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1 るな に前使ご に用

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。

Wii Uメニューの  ( 安全に使用するために )は、ご使

用になる前に必ずお読みください。ここには、お客様の

健康と安全のための大切な内容が書かれています。

ご使用になる方が小さなお子様の場合は、保護者の方が

よく読んでご説明ください。

安全に使用するために



2 方法操作

本体に登録した、次のいずれかのコントローラーを使用

します。

※ クラシックコントローラPROの代わりに、クラシックコント

ローラも使用できます。

コントローラーの登録方法

HOMEボタンメニューで

「コントローラーの設定」を

選ぶと、右の画面が表⺬され

ます。「登録」を選んだあ

と、画面の案内に従って操作してください。

使用できるコントローラー

Wii U
GamePad

Wii U PRO
コントローラー

Wiiリモコン
＋ クラシック

コントローラPRO
Wiiリモコン

※ 「2P TEAM」か「2P CONTEST」を選んで、2人プレイを

行う場合は、コントローラーが2つ必要です。

※ Wii U GamePadは、1台しか登録できません。

※ Wiiリモコンの代わりに､Wiiリモコンプラスも使用できます。

※ WiiリモコンまたはWiiリモコンプラスで遊ぶ場合は、「Wii

リモコンを使用する」のページをご覧ください。

基本の操作


歩く／しゃがむ／（下）キャンセル

（ファイル選択画面で使用）

パートナーを持ち上げる

ジャンプ／泳ぐ／決定／会話を進める

アニマルフレンドから降りる

走る／持つ／投げる

ゲームスタート／ポーズ



HOMEボタンメニュー

を押しながらタル（もの）に近

づくとタルを持ち、放すと投げま

す。上を押しながら放すと上に

投げ、下を押しながら放すと置

くことができます。

タルを持つ／投げる

ジャンプしてロープやチェーンに

触れると、つかまることができま

す。そのままで移動でき、もう

一度ジャンプすると離れます。

ロープアクション


キャラクターチェンジ／プレイヤー

チェンジ

ディクシーとディンキーがいる状

態でを押すとパートナーを持ち

上げ、で投げることができます。

敵を攻撃したり、普通では行けな

いところに行けます。

チームアップ

アニマルフレンドに乗るときは

でジャンプしてください。を押

すと降りることができます。なお、

エンガードだけは近づくだけで乗

ることができます。

アニマルフレンドに

乗る／降りる

ディクシーのときにを押すと、

ポニーテールスピンで敵を倒すこ

とができます（倒せない敵もいま

す）。また、ジャンプ中にを押

し続けると、ゆっくりと降りるこ

とができます。

ポニーテールスピン

その他の操作



ディンキーのときにを押すと、

ローリングアタックで敵を倒すこ

とができます（倒せない敵もいま

す）。また、ローリングアタック

後に水面でタイミングよくを押

すと、水面を跳ねながら進む水切

りジャンプができます。

ローリングアタック



3 め始 たかーゲ のム

タイトル画面でを押すとファイル

選択画面になります。上下でファ

イルを選び、で決定しましょう。

左右でゲームモードを選択し、

を押します。続いてファイルの名前を入力しましょう。

で文字を選び、で決定してください。入力が終わっ

たら「OK」を選び、を押すとゲームが始まります。

1人用です。全ステージのクリアに

挑戦するモードです。
1P GAME

2人用です。交代で協力しながら進

めます。
2P TEAM

2人対戦です。交代でプレイして、

どちらが多くのステージを先にクリ

アするか競います。

2P CONTEST

● ファイルのコピーと削除

「COPY」を選ぶとファイルをコピーすることができ、

「ERASE」を選ぶとファイルを消すことができます。

なお、一度消したファイルは元に戻らないので注意し

ましょう。

● 進行状況の確認

ファイル選択画面で左を押すとステイタス画面にな

り、進行状況等を確認できます。ファイル選択画面に

戻るときは右を押してください。

※ 途中で操作をキャンセルする場合は下を押してください。



4 め進 たかーゲ のム

● 基本ルール

アクション画面で、ディクシーとディンキーを操作し

て進め、ゴール地点にあるロープを引っ張り、フラッ

グを上げるとコースクリアになります。

● ミスとゲームオーバー

2人のときに敵に当たると先頭の1人がいなくなりま

す。穴に落ちたり1人のときに敵に当たるとミスにな

り、ライフの残り数が減ります。ライフの残り数が0

のときにミスするとゲームオーバーです。

ライフの残り数

取ったバナナの数

アクション画面

1

2

2

1



5 見かた画面の

ファンキーのボート小屋で借りた乗り物を使って全体マッ

プ画面を移動し、エリアマップ画面に移ってください。

エリアマップ画面ではで遊びたいコースを選び、で

決定しましょう。

一度クリアしたコースは何度でも挑戦できます。クリア

したコースでは、を押してからを押すと、エリアマッ

プ画面に戻ることができます。

クマの家

自分のいる位置

スワンキーのテント

エリアのボス

リンクリーのほら穴

クレミス島の住人の家です。彼らの依頼を解決する

と、冒険の手助けをしてくれます。

進行状況の保存などができます。

ミニゲームで遊べます。

エリアマップ画面

1

2

3

4

5

4

5

1

3

2



6 レフ ドンニア ルマ

アニマルコンテナをこわすとアニマルフレンドが現れ、

乗ることができます。また、アニマルバレルに跳び込む

と描かれたアニマルフレンドに変身できます。

象のエリー

を押し続ける／を放す引きよせる／放す

水の近くでまたは下を押し

ながら
水を吸い上げる

ウォーターゲージがあるときに

または
水を飛ばす

※ ウォーターゲージ　 　水を吸い上げるとたまり、

水を飛ばすと1目盛り消費します。

カジキのエンガード

を押しながら左右ダッシュ

を押し続けて放すスーパーダッシュ

オウムのスコークス

を押すたまごをはき出す

を押す羽ばたく

オウムのコークス

を押すタルをつかむ

を押す羽ばたく

クモのスクイッター

を押すクモの巣で攻撃する



を押す。ただし、敵を踏みつ

けて攻撃はできません。
ジャンプ

でクモの巣をはき出し、もう

一度を押す。
足場を作る

小鳥のパリー

ディクシーたちの上を一定の高さで飛び、上空のアイテ

ムを取ってくれます。敵にぶつかると逃げます。 



7 とタルムアイテ

アイテム

1コースに1つあります。集めるといいこと

があるかも⋯⋯。

DKコイン

スワンキーのゲームや、クマの店でアイテム

を買うときに使います。

ベアーコイン

クレミス島のさまざまな場所にいる鳥です。

すべてのバナナバードを助けると⋯⋯。

バナナバード

ボーナスステージをクリアすると手に入りま

す。

ボーナスコイン

100本集めるとライフの残り数が1つ増えま

す。束は10本分です。

バナナ

こわすと箱に描かれたアニマルフレンドが出

てきます。

アニマルコンテナ

取るとライフの残り数が増えます。色によっ

て増える数が異なります。

ライフバルーン

1つのコースで「K」「O」「N」「G」の4

つをすべて集めると、ライフの残り数が1つ

増えます。

文字パネル



タル

ディクシーとディンキーのどちらかがいなく

なったとき、このタルをこわすと現れます。

DKバレル

こわしておくとミスしたときにその場所から

再挑戦できます。

コンティニューバレル

跳び込むと描かれているアニマルフレンドに

変身できます。

アニマルバレル

投げると敵や障害物に当たったときに爆発し

ます。

TNTバレル

跳び込むとタルから発射されます。さまざま

な種類があります。

タル大砲

こわすと一定時間無敵になります。

無敵バレル

跳び込むとボーナスステージに行くことがで

きます。

ボーナスバレル



8 ついてにセーブ

ゲームの進行状況は、エリアマップ

画面にある「リンクリーのほら穴」

で保存できます。「リンクリーのほ

ら穴」に入るとセーブするかどうか

聞かれるので「セーブする」を選んでください。また、

「リンクリーのほら穴」では、助けたバナナバードを預

かってくれます。



9 セーブ断VC中

プレイ中にを押すと、HOMEボタンメニューが表⺬さ

れます。その際、ゲームは中断され、ゲームの進行状況

が自動的に保存されます。

本体の電源をOFFにしたり、他のソフトを起動しても、

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進行状況は消え

ます。



10 ニューVCメ

まるごと保存

まるごと復元

リセット

コントローラー設定

プレイヤー番号

ゲームの進行状況をバックアップ（コピーして保存し

ておくこと）します。

プレイ中にWii U GamePadの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。

タイトル画面に戻ります。

コントローラーの設定やボタンの割り当ての確認、変

更などができます。詳しくは「コントローラー設定」

のページをご覧ください。

Wii U GamePadのプレイヤー番号の変更ができます。

設定したいプレイヤー番号のイ

ンジケーターを選びます。

※ プレイヤー番号の変更はWii U GamePadだけの機

能です。

1

2

3

4

5

21

3

4

6

5



とじる

VCメニューを閉じます。

を押しこみながらVCメニューを閉じると、ゲーム

をプレイしながら、Wii U GamePadの画面表⺬を消

すことができます。再度、表⺬したい場合は、Wii U

GamePadの画面をタッチしてください。

Wii U GamePadの画面表⺬を消すには

6



11 ッアク 能機プごるま ッバと

プレイ中に、バックアップしたいところでVCメニューを

開き、「まるごと保存」を選びます。バックアップした

データを「まるごと復元」でよみこむと、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は、コピーする際のゲームの

進行状況とゲーム内のすべてのセーブデータを同時に

バックアップします。バックアップしたデータは上書き

されるまで消えません。

※ 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。

バックアップしたデータをよみこむと、ゲーム内でセー

ブデータを作成していた場合、そのセーブデータが上書

きされる場合があります。

(例)

ゲーム内でセーブデータが作成できる場合の

ご注意

❶ 10月24日に、まるごとバックアップ機能を使って、

ゲーム状況とゲーム内のセーブデータをバックアップ

（）します。

10/24



まるごとバックアップ
データ

ゲーム状況

セーブデータ

ゲーム内容

ゲーム状況

セーブデータ

10月24日



❷ 10月28日に、ゲームを進めた内容（+α）をゲーム内

のセーブデータに保存します。

10/28

ゲーム内容

セーブデータ +α

❸ この状態で、10月24日にバックアップしたデータを 

よみこむ（）

10/28



まるごとバックアップ
データ

ゲーム内容

セーブデータ +α

ゲーム状況

セーブデータ

10月24日

❹ バックアップしたデータがゲーム内のセーブデータを

上書きして、ゲームを進めた内容（+α）が失われ、

10月24日のゲームの内容に戻ります。

10/28

ゲーム状況

セーブデータ

ゲーム内容



12 ーラ 定設ーンコ ロト

コントローラー選択

接続しているコントローラーが表⺬

されます。

ボタンの割り当て

画面の左側に並んでいるボタン

を選ぶと、ボタンの割り当てを

確認できます。

● ボタンの割り当てを確認する

※ ボタンの割り当ての設定は、ゲームごとに保存されます。

画面の左側に並んでいるボタン

を選び、「割り当ての変更」を

選ぶと、当時のコントローラー

のボタンが右側に表⺬されます。

割り当てたいボタンを選んで変更します。「決定」を

選ぶと、変更したボタンが保存されます。

● ボタンの割り当てを変更する

※ 画面はファミコンソフトの場合です。



13 使をン るす用iiW コモリ

Wiiリモコンのを押しながらゲームを起動すると、Wiiリ

モコンでも操作ができるようになります。

※ ゲームが起動するまでを押し続けてください。

※ Wiiリモコンを接続しておく必要があります。

※ 一部のゲームでは、ボタン数が足りないため、ゲーム

の進行に影響がでる場合があります。



14 記など権利表

重要

本品は著作権により保護されています。ソフトウェアや説明
書の無断複製や無断配布は法律で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
著作権法上認められている私的使用を目的とする行為を制限

するものではありません。
本品は日本仕様のWii U本体でのみ使用可能です。法律で認
められている場合を除き、商業的使用は禁止されています。

本ソフトは、原作のゲーム内容を通信機能・拡張機能を除
いてWii U上で再現したものです。原作とは、動作や表現等
が異なる場合があります。

©1996 Nintendo

スーパーファミコン・Wii Uのロゴ・Wii Uは任天堂の商標です。



15 わせ先合お問い

本ソフトに関するお問い合わせ先

･･････････････････････････････････････････････････････

任天堂株式会社

※ 攻略情報についてはお答えをしておりません。

Wii U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「マイメニュー」で「ヘルプ」を選び、

「お問い合わせについて」をご覧ください。


