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1 ご使用になる前に

ごあいさつ

このたびは『NUTS&MILK（ナッツ＆ミ
ルク）』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。

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、この電子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

本ソフトは、原作のゲーム内容をニンテ
ンドー3DS上で再現したものであり、
動作・表現などに原作とは若干の違いが
ありえます。あらかじめご了承くださ
い。



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。

©1984 Konami Digital Entertainment
ファミコン・ファミリーコンピュータ・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。

CTR-N-TDBJ-JPN-00



2 ゲーム紹介

ヨーグルナッツミルク

『NUTS&MILK（ナッ
ツ＆ミルク）』は、主
人公の「ミルク」を操
作し、ライバルの「ナ
ッツ」の妨害をかわし
ながら、恋人の「ヨー
グル」のところへ向か
うパズルアクションゲームです。



3 操作方法

※ロープの上ではジャンプできません。
※ を押しながら を押す

と、ミルクの残り数を1人減らして、ラ
ウンドの最初からプレイできます。

ゲームの 一時
中断・再開 （1Pのみ）

起き上がり
/（気絶して
いるとき）

ジャンプ※ /

移動 

ロープ の登り
降り



基本の操作方法



と、と、 とは同じ
操作ができます。

項目の選択
（1Pのみ）

決定
（1Pのみ）

メニュー画面での操作方法

※で順送り、 で逆送りします。

メニュ ー画面
に戻る

キャラク ター
の全消去

+
（2Pのみ）

キャラク ター
のセット


（1Pのみ）

カーソ ルの移
動


（1Pのみ）

キャラク ター
の選択

/ ※
（1Pのみ）

ラウンドを作るときの操作方法



4 1Pと2Pの切り替え

※1Pと2Pを同時に操作することはできま
せん。

※「1 PLAYER GAME A/B」では、2Pに
切り替えると操作ができません。1Pに
切り替えてください。

＋を同時に押しながらを押すと、1
台の本体で1Pと2Pを切り替えることがで
きます。

「2 PLAYER GAME A/B」では、キャラ
クターが交代するたびに1Pと2Pの切り替
えを行ってください。



5 ゲームの始めかた

キャラクター（ミルクやフルーツなど）を
配置して、オリジナルラウンドを作りま
す。

GAME EDITOR（→11）

2 PLAYER GAME A/B

2人で遊びます。
※「2 PLAYER GAME A/B」を選んだ場

合は、プレイヤーを切り替えて操作しま
す。詳しくは、（→4）をご覧ください。

１人で遊びます。A/Bは難易度を表し、B
の方が難易度が高くなります。

1 PLAYER GAME A/B

で 項 目 を 選
び、 を押しま
す。



6 ゲームの終わりかた

プレイ中に を押すと、ゲームが中
断され、下画面にHOMEメニューが表⺬
されます。「おわる」をタッチすると、ゲ
ームの進行状況をセーブ（保存）して終了
します。これをVC中断機能といいます。
詳しくは、｢VCで使える機能｣のページを
ご覧ください。



7 VCで使える機能

VC（バーチャルコンソール）のソフトで
のみ、使える機能があります。

VCメニュー

VC中断機能

でゲームを中断し、ゲームの状況
を保存する機能です。
ゲーム中に を押すと、下画面に
HOMEメニューが表⺬されます。その際、
ゲームは中断され、そのときのゲームの状
況が自動的に保存されます。
この機能を使うと、ゲームの途中で他のソ
フトを立ち上げたり、本体の電源をOFFに
しても、次回ゲームを起動すると、中断さ
れたところから再開できます。
※再開すると、保存されていたゲームの状

況は消えます。

ゲーム中に下画面をタッチすると表⺬され
るメニューです。VCメニューが表⺬され
ている間は、ゲームが一時中断されます。

「まるごとバックアップ機能」を有効にす
るか無効にするかでメニュー内容が変わり
ます。

※「まるごとバックアップ機能」について
詳しくは以下をご覧ください。

有効時 無効時



まるごとバックアップ機能

ゲームの内容を、好きなタイミングでバッ
クアップ（コピーして保存しておくこと）
できる機能です。
バックアップしたデータは上書きされるま
で消えることはありません。
バックアップしたデータをよみこむと、何
度でも同じところからゲームを再開するこ
とができます。

まるごとバックアップ機能が有効の時

ゲームを再開 ゲームを再開します。

まるごと復元

まるごと保存でバック
アップしたデータをよ
みこみます。
※データがある場合の

み表⺬されます。

まるごと保存
ゲーム状況をバックア
ップします。

リセット
タイトル画面に戻りま
す。

まるごとバックアップ機能の有効無効
を切り替える

初回起動時は有効になっています。
VCメニュー表⺬中に＋ ＋を
同時に押すと、機能の有効、無効を切り替
えることができます。



●ゲームの内容をバックアップする
バックアップしたいところで下画面をタ
ッチし、「まるごと保存」をタッチしま
す。コピーする際のゲーム状況が上画面
に表⺬されていますので、バックアップ
する場合は「はい」を選んでください。

●バックアップしたデータをよみこむ
バックアップした状況からゲームを再開
する場合は、「まるごと復元」をタッチ
します。

※まるごとバックアップ機能でコピーでき
るデータは１つです。すでにデータがあ
る場合は、上書きされますのでご注意く
ださい。

まるごとバックアップ機能が無効の時

ゲームを再開したいときは「ゲームを再
開」をタッチ、タイトル画面に戻りたいと
きは「リセット」をタッチしてください。
※まるごとバックアップ機能で、すでにバ

ックアップしたデータは、無効にしても
保存されています。



8 ゲームの進めかた

ラウンドをスキップする
を押すと、現在のラウンドを

飛ばして次のラウンドに進みます。

※「1/2 PLAYER GAME A」の最後のラ
ウンド（ラウンド50）をクリアすると、
自動的に「1/2 PLAYER GAME B」の
ラウンド1が始まります。

全てのフルーツを食べると、家の前にヨー
グルが現れます。ヨーグルのところにたど
り着くと、次のラウンドに進みます。

ラウンドクリア

スプリング
飛び乗った瞬間に/を押す
と、高くジャンプできます。

高いところから飛び降りたりスプリ
ングの上で飛び続けたりすると、気
絶して動けなくなります。/を
押すと起き上がり、動けるようになりま
す。

気絶

ナッツから逃げなが
ら、ジャンプをしたり
ロープ（ ）を登っ
たりしてフルーツを食
べていきます。



※飛行船は「1/2 PLAYER GAME B」の
み登場します。

・ナッツにつかまる
・飛行船（ ）に触れる
・水に落ちる
・ボーナス点（→9）が0になる

ミルクの残り数（→9）が0人のときにミ
スするとゲームオーバーとなり、メニュー
画面に戻ります。次の場合にミスとなり、
残り数が1人減ります。

ミスとゲームオーバー



9 画面の見かた

❺ ミルクの残り数

最大で9人まで増やせます。（→10）

❹ ラウンド数

時間とともに減っていきます。ラウンドを
クリアすると、スコアに加算されます。

❸ ボーナス点

❷ ハイスコア

以下の場合に増えます。

❶ スコア

・フルーツを食べる（800点）
・ナッツを飛び越える（100点）
・ヘリコプター（ ）に触れる（500点）
※ヘリコプターは「1/2 PLAYER GAME

B」のみ登場します。

※画面は「1 PLAYER GAME A/B」のも
のです。「2 PLAYER GAME A/B」の
ときは、画面右上に2Pのスコアが表⺬
されます。

❺
❹
❸
❷

❶

画面の左右はつながっていて、端から反対
側の端へ移動できます。



10 ボーナス・ラウンド

※フルーツを食べなくてもクリアできま
す。

※ や に当たったり、ボーナス点がな
くなったりしてもミスにならず、次のラ
ウンドに進みます。

ラウンドをクリアする
と、ボーナス・ラウン
ドが始まることがあり
ます。 や をよけ
ながら進み、ボーナス
点が0になる前にヨー
グルのところにたどり
着くと、ミルクの残り
数が1人増えます。

ボーナス点



11 GAME EDITOR

・リセットすると、作ったラウンドの
データは消去されます。

ラウンドを作るときの注意
・ミルク、ナッツ、フルーツ、スプリ

ングをそれぞれ1つ以上セットして
ください。

・ミルクは1人まで、ナッツは3人ま
で、フルーツは5コまで、スプリン
グは2つまでセットできます。

・ミルク、ナッツ、フルーツ、スプリ
ングは、セットできる数を超えた
り、同じ横一列に合計で3つ以上セ
ットしたりすると、右側にセットし
たものから順に消えていきます。

❸ ❶と❷を繰り返して、ラウンドを完成
させたら、 でメニュー画面に
戻ります。

※ を選んでセットすると、セットし
てあるキャラクターを消せます。

❷ キャラクターを選んでセットします。

❶ カーソルを動かして、変更したい場所
を選びます。

ラウンドの作りかた

ラウンド1の画面と、
カーソルが表⺬されま
す。以下の手順でキャ
ラクターを配置して、
ラウンドを作ります。

カーソル



※作ったラウンドをクリアすると、通常の
ラウンド2が始まります。

※ラウンドを作り直したいときは、ゲーム
オーバーになってメニュー画面に戻り、

「GAME EDITOR」を選びます。
※進めなくなったときは、 を押し

ながら を押すと、ミルクの残り
数を1人減らして、ラウンドの最初から
プレイできます。

メニュー画面でプレイするゲームと人数を
選ぶと、自分で作ったラウンドをプレイで
きます。

作ったラウンドで遊ぶ



12 お問い合わせ先

※ゲームの攻略情報についてはお答えしておりません。

『NUTS&MILK（ナッツ＆ミルク）』
に関するお問い合わせ先

株式会社
コナミデジタルエンタテインメント
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ニンテンドー3DSのサービス全般、お
よび各ソフトに関するお問い合わせ先
につきましては、ニンテンドーeショッ
プの「設定・その他」の「お問い合わ
せについて」をご覧ください。
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