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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。

©1994 HAL Labo ratory ,  Inc.  /
Nintendo

スーパーファミコン・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。

 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。

の

要重

。すまいてれさ止禁は用使的業商
、き除を合場るいてれらめ認で律法。す

で能可用使みので体本の様仕本日は品本
。んせまりあはでのもるす限

制を為行るすと的目を用使的私るいてれ
らめ認上法権作著は告警のこ、おな。い
さだく意注ごでのすまれらせ罰は反違
。すまいてれらじ禁に重厳で律法は布配

断無や製複断無の書明説やアェウトフソ
。すまいてれさ護保りよに権作著は品本

。いさだく承
了ごめじからあ。すまえりあがい違の干
若はと作原にどな現表・作動、りあでの
もたし現再で上体本ズーリシSD3ードン
テンニを容内ムーゲの作原、はトフソ本



KTR-N-UAWJ-00



2 操作方法

ーュニメEMOH

⺬表アコス

⺬表のーュニメズーポ

）位単度54（
動移のンイラドイガ

／

ルーロクスの面画 

用使の力能／く開をルネ
パンピス／ルセンャキ 

ればんが／つ打
をトッョシ／定決の目項 

動移のン
イラドイガ／択選の目項 

作操の本基



3 1Pと2Pの切り替え

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。

「2PLAY GAME」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。
※1Pと2Pを同時に操作することはできま

せん。
※「1PLAY GAME」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。

＋



4 ゲームの始めかた

タイトル画面
を押すとメインメニュ
が表⺬されます。 上
で選び で決
してください

を押しながらで名前を書きます。や
でスタンプを選ぶこともできます。終わ
ったら「OK」を選んでで登録しましょ
う。

YALP OMED
。すまきでがとこ

る見をクッニクテな
要必にイレプムーゲ

EMAG YALP2

。すでドー
モの用人2う競を数
の星たし得獲らがな
ち打に互交つず打1

EMAG YALP1

。うょしまし録登を
前名で」REBMEM

WEN「はき
とるすイレプてめ初

。すでド
ーモの用人1るすイ
レプに順をルーホ46

作操の録登前名

。
定、
下
ー

で



5 基本ルール

● ボール（カービィ）を打って敵にぶつ
け、星に変えてください。最後に残っ
た敵がカップになり、ボールを入れる
とホールクリアです。カップインまで
にショットした回数がスコアになりま
す。

● ショットを打つごとにバイタリティが1
つ減ります。また、星に変えることが
できない敵やダメージゾーンに当たっ
た場合も1つ減ります。バイタリティ
が0になったり、ホールから落ちるとス
トックが1つ減り、ストック0の状態で
バイタリティを全部使いきるとゲーム
オーバーです。

「CONTINUE(コースセレクト画面に戻
る)」か、「GAME END(タイトル画面
に戻る)」を選んでください。

● バイタリティは敵を星に変えたり、カ
ップインすると1つ増えます。ストック
はホールインワン（1打でホールクリ
ア）すると1つ増えます。



6 画面の見かた
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星たし得獲でルーホのそ ❾

アコスのP2 ❽

EMAG YALP2

ジーゲィテリタイバ ❼

アコス ❻

クットス ❺

ーバンナルーホ ❹

力能の在現 ❸

ンイサーヤイレプ ❷

ンイラドイガ ❶

EMAG YALP1



ジーゲィテリタイバのP2 41

ジーゲィテリタイバのP1 31

力能のP2 21

力能のP1 11

アコスのP1 01



7 1PLAY GAME

8つのコースを順にクリアします。1コー
スは8つのホールがあり、すべてクリアす
ると次のコースへ進みます。8コースをク
リアするとデデデ大王との対決になりま
す。
※ ストックが0か1の状態でコースクリアする

と、次のコースではストックが2の状態から
プレイできます。また、3以上の場合は持ち
越します。

ゲーム中 を押すと表⺬されま
す。

るども　にルトイタ 。すまり
戻に面画ルトイタ

るど
もにトクレセスーコ

。すまり戻に面
画トクレセスーコ

るけづつ　りぱっや 。す
まし開再をムーゲ

に
ーュニメズーポ



8 2PLAY GAME

まず最初に先攻・後攻
決めます。回転するダ
スをで止めてくださ
数字が大きいほうが先
になります

設定が終わったら「EXIT」を選び、
を押してゲームを始めてくださ

い。

1打ずつ交互に打ち、獲得した星の数を競
います。敵を星に変えていき、どちらかが
カップインすると次のホールに進みます。
全8ホールで獲得した星の合計が多い方が

DEEPS
REKRAM

。すで」いやは「
」いやはやや「」う

つふ「らか左。す
まめ決をドーピスの
ーカーマるめ決をン
ピスクッバ、プット

HTGNEL EDIUG

。すで
」ドンウバ1「、」ド

ンウバ2「、」ド
ンウバ3「らか左

。すまきで定設かる
す⺬表でま目ドンウ
バ何をンイラドイガ

REWOP TOHS

。すで」％08ー
ワパ「、」％09ーワ
パ「、」％001ーワ
パ「らか左。すまけ
つを差に離距飛、え
変をさ強のトッョシ

定設のプッャキィデンハ

。
攻
。い

イ
を



勝ちです。
※ どちらかがカップインした時点で、それぞ

れがそのホールで獲得していた星が得点と
なります。

・ 相手の星にぶつかると自分の星にでき
る

・ 相手にぶつかると能力を交換できる
（相手がニードルやストーンの使用中、
自分が能力使用中は交換できない）

・ 相手にぶつかられるとバイタリティが1
つ減る

・ ホールから落ちるとバイタリティが2つ
減る

・ バイタリティが0になると1回休みとな
り、次の番はバイタリティ4の状態から
始まる

・ カップインするとバイタリティが2つ増
える

るども　にルトイタ 。すまり戻
に面画ルトイタ

るすプッアブギ 。すまめ認をけ負
、しプッアブギ

るけづつ　りぱっや 。すま
し開再をムーゲ

ーュニメズーポ

ルールのEMAG YALP2



9 ボールの打ちかた

❶ ホールの確認
を押したままで画
を移動し、ホールの地
や敵の位置を確認します

❷ ガイドライン設定
でガイドラインを動かして狙いを定めま
す。上下でゴロとフライの変更を、左
右で方向を移動し、で決定してくださ
い。またはを押すと、45度単位でガ
イドラインを移動できます。また、を押
すとスピンパネルが表⺬され、スピンを加
えた場合の球筋を確認できます。
※ ガイドラインの先に「OB」と表⺬されてい

る場合は、そのまま打つとホールから落ち
ることを表します。

❸ スピンを決定する
左右でスピンを決めを押してくださ
い。フライを打つ場合はマーカーの位置を
調節して前後回転のスピンを設定できま
す。

❹ ショットパワーの決定
パワーメーターが1往復する間にを押し
てください。パワーメーターが多いほど強
いショットになります。
※ フル（メーターがピンク）の状態でショッ

トするとガイドラインどおりになります。

❺ がんばれボタン
ショットを打ったあと、ボールが動いてい
るときにを押すと通常よりもボールが弾
むようになり、距離も少しだけ伸ばせま
す。

。
形
面



❻ 能力を使う
能力を持っているときは、ボールが動いて
いる間にで使うことができます。能力は
能力を持つ敵を星に変えると手に入りま
す。
※ ボールが水中にあると、能力を使えません。
※ 能力を持った状態でホールから落ちたり、

バイタリティがなくなると能力を失います。
※ コースをクリアすると、次のコースは能力

がない状態で始まります。



10 スピンの種類

スピンを加えるときは
ピン決定時にでバー
マーカーを移動させて
ださい
バーが真ん中から左に
くほど強い左スピンを、右に行くほど強い
右スピンを加えることができます。マーカ
ーは真ん中よりも上に行くほど強いトップ
スピンを、下に行くほど強いバックスピン
を加えることができます。

行
。

く
や
ス



11 能力の紹介

スターマンを星にすると手に入る
能力で、より高く飛び上がること
ができます。

能力使用中にを押すと、落下す
る位置を調整できます。また、ボ
ールの勢いを弱め、ブレーキの役
割もします。ワドルドゥを星にす
ると手に入ります。

ルソラパ

プンャジイハ



12 ホールの仕掛け

矢印の方向へボールが急加速しま
す。パネルに乗っている時間によ
って加速力が異なり、パネルに当
たる角度によって方向が変わりま
す。

スイッチを押すと回り出し、ボー
ルを転がします。

矢印の方向に曲がります。

芝

ルブーテンータ

ルネパュシッダ



13 セーブについて

このゲームではメンバ
を登録したり、コース
クリアしたときなどに
動でデータが保存され
す
データを消すときはメンバー選択画面で
上下を押して「ERASE」を選び、を押
します。次に消したい名前を上下で選ん
でを押します。「YES」か「NO」を選
ぶ画面が表⺬されるので、左右で

「YES」を選び、を押してください。
なお、一度消したデータはもとに戻らない
ので注意しましょう。

。
ま
自
を
ー



14 ゲームの終わりかた

プレイ中 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。
くわしくは、｢VCで使える機能｣のページ
をご覧ください。

に



15 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。

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 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、ゲームの途中でほかの
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
くわしくは以下をご覧ください。

時効無時効有

能機プッアクッバとごるま

に
。

能機断中CV

ーュニメCV



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。
まるごとバックアップ機能は、コピーする
際のゲーム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。

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

日42月01

ターデブーセ

況状ムーゲ

容内ムーゲ

ターデブーセ

況状ムーゲ

にターデブーセの内ムーゲを）α+（
容内ため進をムーゲ、に日82月01 ❷

ターデ
プッアクッバとごるま



42/01

。すまし）（プッア
クッバをターデブーセの内ムーゲ
と況状ムーゲ、てっ使を能機プッ
アクッバ とごるま、に日42月01 ❶

）例（

。すまりあが合場るれさき
書上がターデブーセのそ、合場たいて
し成作をターデブーセで内ムーゲ、と
むこみよをターデたしプッアクッバ

意注ごの合場るす
用使を能機プッアクッバとごるま



本ソフトを初めて起動し、下画面をタッチ
すると、まるごとバックアップ機能を有効
にするか聞かれます。「はい」を選ぶと有

るえ替り切を
効無効有の能機プッアクッバとごるま

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

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

容内ムーゲ

ターデブーセ

況状ムーゲ

日42月01

ターデブーセ

況状ムーゲ

容内ムーゲ

α+ターデブーセ

容内ムーゲ

α+ターデブーセ

82/01

。すまり
戻に容内のムーゲの日42月01、れ
わ失が）α+（容内ため進をムーゲ
、てしき書上をターデブーセの内

ムーゲがターデたしプッアクッバ ❹

82/01

ターデ
プッアクッバとごるま



）（むこみよをターデたしプッ
アクッバに日42月01、で態状のこ ❸

82/01

。すまし存保



●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

効時のVCメニューが表⺬され、「いいえ」
を選ぶと無効時のVCメニューが表⺬され
ます。次回起動時からは、初回に選んだ
VCメニューが表⺬されます
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。

＋
。

。す
まり戻に面画ルトイタトッセリ

。すましプッアク
ッバをターデブーセの
内ムーゲと況状ムーゲ

存保とごるま

。すまれさ⺬表み
の合場るあがターデ※

。すまみこみ
よをターデたしプッア
クッバで存保とごるま

元復とごるま

。すま
きでが更変の」信送の
容内イレプ「や」ドー
モトッドイバトッド「

定設

。すまし開再をムーゲ開再をムーゲ

時の効有が能機プッアクッバとごるま



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。

※ゲーム内のセーブデータを複数人で使用
している場合は、バックアップデータで
他の人のセーブデータを上書きしない
か、ご注意ください。

※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。

スーパーファミコンの画素数で表⺬するモ

。す
まり戻に面画ルトイタトッセリ

。すま
きでが更変の」信送の
容内イレプ「や」ドー
モトッドイバトッド「

定設

。すまし開再をムーゲ開再をムーゲ

ドーモトッドイバトッド

時の効無が能機プッアクッバとごるま



ードです。当時とは画面比率が異なります
が、くっきりとした画面で遊ぶことができ
ます。

「設定」で「ドットバイドットモード」を
押すと、ON、OFFを切り替えることがで
きます。

ゲームを遊んでいないときでも、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ます。自分のプレイ内
容を任天堂に送る「プレイ内容の送信」が
利用できます。
※ いただいたプレイ内容は、サービスの

利便性向上、製品開発の参考、キャン
ペーンの実施などに活用させていただ
きます。

はじめて遊ぶときに、質問に答えて設定し
ます。

「設定」で「プレイ内容の送信」を押すと、
ON、OFFを切り替えることができます。

るす用利を信送の容内イレプ

）信通に間のつい（
信送の容内イレプ



16 セーブに関するご注意

。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●



17 お問い合わせ先

。いさだく覧ごを」ていつにせ
わ合い問お「の」他のそ・定設「のプ
ッョシeードンテンニ、はてしまきつに
先せわ合い問おるす関にトフソ各びよ
お、般全スビーサのSD3ードンテンニ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

社会式株堂天任

先せわ合い問おるす関にトフソ本

。んせまりおてしえ答おはていつに報情略攻のムーゲ※


