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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 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。

 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。

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。

ゲームカードに関するご注意

の



●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示に従ってく
ださい。

©2015 Nintendo ©2015 つんく♂
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2 インターネットでできること

※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。

このソフトでは、インターネットに接続し
てプレイ内容を送信できます。くわしくは

「キッサ店」（→9）のページをご覧くだ
さい。

。すまいてし応対に
クーワトッネードンテンニ､はトフソ本

。すで称総のスビーサクーワト
ッネの堂天任、るめし楽がどなツンテ
ンコやび遊なまざまさてじ通をトッネ
ータンイ､はクーワトッネードンテンニ



●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
示板などで、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



3 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。
●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交換する機能
を制限できます。



4 どんなゲーム？

！るきで作操に単簡
でチッタやンタボ

。すで」ムーゲムズリ「るす作操てせわ合
に楽音、は』＋トスベ・ザ 国天ムズリ『

作操ンタボ

！けだす押をンタボ
てッノにムズリ



※操作方法は、キッサ店の「せってい」で
変更できます（→9）。

作操チッタんたんか

！けだるすチッタ
てッノにムズリ



メニューなどは、ボタンやタッチで操作
します。

法方作操の他のそ

 …択選の目項
 …定決
 …る戻

 …ズーポ
ーュニメ面画下 チッタ …



5 ゲームの始めかた

「はじめる」を選ぶと、
ゲームが始まります。
ここでは、ノリカンも
確認できます。

。す
まきで認確もで）９→（ムアジーュミ

。すまりが上とくい
てっ取をアコスいよ、でムーゲムズリ
のんさくた。すでのもたしわらあ、で
）００１大最（字数を感ムズリのたなあ

ていつにンカリノ

。すま
べ遊らかき続、とぶ選を」るめじは「び
選をターデ、は合場るあがターデブーセ

。すまれらえ変をiiM、とぶ選を」うこん
へをiiM「にとあだん選をターデブーセ※

ぶ遊らかきづつ

面画ルトイタ

。すまりなに面画ぶ選をターデブーセ
、とす押をで面画ルトイタ

ぶ遊らかめじは

らかてめ決をiiＭ、び
選を所場るいてい空



6 データのセーブ（保存）と消去

。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●

）存保（ブーセのターデ

。すまれ
さブーセが況状行進で動自にどなきとた
しアリクをムーゲムズリ、はムーゲのこ



セーブデータを選ぶ画面でデータを選ん
で「消す」を選びます。

ソフト起動後、ニンテンドー3DSのロゴ
の表示が消えてからタイトル画面が表示
されるまでの間に、＋＋＋を

去消のターデ

去消をターデのてべす

。すまきで去消をタ
ーデブーセのてべす、とるけ続し押に時
同

。んせませ戻に元
はターデたし去消。いさだく認確ごに
分十を容内、はきとるす去消をターデ※

去消でん選をターデ



7 ストーリーモード

選ぶとリズムゲームがはじまります。
クリアすると台座が表示され、スコアに
応じて金や銀の台座に変わります。

リズムゲーム

持っているコインの枚数

うになります。
ステージにあるすべてのリズムゲームを
クリアすると、次のステージに進みます。

たかめ進

よるべ遊がムーゲムズリの次、とるすア
リクをムーゲムズリるす場登にジーテス

。すで
ドーモくいでん進をジーテスらがなしア
リクをムーゲムズリなろいろい、めたす
帰へ郷故を」リビテ「たきてち落らか空

面画ぶ選をムーゲムズリ



選んでいるリズムゲームの内容とハイス
コアです。キメ星をかくとくすると★が
表示されます。

リズムゲームの説明

ステージ名

キッサ店へ行きます。

キッサ（→9）

チャレンジランドへ行きます。

チャレンジ（→8）

地図をひらく

これまでに行ったことの
あるステージにすばやく
移動できます。

リズムゲームが終わる
とけっか画面でスコア
を確認できます。スコ
アは「やりなおし」

「平凡」「ハイレベル」
の3段階あり、「平凡」
以上でクリアとなりま
す。

※下画面右のステージ名を、タッチペン
でスライドさせて選択します。

面画かっけ



リズムゲームを遊ぶと、ごほうびとしてコ
インがもらえます。
スコアによってもらえるコインの枚数は
変わり、キメ星をかくとくしたり、ノー
ミス（一度も失敗しないこと）でクリア
したりすると、さらにもらえるコインが
増えます。
コインは、門番のリズムゲームに挑戦す
るときや、キッサ店のショップでの買い
物、チャレンジランドなどで使えます。

ていつにンイコ

。すまりなにとこるす
戦挑にムーゲムズリ

の番門てっ使を
ンイコ、はで」門「

るす場登に中途
のドーモーリートス

ていつに門



まだクリアできていな
いリズムゲームで３回
失敗すると、ヘビッピ
が声をかけてくれま
す

ストーリーの途中まで
は、リズムゲームの本
番前の練習で失敗が続
くと、下画面にお助け
リズム表示が出ます。
リズムをとる、めやす
にしましょう。

示表ムズリけ助お

。んせま
れわらあはピッビヘ、はでスクッミリ※

。うょし
まいらもてめ進に先てっ使をンイコ、は
ムーゲムズリいなきでアリクもてしうど

。

け助手のピッビヘ

はきといな
きでアリクがムーゲムズリ



8 チャレンジランド

受付に話しかけて、ひ
とりで行くか、友だち
と行くかを選びます。

「友だちと！」を選ぶ
と最大4人までいっし
ょに遊べます。
メンバーが決まると、リーダーがコース
を選んで出発します。リズムゲームはそ
れぞれクリア条件が違い、コースをクリ
アすると、ごほうびがもらえます。

左のワゴンから挑戦できます。パーフェ
クトキャンペーンは、ノーミスで最後ま
でプレイできるとクリアとなります。

1本以上の本ソフトとプレイする人数分の
本体があれば、最大4人までプレイするこ
とができます。
※本ソフトがない本体でも「おすそわけ
（ダウンロードプレイ）」で遊べるよう
になります。

）イレプルカーロ（
く行とちだ友

ンーペンャキトクェフーパ

付受のドンラジンレャチ、とるれ流がせ
ら知おの生発ンーペンャキトクェフーパ

。すま
りなにうよるめどいにジンレャチなまざ
まさ、どなンイレトジンレャチやンーペ
ンャキトクェフーパ、とるめ進をムーゲ

ンイレトジンレャチ



ニンテンドー3DSシリーズ本体…プレイ
する人数分の台数（最大4台）
本ソフト…1本以上

●自分のところで遊ぶ
1.チャレンジランドの受付に話しかけて、
「友だちと！」→「じぶんのところに行
く」の順に選びます。

2.参加プレイヤー全員の名前が表示され
たらを押し、コースを選んで出発し
ます。

●友だちのところで遊ぶ
1.チャレンジランドの受付に話しかけて、
「友だちと！」を選びます。

2.遊びたいプレイヤーの名前を選びます。

操作手順

用意するもの

ニンテンドー3DSシリーズ本体…プレイ
する人数分の台数
本ソフト…1本

本ソフトが1本あれば、おすそわけ版を配
信できます。おすそわけ版ではチャレン
ジトレインに参加できたり、「手ほどき」
を遊べます。
※おすそわけ版だけでチャレンジトレイ

ンは遊べません。

用意するもの

）イレプドーロンウダ（
けわそすお



●おすそわけを受け取る
1.HOMEメニューで｢ダウンロードプレ

イ｣のアイコンを選んで、｢はじめる｣を
選びます。

2.ニンテンドー3DSのロゴを選びます。
3.本ソフトを選びます。

※本体の更新が必要な場合があります。
画面の指示に従って、本体の更新

●おすそわけをする
1.チャレンジランド入口で、下画面の
「おすそわけ（ダウンロードプレイ）」
をタッチします。

2.おすそわけ版の配信を「する!」を選び
「OK」をタッチします。

3.おすそわけをしたいプレイヤーの名前
が表示されたら「おすそわけする」を
選んで始めます。

操作手順

。いさだくてっ行を新更の体本
らか」定設体本「のーュニメEMOH
、は合場るす敗失に新更の体本、れ

さ示表と」たしまれさ断中が信通「
。いさだくてっ行

を



9 キッサ店

コインを使ってリズム
アイテムや、音楽を買
うことができます。ま
た、どこかで手に入る

「ノリ玉」を使って、
新しいリズムゲームを買うこともできま
す。

※お客さんがいるときは、お客さんと話
します。

たまに、お客さんがお
とずれていることもあ
ります。

。すまきで動移で、は内店。す
まきでがとこく行に店サッキ、とぶ選を
」サッキ「で面画下のドーモーリートス

。すまきでがとこく
聞を話なろいろい、ら
かータスマの店サッキ

ータスマ

プッョシ



これまでにプレイした
リズムゲームや、スコ
ア、リズムアイテム、
音楽、エピローグなど
を確認できます。
また、受付に話しかけると、これまでに
手に入れた記念バッジやマスコット、お
もいでが見られます。

でエサをはじいて、
食べさせることでヤギ
を成長させるゲームで
す。たくさんあげると
ヤギのレベルが上がり
ます。エサは手前の畑
などで手に入ります。

※ヤギが「さんぽ中」になったときは、
ストーリーモードなどを進めて帰りを
待ちましょう。

屋小ギヤ

ムアジーュミ



本ソフトのすれちがい
通信を登録した本体同
士が近づくと、自動的
にプレイヤーのデータ
が交換されます。すれ
ちがい テラスでは、すれちがったプレイ
ヤーを一覧で確認できます。プレイヤー
を選ぶと、ミニゲームで対戦でき、宝箱
を持ったプレイヤーに勝つと、ごほうび
がもらえます。

「すれちがい通信」はゲームを進めて「す
れちがい テラス」に入ると、登録できる
ようになります。
※登録を解除するときは「せってい」の
「すれちがい通信」で「へんこうする」
→「しない」の順に選びます。

※対戦は何度でも可能です。
※たまにゲーム中のキャラクターもやって

きます。

るす録登を」信通いがちれす「

）信通いがちれす（
スラテ いがちれす



キッサ店の下画面で「せ
ってい」をタッチすると、
ゲームに関する設定を変
更できます。また、「手
ほどき」を遊んだり、ここ
からタイトル画面へ戻ることもできます。

リズムゲームの操作方法（ボタン／かん
たんタッチ）を切り替えることができま
す。

リズムゲーム中の下画面に出る、
入力タイミング表示のせってい（ON／
OFF）を切り替えることができます。

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て通信し、自分のプ
レイ内容を個人を特定しない形で送信しま
す。ここでは、プレイ内容の送信（送信
する／送信しない）を切り替えることが
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。

すれちがい通信のせってい（する／しな
い）を切り替えることができます。

信通いがちれす

）信通に間のつい（
信送の容内イレプ

示表グンミイタ

法方作操

いてっせ



書明説

。す
まき開が書明説のこ、とるすチッタを



10 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

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 10:00～18:00 
(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

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：10:00～18:00
 (土、日、祝日、会社設定休日を除く)

0570-011-120
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