ーュニメズーポ

。すまび選をドー
モいたび遊が人たっ作を屋部、とあた
っま集に屋部が員全。）5～4→（すま
めし楽がイレプ戦対とーヤイレプの他

んせいたでなんみ

。すまきで認確をンョシクレコため集
ンョシクレコ

。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



3 データのセーブ（保存）と消去

各モードのクリア時など、特定のタイミ
ングで進行状況が自動的にセーブされま
す。

「ミニゲームアイランド」では、ポーズメ
ニューから「メニューへ」を選ぶと、中
断データが作成されます。
中断データがある状態で「つづきから」
を選ぶとゲームを再開できます。
※中断データは1ファイルにつき1つです。

ファイルセレクト画面でファイルを選ん
で「データを消す」を選ぶと、保存され
たデータを消去できます。
※＋＋＋を同時に押しながらソ

フトを起動すると、すべてのデータを
消去できます。選択肢で「はい」を選
ぶとデータが消去されます。

※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。

去消のターデ

ブーセ断中

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●



4 対戦（みんなソフトがある）

プレイする人数分の本体とこのソフトが
あれば、最大4人でローカルプレイによる
対戦を遊べます。

●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）

●このソフト：プレイする人数分の本数
（最大4本）

プレイヤーの1人が部屋を作り、ほかのプ
レイヤーが部屋に入ると、対戦を始めら
れます。

2.参加者全員の名前が表示されたら｢はじ
める｣を選びます。

1.メニューで｢みんなでたいせん｣→「み
んなソフトがある」→｢部屋をつくる｣
の順に選びます。

2.入りたい部屋を選びます。

1.メニューで｢みんなでたいせん｣→「み
んなソフトがある」→｢部屋に入る｣の
順に選びます。

る入に屋部

る作を屋部

たかめ始の戦対

のもるす意用

)イレプ
ルカーロ(るあがトフソなんみ



5 対戦（ソフト1本であそぶ）

※ソフトを持っていないプレイヤーは
「ミニゲームパック」の「おきにいりパ
ック」を使えません。

このソフトが1本あれば、プレイする人数
分の本体同士で通信し、最大4人でダウン
ロードプレイによる対戦を遊べます。

●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）

●このソフト：1本

この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、対戦を始められます。

2.参加者全員の名前が表示されたら｢はじ
める｣を選びます。その後は画面の指示
にしたがって進めます。

1.メニューで｢みんなでたいせん｣→「ソ
フト1本であそぶ」の順に選びます。

順手の体本るあがトフソ

たかめ始の戦対

のもるす意用

）イレプドー
ロンウダ（ぶそあで本1トフソ



3.このソフトを選びます。
※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。

2.ニンテンドー3DSのロゴを選びます。

1.HOMEメニューで｢ダウンロードプレ
イ｣のアイコンを選びます。

順手の体本いながトフソ



6 amiiboとは

このソフト に対応していま
す。amiibo™［アミーボ］は下画面にタ
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
(https://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。

の

は

。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



●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。

意注ごるす関にobiima



7 ユーザーコンテンツについて

ほかのユーザーとユーザーコンテンツ
（以下、コンテンツ）をやりとりするソフ
ト全般のご注意です。扱うコンテンツは、
ソフトによって異なります。

ユーザーが作成する、テキストやメッセ
ージ、Mii、画像、写真、動画、音声を

「ユーザーコンテンツ」といいます。

●送信したコンテンツは、多くの人の目
に触れる可能性があります。また、送
信先にてコピー・改変・再送信などを
される可能性があります。一度他人の
手に渡ったものは、送信した人であっ
ても削除したり、利用を制限したりす
ることはできませんので、ご注意くだ
さい。

●インターネット上のサーバーなどに送
信したコンテンツは、諸般の事情によ
り予告なく削除される場合があります。
また、当社で不適切と判断したコンテ
ンツは削除や非公開にすることがあり
ます。あらかじめご了承ください。

意注ご
るす関にツンテンコーザーユ



●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。
- 自分または他人の名前や住所などの

個人情報を送信する行為。
- 他人の名誉や信用を毀損したり、他

人を侮辱したり、または他人に不快
感を与える行為。

- 他人の著作物を権利者に無断で利用
するなど、他人の著作物などの知的
財産権およびその他の一切の権利を
侵害する行為。

- 犯罪行為またはこれを助長する行為。
- 公序良俗に反する行為。
- 利用規約やガイドラインなどで禁止

されている行為。
- その他、当社が不適切と判断する行

為。
●他人の権利を侵害するコンテンツ、自

分や他人のプライベートな情報や他人
に不快な思いをさせるようなコンテン
ツなどを、QRコード化してほかの人に
あげたり、公開したりしないでくださ
い。ほかの人に読み取られる場合があ
ります。

●コンテンツのインターネット上への送
信や、他人とのコンテンツの送受信な
ど、インターネットの利用によって生
じた損害などについては、当社は一切
責任を負いかねます。



8 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

任天堂サービスセンター

※IP電話または、携帯電話各社の料金プランによる
無料通話や割引サービスなどをご利用の場合は、
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)

0570-021-010

お客様ご相談窓口

※IP電話、または携帯電話各社の料金プランによる
無料通話や割引サービスなどをご利用の場合は、
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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