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1 安全に使用するために

ごあいさつ

このたびは『ルイージマンション２』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。



ゲームカードに関するご注意

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。

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。

●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。



このソフトは、インターネット通信やロー
カル通信などで協力プレイを楽しむことが
できます。ご利用に関して、以下の点に注
意してください｡

●通信機能を利用すると、あなたの入力し
た情報（名前など）が多くの人の目に触
れる可能性があります。
個人を特定できるような重要な情報や他
の人が不快な気持ちになるような言葉は
使用しないでください。

●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。

●通信機能のご利用により生じた損害など
について、当社は一切の責任を負いませ
ん。

- 自分または他人の本名や住所などの個
人情報を送信する行為

- 他人の名誉・信用を棄損したり、他人
を侮辱したり、または他人に不快感を
与える行為

- 他人の画像を無断で公表したりするな
ど、他人のプライバシー権、肖像権、
パブリシティ権を侵害する行為

- 他人の著作物を権利者に無断で利用す
るなど、他人の著作権などの知的財産
権およびその他一切の権利を侵害する
行為

- 犯罪行為またはこれを助⻑する行為
- 公序良俗に反する行為
- その他任天堂が不適切と判断する行為

通信機能のご利用に関するご注意



本ソフトは、Nintendo Network対応ソ
フトです。
このソフトでは、インターネットに接続し
て、協力プレイを楽しむことができます。
くわしくは、（→15）をご覧ください。

Nintendo Networkは、インターネッ
トを通じてさまざまな遊びやコンテン
ツなどが楽しめる、任天堂のネットワ
ークサービスの総称です。世界中の人
と一緒にゲームを楽しんだり、有料ソ
フトやコンテンツをダウンロードした
り、映像やメッセージなどを受け取っ
たり、いろんなネットワークサービス
が楽しめます。

Nintendo Networkについて



●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。

●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。詳しくは、任天堂のホー
ムページをご覧ください。

●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。

●本体の「保護者による使用制限」を設定
すると、他のユーザーとのインターネッ
ト通信を制限できます。

※「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。

インターネットに関するご注意



©2013 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。

意匠登録 第1259804号､第1260043号

CTR-P-AGGJ-JPN-00

本ソフトウェアではDynaFontを使用して
います｡DynaFontは、DynaComware
Taiwan Inc.の登録商標です。

警 告
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、この取扱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。

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。



2 どんなゲーム？

『ルイージマンション２』は、オバケが住
むさまざまなマンションを、ルイージが
探索［たんさく］するアクションアドベ
ンチャーゲームです。
オヤ・マー博士の発明品、オバキューム
を使い、オバケを吸いこんだり、しかけ
を解いたりしていきます。
友だちや、遠くはなれたプレイヤーと、
協力して遊ぶモードもあります。



3 ゲームの始めかた

ストーリーモード【→5～10】

ダークムーンのかけらを取りもどすため、
マンションを探索します。1人で遊びま
す。

最初から遊ぶときは「はじめから」と表
⺬されたファイルを、つづきから遊ぶと
きはデータの保存されたファイルを選び
ます。

ファイルを選ぶ

マルチプレイ【→11～15】

最大4人で協力しながら、タワーをのぼっ
ていきます。

ギャラリー【→16】

つかまえたオバケなどを見ることができ
ます。

で選んで、で決定
します。で1つ前の
画面にもどります。

モードを選ぶ



4 セーブ（保存）と消去

ストーリーモード

ミッションをクリアしたときにセーブさ
れます。

このゲームは自動的にセーブされます。
セーブされるタイミングは、ゲームモー
ドによって異なります。

セーブ

マルチプレイ

タワーをクリアするか、ゲームオーバー
になるなどのプレイ終了後にセーブされ
ます。



※ファイルを消去するときは、ファイル
の内容を十分にご確認ください。消去
したファイルは元にもどせません。

ファイルの消去

ファイルごとに消去する

ファイルを選んで、「ファイルをけす」
で消去します。

全てのファイルを消去する

HOMEメニューからソフトを起動すると
きに＋＋＋を同時におしつづけ
ると、全てのファイルを消去できます。

● むやみに電源をON/OFFする、デ
ータのセーブ中にゲームカードや
SDカードを抜き差しする、操作の
誤り、端子部の汚れなどの原因によ
ってデータが消えてしまった場合、
復元はできません。ご了承くださ
い。

● セーブデータを改造する装置の使用
は、ゲームを正常に進められなくな
ったり、セーブデータが壊れたり消
えたりする原因となりますので、絶
対におやめください。万一このよう
な装置を使用してセーブデータを
改造された場合には、改造する前の
状態に復元することはできませんの
で、十分にご注意ください。



5 ストーリーモードの進めかた

オバケをつかま
えたり、しかけ
を解いたりしな
が ら 、 マ ン シ ョ
ン を 探 索 し 、 目
的の達成をめざ
します。

ランク

クリアしたときのランクは3つあり、
→ → の順に高くなります。手に入れ
たお金【→6】や受けたダメージ、クリア
までの時間などで変わります。

マンションの探
索はいくつかの
ミッションに分
か れ て い ま す 。
目的【→6】を達
成すると、ミッ
ションクリアです。ミッションクリアす
ると次のミッションが追加されます。

ミッション



オバケのこうげきなどでルイージの体力
【→6】が0になると、ゲームオーバーに
なります。

「もういちどチャレンジ」を選ぶと、同じ
ミ ッ シ ョ ン を 始 め か ら プ レ イ し ま す 。

「ベースラボにもどる」を選ぶと、ミッシ
ョンを選びなおします。

ゲームオーバー



6 ストーリーモード画面の見かた

手に入れたお金

ルイージの体力

カギ

さがしもの

ミッションクリアに必要となる、ア
イテムやその数が表⺬されます。

マップ

スライドすると動かせます。
： 目的地
： ルイージの位置と向き
： 開けられるドア
： カギがかかっているドア
： そのままでは開けられないドア



をおすとゲームを一時中断
し、PAUSEメニューを開きます。
ミッションをやりなおしたり、ベース
ラボにもどったり、操作説明を見たり
できます。

PAUSEメニュー

フロア

タッチすると、マップの表⺬がその
フロアに切りかわります。ルイージ
がいるフロアには が、目的地のあ
るフロアには が表⺬されます。

ズーム

スライダーを「＋」に動かすとマッ
プが拡大し、「－」に動かすと縮小
します。

やることリスト

タッチするとプレイ中のミッション
名と目的が表⺬されます。ミッショ
ン名をタッチすると、くわしい説明
が表⺬されます。 が表⺬されてい
る場合にタッチすると、マップ上で
目的地を確認できます。達成した目
的には、チェックマークが付きます。

ミッション名 目的



7 基本のアクション

移動



調べる

（ 表⺬中）
ドアを開けたり、窓からのぞいたりと、
場面に応じてアクションが異なります。

走る

＋

上を向く



下を向く





このソフトでは、本体を動かして遊び
ます。遊ぶ前に、まわりに十分なスペ
ースがあることを確認し、本体を両手
でしっかり持って遊んでください。
けがや故障、周囲のものの破損の原因
となりますので、はげしい動きや操作
を行わないようにしてください。

のぞいていると
きは、本体をか
たむけたり、
を動かしたりす
ることで視点を
動かせます。

のぞいているときの操作



8 オバキュームを使う

吹き出す


風を出したり、オバキュームの口に吸
い付いている物体を飛ばしたりできま
す。

オバキュームを使って探索します。ゲー
ムを進めると、ストロボやダークライト
も使えるようになります。

吸いこむ


オバケを吸ったり、
ア イ テ ム を 取 っ た
り、オバキュームの
口に物体を吸い付け
たりします。

ストロボを使う


オバケをおどろかし
たり、小さな敵をた
おしたりできます。
グリーンのパネルに
当てると、ドアのロ
ックを解除したり、機械の電源を入れ
たりできます。
※をおしつづけて最大までパワーを

ためると、ストロボの範囲［はんい］
が広がります。



オバキュームは、一部
のカーテンやカーペッ
トなども吸いこめます。
プルメーターが表⺬さ
れたら引っ張るように
を動かし、メーター
がたまったところで
をおします。

プルメーター

いろいろ吸いこむ

オバキューム、ストロボ、ダークライ
トは、使用中にやをおしたり、本
体をかたむけたりすることで、上下の
向きを変えることができます。

ダークライトを使う

おしつづける
特殊な絵画に描かれ
て い る も の や 透 明

［とうめい］な物体
を実体化させます。
使うとダークライト
の バ ッ テ リ ー

（ ） を 消 費 し
ます。透明な物体を実体化させる場合
は、のろい玉をすべて吸いこむ必要が
あります。

のろい玉



9 オバケをつかまえる

オバケは次の手順でつかまえます。

❶ ストロボを当てる

ストロボを当てると、
しばらくの間オバケの
動きが止まります。

❷ 吸いこんで引っ張る

オバキュームで吸いこ
むと、オバケの体力が
減っていき、0にする
とつかまえることがで
きます。オバケを引っ
張るようにをうまく
入力すると、プルメー
ター（ ）がたまります。

オバケの体力

プルメーターのた
まり具合に応じて
をおすと、強く
吸いこめます。

強く吸いこむ

※オバケに引きずられてたおされると、
ルイージの体力が減ります。

※吸いこみ中にをおすと、オバケのこ
うげきをよけることができます。



10 アイテム

オバケをつかまえたり、しかけを解いた
りすると、アイテムが現れることがあり
ます。アイテムは、ふれるかオバキュー
ムで吸いこむと手に入ります。

お金

コインは1G、お札は5G、金塊
［きんかい］は20G、お金が増えま
す。

ハート

ルイージの体力が少し回復します。

カギ

カギがかかっているドアを開けま
す。

宝石

すべてをあつめると、いいことが
あるかもしれません。



11 マルチプレイの進めかた

通信方法【→13～15】を選びます。プ
レイヤーの1人が「グループをつくる」を
選び、タワーのタイプや階数、難易度を
決めて仲間をあつめます。そのほかのプ
レイヤーは、グループに参加して遊びま
す。

ゲームをはじめる

1～4人でプレイします。オバケをつかま
えたり、フロアのゴールを探したりしな
がら、タワーの頂上をめざします。

全員の体力が0になるか、残り時間が00:
00になるとゲームオーバーです。
体力が0になったプレイヤーを助けるに
は、そのプレイヤーに近づいてをおし
ます。助けられたプレイヤーは、体力が
少し回復し、ゲームをつづけられます。

ゲームオーバー

タワーのタイプごとに異なる目的があり
ます。残り時間【→12】内にその目的を
達成すると、次のフロアに進みます。

次のフロアに進む



マルチプレイを2人以上でプレイして
いるときは、本体を閉じてもスリープ
モードにはなりません。



12 マルチプレイ画面の見かた

手に入れたお金

ルイージの体力

アイテム

目的

アイテムを手に入れると表⺬されま
す。

マップ

各プレイヤーのアイコン

各プレイヤーの状態が表⺬されます。

プレイ中に一定金額のお金をあつめ
ると、オバキュームがパワーアップ
します。



目的の達成状況

残り時間

階数



13 ローカルプレイ

プレイする人数分の『ルイージマンショ
ン２』と本体があれば、最大4人まで協力
プレイを楽しむことができます。

協力プレイ
（ローカルプレイ）

● 用意するもの
ニンテンドー3DS本体：プレイする人数
分の台数（最大4台）

『ルイージマンション２』：プレイする人
数分の本数（最大4本）

グループをつくる

❶「ローカルプレイ」を選び、つづいて
「グループをつくる」を選びます。

❷ タワーのタイプや階数、難易度を選び
ます。

❸ 準備ができたら、「OK」を選んで
をおします。

グループに参加する

通信相手を選んで、をおします。



14 ダウンロードプレイ

『ルイージマンション２』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人まで協力プレイを楽しむことがで
きます。
ダウンロードプレイは、ソフトがない本
体でも遊ぶことができます。

協力プレイ
（ダウンロードプレイ）

● 用意するもの
ニンテンドー3DS本体：プレイする人数
分の台数（最大4台）

『ルイージマンション２』：1本

ソフトがある本体の操作手順

❶「ダウンロードプレイ」を選び、つづ
いて「グループをつくる」を選びます。

❷ タワーのタイプや階数、難易度を選び
ます。

❸ 準備ができたら、「OK」を選んで
をおします。



ソフトがない本体の操作手順

❶ HOMEメニューで「ダウンロードプレ
イ」を選びます。

❷「ニンテンドー3DSロゴ」をタッチし
ます。

❸『ルイージマンション２』をタッチし
ます。
※本体の更新［こうしん］が必要な場

合があります。画面の指⺬に従って、
本体の更新を行ってください。

「通信が中断されました」と表⺬さ
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。くわ
しくは、本体取扱説明書の「本体の
更新」のページをお読みください。



15 インターネットプレイ

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、最大4人まで協力プレ
イを楽しむことができます。

協力プレイ
（インターネット通信）

※インターネット設定については、本体
の取扱説明書をお読みください。

通信相手を選ぶ

「インターネットプレイ」を選び、通信し
たい相手を選びます。
● だれとでも

通信相手を世界中のプレイヤーから探
します。

● フレンド
フレンド登録をしている友だちと通信
します。

※「フレンド」で遊ぶにはお互いにフレン
ド登録をしている必要があります。フ
レンド登録はHOMEメニューの『フレ
ンドリスト』で行えます。くわしくは
本体の取扱説明書をお読みください。



グループをつくる

❶ 通信相手を選んだあと、「グループを
つくる」を選びます。

❷ タワーのタイプや階数、難易度を選び
ます。

❸ 準備ができたら、「OK」を選んで
をおします。

グループに参加する

通信相手を選んで、をおします。



16 ギャラリーでできること

つかまえたオバケや、あつめた宝石など
を見ることができます。

オバケージ

つかまえたオバケを観察できます。

ジュエルーム

あつめた宝石を見ることができます。

オバチューン

オバキュームをパワーアップするための
目標金額を確認できます。

テレサイト

テレサをつかまえると、観察できるよう
になります。



17 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

PHS、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 月～金：9:00～21:00
土：9:00～17:00(日、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

PHS、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：9:00～17:00 (土、日、
祝日、会社設定休日を除く)

0570-011-120
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