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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。

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。

重要
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2 ユーザーコンテンツについて

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。

ユーザーコンテンツに関するご注意

●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。

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。



●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⻑する行為。
- 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。



3 インターネットでできること

本ソフトは、Nintendo Network対応ソ
フトです。
このソフトでは、インターネット通信を利
用してゲームを購入したり、プレイ状況を
任天堂に送信することができます。詳しく
は、「ゲームを購入する（→10）」「い
つの間に通信について（→14）」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

※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。



●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。

●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



4 保護者の方へ

お子様の使用を制限したい場合は、「保護
者による使用制限」で項目を選んでくださ
い。このソフトでは、以下の内容を制限で
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。
●ニンテンドーeショップ等での商品やサ

ービスの購入
ゲームの購入を制限できます。

●他のユーザーとのすれちがい通信
すれちがい通信でデータをやり取りする
機能を制限できます。



5 このソフトについて

『だるめしスポーツ店』は、全10種類の
野球ゲーム（有料）を追加購入して遊べ
るソフトです。
ソフト内の「だるめしスポーツ」で、好
きなゲームを購入できます。店主の「樽
飯[だるめし]イヌジ」と値切り交渉をし
たり、ソフト内で入手したクーポンを使
ったりして、ゲームを安く購入すること
もできます。



6 始めかた

初めてプレイする際
は、まずMiiを選び、
お店に行きます。

選択 /

決定 

キャンセル 

メニューなどの操作



7 データのセーブ（保存）と削除

自分の部屋（→11）で「設定」→「スコ
アアタックのデータ消去」→「消す」の
順に選ぶと、以下のデータをすべて消去
します。

※データを消去するときは、データの内
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。

スコアアタックの
データ消去

ゲームを購入したときやクリアしたとき
など、特定のタイミングで自動的にセー
ブされます。

パソコンなどに保存しておいた過去のセ
ーブデータをＳＤカードに上書きして
も、そのセーブデータは読み込むことが
できません。
セーブデータのバックアップ用途として
は使用できませんので、ご注意くださ
い。

・全ゲームのスコアアタックA・Bのハイ
スコア

・「バットづくり」の

 

ひきょりのハイス
コア

・すれちがいランキング



●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。



8 商品を見る

現在のお話

値引き方法（→

 

9）

値引きできる商品に表⺬されます。

現在の値段

お話のカギマーク

カギマークがあるゲームを購入すると、
お話が進みます。

お店ではイヌジと会話したり、新しいゲ
ームを購入することができます。

❶
❷

❸

❹



ゲームを選んだとき、すれちがい通信
(→13)で、すれちがったプレイヤーの
Miiが、顔を出してることがあるやろ。
これは、その人が一番遊んでるゲームや
ねん。Miiがたくさんおるゲームほど、
オマエのまわりで大人気っちゅうことや
で。

ハマっている人たち



9 値段を交渉する

イヌジと話したり、アイテム
を使ったりして、値引きして
もらえるよう交渉します。
値引きチャレンジを試みる際には、「ゆ
で卵」が1つ必要です。ゆで卵やその他
のアイテムは、ゲームを遊んでハンコ

（→12）をためると入手できます。

クーポンを使う

ゲームを遊んでハンコをため
るなどするとクーポンを入手
できます。このクーポンを使
うと、ゲームを値引きしてもらえます。

値引きチャレンジ

ゲームの値引き方法は2種類あり、ゲー
ムごとに異なります。



10 ゲームを購入する

ゲームの購入方法

1.お店でゲームを買うと、内容確認画面
に進みます。内容に問題がなければ、

「購入する」を選びます。
※事前に「法令に基づく表⺬」をご確

認ください。
2.購入手続きが完了すると、自動的にゲ

ー ム の ダ ウ ン ロ ー ド が 始 ま り ま す 。
「受信完了」の画面が表⺬されたら、
「OK」を選びます。

ゲー ムを購入す る
（有料）

イヌジとの会話を進めてゲームを買うと、
インターネットを通じて、本ソフト内で
遊べるゲームを購入できます。



ゲーム購入 に関する
ご注意

●ゲームの購入履歴はニンテンドーeショ
ップの｢ご利用記録｣から見ることがで
きます。

●購入したゲームの返品・返金・交換は
できません。

●一度購入したゲームは、消去しても無
料で再受信できます。
※｢ご利用記録の削除｣を行うと、再受

信できません。詳しくは、ニンテン
ドーeショップの電子説明書をお読み
ください。

※配信を中止または終了されたソフト
は再受信できなくなることがありま
す。あらかじめご了承ください。

●購入したゲームはSDカードに保存され
ます。

●ゲームは、ダウンロード時に使用して
いた本体でのみ使用できます。他の本
体にSDカードを差し込んでも使用でき
ません。



残高を追加する

ゲームを購入するには、ニンテンドーeシ
ョップに購入金額分の残高が必要です。
残高が足りない場合は、「残高の追加｣を
タッチして、残高を追加してください。
残高を追加するには、下記のいずれかが
必要です。
●ニンテンドープリペイドカード
●ニンテンドープリペイド番号
●クレジットカード
※クレジットカード情報を、本体に登録

することもできます。クレジットカー
ド情報を登録しておくと、次回から登
録時に入力したクレジットカード情報
のパスワードを入力するだけで、残高
を追加できるようになります。

※クレジットカード情報の削除は、ニン
テンドーeショップの｢設定・その他｣
から行えます。



11 自分の部屋でできること

選択中のゲーム

上にはスコアアタック（→12）の成績が
表⺬されます。

手持ちのアイテムと所持数

表⺬切り替えボタン

下画面の表⺬をハンコシステム（→12）
に切り替えます。
※「アイテムリスト」をタッチすると、元

の表⺬に戻ります。

ゲームを選んで遊びます｡（→12）
また、Miiの着がえや各種設定も行えます。

❶

❸

❷

右の をタッチするとクーポンリストに
切り替わります。



着がえる

Miiのユニフォームを変えられます。ユニ
フォームは、スコアアタックをプレイす
ることなどで増えていきます。

これまでのお話

これまでのお話の内容を確認できます。

設定

すれちがい通信（→13）やいつの間に通
信（→14）の設定をしたり、音量設定や
Miiの変更、スコアアタックのデータ消去

（→7）ができます。



12 ゲームを始める

チャレンジ

ゲームタイトル画面
で、遊びたいモード
を選びます。

選んだお題のクリアをめざすモードです。
クリアすると、選べるお題が増えていき
ます。

選択したお題の説明

クリアしたお題には、左端にメダルが表
⺬されます。

お題

数字は難易度で、大きいほど難しいお題
です。また、初クリア時に獲得するハン

※チャレンジ選択中は獲得したメダルの
総数が下画面に表⺬されます。スコア
アタックA・B選択中は、ベストスコア
やすれちがいランキングを確認できま
す。

❶

❷

コの数も表します。



ハンコシステム

お題をクリアすると、そ
の難易度に応じた数のハ
ンコ （ ） が 押 さ れ ま
す。ハンコが一定の数に
達するたび、以下のプレ
ゼントがもらえます。

※小さい は、選択中のお題をクリアす
ると押してもらえるハンコの数です。

チ ャ レ ン ジ の お 題 や 、
スコアアタックの成績
への評価を表してるん
やで。

メダル

スコアアタックBが遊べるようになり
ます。

スコアアタックAが遊べるようになり
ます。

クーポンがもらえます。

アイテムがもらえます。



これは、他のとは、
ちょっと毛色がちが
うゲームやで。なん
と、他の「打つ」ゲ
ームでも、つかえる
バットを作れるねん。バットができたら

「バットもちかえ」で、つかうバットを
選んでな。

伝説のバット職人

スコアアタックA・B

ハイスコアをめざすモードです。ハンコ
を集めていくと、プレイできるようにな
ります。

すれちがいランキング

す れ ち が い 通 信 を 登 録
（→13）している場合、
すれちがったプレイヤー
のベストスコアが配信さ
れます。受信したベスト
スコアと自分のベストスコアが、「すれ
ちがいランキング」として集計されます。



※動作が正常になりましたら、次回
以降はこれらの手順は不要です。

3.各チャレンジを選んでゲームを始
めます。

2.その画面を表⺬したまま、本体を
平らな場所に置いてしばらく静止
させます。

1.各ゲームのチャレンジセレクト画
面まで進めます。

● ゲーム「ねらう快感!」の「遠投」、
「守る快感!Ⅱ」の「フライ」、「こ
んこんキュッキュ」の「こんこん」
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。

● 本体を動かして遊ぶゲームで動作が
不安定な場合は、以下の手順でゲー
ムを開始してください。



13 すれちがい通信について

すれちがい通信を
設定する

※「通信しない」にすると、すれちがい通
信をやめます。

ソフトを進めていく
と、右の画面が表⺬
されます。「登録す
る」を選ぶと、すれ
ちがい通信を設定で
きます。
また、自分の部屋（→11）で「設定」→

「すれちがい通信」→「通信する」の順に
選ぶと、すれちがい通信を設定できます。

データをやり取りする
（すれちがい通信）

※相手側の本体も、すれちがい通信の設
定をしている必要があります。

本ソフトのすれちがい通信を設定した本
体同士が近づくと、自動的に「ハマって
いる人たち（→8）」や「すれちがいラ
ンキング（→12）」のデータがやり取り
されます。



すれちがい通信の回数が、ある数になる
たびに、プレゼントがもらえるらしい
で。ムッチャ楽しみやな。

すれちがい通信とプレゼント



14 いつの間に通信について

いつの間に通信を
設定する

ソフトを進めていくと、いつの間に通信
をするかを聞かれます。「OK」を選ぶ
と、いつの間に通信を設定します。
また、自分の部屋（→11）で「設定」→

「いつの間に通信」→「送信する」の順に
選ぶと、いつの間に通信を設定できます。
※「送信しない」にすると、いつの間に通

信をやめます。

プレイ状況を送信する
（いつの間に通信）

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出して通信し、自分
のプレイ状況の記録を任天堂に送信でき
ます。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。



15 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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