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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。
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2 こんなゲームだ！

『メイド イン ワリオ ゴージャス』は、
オレさまとそのなかまが作ったプチゲー
ムをつぎつぎにクリアしていく、しゅん
かんアクションゲームだ！

とだけでかんたんにそうさできるぞ！
の代わりにもつかえるぞ！

本体は、りょうてでしっかりもって、ハ
ンドルのようにさゆうにまわすんだ！ ま
わしかたをまちがえるなよ！

本体をうごかすときはまわりに気をつけ
るんだぞ！

まわしているときにヘンなうごきをする
と思ったら、本体をたいらなところにし
ばらくおいてみろ！ しぜんに、なおるぞ
！

はきといしかおがきごう

！せわまを体本

！ださうそコピコピでンタボ



タッチペンはもちろんだが、ゆび先でも
そうさできるぞ！ がめんをタッチすると
きは、すばやく、しなやかにな！

マイクにいきをふきかけるときは、やさ
しく、それでいてしっかりとふきかけるん
だ！

！くしさやはきい

！ろしチッタをんめが

。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



Newニンテンドー
2DS LL

ニンテンドー2DS

Newニンテンドー
3DS LL

Newニンテンドー
3DS

ニンテンドー3DS
LL

ニンテンドー3DS

！ぞだょしばのクイマ



メニューなどのそうさは、ボタンやタッ
チで行えるぞ！

えらぶ ／
けってい 
もどる 
ポー
下がめんメニュ
ー タッチ

メッセージ早送り 

ズ

！ださうそのかほのそ

！ぜだロメロメにえこのまさレオ

！ぜいしらるあものもいなきでイ
レプゃきなかきをドンウサはにムーゲ
チプ、うそうそ ！ならかるなくすやい
らねもアコスイハ、とるすイレプらが
なききをドンウサ ！れくていきをえこ
のまさレオひぜ ！ぞるべゃしなんみで
ービームのてべすはいかんこ、とんな



3 とっととゲームを始めるのだ！

タイトルがめんで「はじめる」をえらぶ
と、セーブデータがひょうじされるぞ！
はじめからあそびたいときは「NEW」を
えらんでくれ！ Miiをきめたらゲームスタ
ートだ！

つづきからあそぶときは、セーブされて
いるデータをえらべ！
※Miiをかえたくなったときは、データを

えらんで「せってい」から「Miiを かえ
る」でかえられるぞ！

？はにぶそあらかきづつ



4 あそべるモードはこれだ！

メインメニューでは、
以下のモードをえらん
であそべるぞ！

えらんだリーグのステ
ージをじゅんばんにク
リアするとストーリー
がすすむぞ！ ボスゲ
ームをクリアするとス
テージクリアだ！

プチゲームをミスするとライフがへるぞ！
4かいミスしてライフがなくなるとゲーム
オーバーになるから気をつけろ！ ん？ ゲ
ームオーバーになったらどうすればいい
かって？ コインをはらえばとちゅうから
やりなおせるぞ！ そうじゃなければその
ステージをはじめからプレイだ！

いちどクリアしたステージは、ライフが
なくなるまであそびつづけられるように
なるぞ！ さらにコインもゲットできるか
らやりこむほど大金持ちになれるぜ！

？はジーテスたしアリク

！ろ
けつを気にーバーオムーゲとスミ

ーリートス



ストーリーをクリアするとあそべるよう
になるぞ！ 「ノンストップ」だとか「ご
ちゃまぜ」だとか、いろんなルールでプ
チゲームをあそべるのだ！ 
おっと、2人であそびたいときは、「たい
せん」（→5）をえらぶように！

あそんだことのあるプチゲームを1つずつ
くりかえしてあそべるぞ！ れんしゅうに
はもってこいだな！

コインをつかえばガチャコロンを引ける
のだ！ これはやみつきになるぞ～！ 手に
入れたものは「ゴチャルーム」であそべ
るようになるからな！ 

「ゴチャルーム」の「そのた」で「ワリオ
のamiiboスケッチ」をえらぶと、タッチ
したamiiboにあわせてオレさまがじきじ
きに絵をかくぞ！オレさまのセンスにお
どろけ！
※amiiboは1日3つまで（同じamiiboは1

日1かい）つかえるぞ！

「ゴチャルーム」で「アフレコ」をえらぶ
と、デモムービーにあわせて、セリフを
じぶんのこえでろくおんできるぞ！ そう
そう、ろくおんしたデータはSDカードに
保存されるから、SDカードの空き容量に
はじゅうぶんちゅういしろよ！

！べそあでコレフア

！え使をobiima

ンロコャチガ

んかず

ジンレャチ



ミッションがリストでひょうじされるぞ！
ゲームをすすめてミッションをクリアす
れば、コインをもらうことができるのだ！

ンョシッミ



5 たいせんだ！

本ソフト･･･2本
ニンテンドー3DSシリーズ本体 ･･･2台

ソフトと本体が2つずつあれば、おなじプ
チゲームを2人どうじにプレイしてたいせ
んできるのだ！ プチゲームをすすめてい
くと、スピードがどんどん上がっていく
ぞ！ 先にライフがなくなったほうが負け
だぜ！ どうじにライフがなくなったとき
は、サドンデスだ！ どちらかいっぽうだ
けがゲームをクリアできたときにしょう
はいがきまるぞ！

プレイヤーの1人があいてをぼしゅうし
て、もう1人がさんかすると、たいせんを
始められるぞ！

1.チャレンジで｢たいせん｣→｢ぼしゅうす
る｣のじゅんにえらべ！

2.そうさタイプをえらんで、ライフのか
ずをせっていしたら、たいせんかいし
だ！

1.チャレンジで｢たいせん｣→｢さんかす
る｣のじゅんにえらべ！

2.たいせんしたいあいてをえらぶのだ！

！だかんさにうゅしぼ

！ろしうゅしぼをていあ

！だたかめ始のんせいた

)イレプルカーロ(んせいた

！ぞだのもるす意用



6 データのセーブ（保存）と消去

データのセーブ（保存）
ステージをクリアしたときやスコアを更新
したときなどに、自動で進行状況がセーブ
されます。

データの消去
セーブデータを選ぶ画面で、データを選ん
で「せってい」→「けす」→「はい」を選
びます。
※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。

。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
(https://www.nintendo.co.jp/amiibo/)
をご覧ください。

。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

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。



8 プレイ内容の送信

このソフトでは、インターネットに接続し
てプレイ内容を送信できます。

プレイ内容の送
（いつの間に通

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、自分のプレイ内容
を個人を特定しない形で送信します。
プレイ内容の送信は、タイトル画面で「い
つの間に通信」を選ぶと、そうしんする／
そうしんしないを切り替えることができま
す。

インターネットでできること

※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。

※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。

）信
信

。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。

インターネットに関するご注意



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

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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