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1 健康上のご注意

ごあいさつ
このたびはWii専用ソフト『Dr.MARIO&細菌撲滅』を
お買い上げいただきまして、誠にありがとうござい
ます。
ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みいた
だき、正しい使用方法でご愛用ください。

警　告
● 健康のため、ゲームなどをお楽しみになるとき

は、部屋を明るくしテレビ画面からできるだけ離
れて使用してください。特に小さなお子様が遊ば
れるときは、保護者の方の目の届くところで遊ば
せるようにしてください。

● 疲れた状態での使用、連続して長時間にわたる使
用は、健康上好ましくありませんので避けてくだ
さい。また、身体が平常の使用の場合でも、適度
に休憩をとってください。めやすとして1時間ご
とに10〜15分の小休止をおすすめします。特
に、高齢の方や、運動習慣のない方、心臓病・高
血圧症などの循環器に既往症のある方は、十分休
憩をとってください。もし、めまいや吐き気な
ど、身体に異常を感じた場合には、直ちに使用を
中止し、医師の診察を受けてください。また、お
子様が使用される場合は、保護者の方が十分に注
意を払ってください。

● ごくまれに、強い光の刺激や、点滅を受けたり、
テレビの画面などを見たりしているときに、一時
的に筋肉のけいれんや意識の喪失などを経験する
人がいます。こうした症状を経験した人は、使用
する前に必ず医師と相談してください。また、使
用中にこのような症状が起きた場合には、直ちに
使用を中止し、医師の診察を受けてください。

● 使用中にめまい・吐き気・疲労感・乗物酔いに似
た症状などを感じたり、目や手・腕に疲労、不快
や痛みを感じたときは、直ちに使用を中止してく
ださい。その後も不快感が続いている場合は医師
の診察を受けてください。それを怠った場合、長
期にわたる障害を引き起こす可能性があります。

● 他の要因により、手や腕など身体の一部に障害が
認められたり、疲れている場合は、ゲームなどの
操作をすることによって、症状が悪化する可能性
があります。そのような場合は、使用する前に医
師に相談してください。



● Wiiリモコンの振動機能について、次のことに注意
してください。
・ 頭部、ひじ、ひざなどの骨部や顔および腹部な

ど、身体の各部にWiiリモコンを当てて使用し
ないでください。皮膚などを痛める可能性があ
ります。

・ 指、手、腕などにけがや疾患があり、治療を受
けている方は、絶対に使用をしないでくださ
い。症状を悪化させる恐れがあります。

・ 長時間にわたる使用は、健康上好ましくありま
せんので、めやすとして30分ごとに5分以上の
休憩をとってください。

・ 振動を不快に感じたときは、HOMEボタンメ
ニューのWiiリモコン設定画面で振動をOFFに
してください。振動設定に関しては、Wii本体
取扱説明書（機能編 P.9）をご覧ください。

● 使用中に、手や腕など、身体に疲れを感じたら必
ず休憩をとってください。もし、身体に痛みや不
快感が続くようであれば、直ちに使用を中止し、
医師の診察を受けてください。



2 使用上のご注意

事故やけが、家財の破損、故障の原因となりますの
で、以下の点に注意してください。

警　告
● ゲーム中はWiiリモコンやヌンチャクをしっかり握

り、手から離さないでください。また、絶対に投
げたり、必要以上に振り回したりしないでくださ
い。Wiiリモコンを投げたり、必要以上に振り回し
て手から離れた場合、過度の力がストラップにか
かりストラップが切れる恐れがあります。

● 必ず専用ストラップを手首に通して、ストッパー
で固定してください。また、ゲーム中にストッ
パーが緩んだり外れたりしたときは、ゲームを中
断して、ストッパーを再度固定してください。

● ゲーム中に、手や腕を振ったり、動き回る可能性
がありますので、ゲームを始める前に周りには何
もないことを確認し、Wiiリモコンを振ったときで
も、Wiiリモコンとテレビとの距離が1m以上にな
るように、離れてください。また、複数のプレイ
ヤーが同時に遊ぶときは、ぶつかったりしないよ
うに、十分なスペースを確保してください。

● 専用ストラップ［RVL-018］や任天堂のライセン
ス許諾を受けているストラップ以外は使用しない
でください。

● ゲーム中、手が汗ばんできた場合は、ゲームを中
断して、乾いたタオルなどで拭き取って使用して
ください。

● ストラップだけを握ってWiiリモコンを振り回すこ
とは絶対にしないでください。また、ヌンチャク
やクラシックコントローラを振り回したり、首に
かけたりしないでください。

● Wiiリモコンを使用する前に、ストラップが傷んで
いないか点検してください。もし、ストラップが
傷んでいる場合は、Wiiリモコンの使用を中止し、
必ずストラップを交換してください。

● 病院、医療機関などでは、無線通信が制限されて
いる場合があります。そのような場所では、絶対
に使用しないでください。

● 心臓ペースメーカーを装着されている方が使用さ
れる場合は、Wiiリモコンは心臓ペースメーカーの
装着部位から22cm以上離してください。

● お子様がゲームをされる場合は、保護者の方が注
意事項をよく読んでご説明いただき、目の届く所
で遊ばせてください。特に小さなお子様の場合
は、保護者の方が手助けをして一緒に遊んでくだ
さい。



注　意
● Wiiリモコンをより安全に使用していただくた

め、Wiiリモコンジャケットを装着して使用される
ことをおすすめします。

使用上のおねがい

● ゲーム中はゲームキューブコントローラを引っ張
らないでください。ディスクに傷がつく原因とな
ります。

● ゲームキューブコントローラを抜き差しする前に
Wii本体からディスクを取り出してください。

● コントロールスティックやLスティックやRス
ティックを操作する場合、手のひらなどの皮膚の
弱い部分で力を入れて操作することは避けてくだ
さい。皮膚を痛めることがあります。

● コントロールスティックやLスティックやRス
ティックを乱暴に操作すると故障の原因になるば
かりでなく、まれにゲームの進行に支障をきたす
おそれがありますのでご注意ください。



3 インターネット接続時のご注意

ニンテンドーWi-Fiコネクションの
ご利用に関するご注意

ご利用に関しては、以下の点に注意してください。

● ニンテンドーWi-Fiコネクションに接続すると、プ
レイヤーの名前が多くの人の目に触れる可能性が
あります。プレイヤーの名前には、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。

● 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。

WiiConnect24のご利用に関するご注意

ご利用に関しては、以下の点に注意してください。

● WiiConnect24をONにすると、プレイヤーの名前
が多くの人の目に触れる可能性があります。プレ
イヤーの名前には、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。

● Wii番号は、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Wii番号
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Wii
番号を教えないようにしてください。



4 コントローラの準備

コントローラの持ち方

WiiリモコンやWiiリモコンと組み合わせて使用する周
辺機器によって、持ち方が異なります。
※WiiリモコンとWiiリモコンジャケット、ストラップの装

着方法や各周辺機器の取り付け方法については、Wii本体
取扱説明書、または各コントローラの取扱説明書をご覧
ください。

Wiiリモコンを使用する場合

クラシックコントローラを
使用する場合

ゲームキューブコントローラも
使用することができます。



接続が完了すると、プレイ
ヤー番号を示すプレイヤーイ
ンジケータが点灯します。

Wiiリモコンの登録方法

別売のWiiリモコンなど、新たなWiiリモコンをWii本
体に登録することを「ホーム登録」といいます。
ホーム登録されたWiiリモコンは、使用する本体の電
源をOFFにしても、設定が消えないため、再登録す
る必要はありません。次の手順に従って、ご使用に
なるWiiリモコンを本体に登録してください。

1. Wii本体の電源をONに
してください。

2. Wii本体のSDカードス
ロットカバーを開けて
ください。

3. Wiiリモコンの電池カ
バーを取り外してくだ
さい。

4. Wiiリモコンの
を押してく

ださい。Wiiリモコン
のプレイヤーインジ
ケータが点滅します。
※ インジケータの点

滅は、電池の残量に
よって異なります。

5. プレイヤーインジケータが点滅中に、Wii本体の
を押してください。プレイヤーインジケー

タが点滅し、登録が完了すると、プレイヤーイン
ジケータが点灯します。
※ シンクロボタンを10秒以上押さないでくださ

い。ホーム登録されているすべてのWiiリモコ
ンの登録が消去されます。

6. Wii本体のSDカードスロットカバーとWiiリモコン
の電池カバーを元のようにセットしてください。
※ 一時的に他の本体でWiiリモコンを使用したい

場合は「ゲスト登録」をおすすめします。詳し
くは、Wii本体取扱説明書 機能編（HOMEボタ
ンメニューの項目）をご覧ください。



ニュートラルポジションと再設定機能

ヌンチャク、クラシックコントローラ、ゲームキューブ
コントローラの各ボタンや各スティックのニュートラル
ポジション※の位置がずれ、正常に操作できなくなった
場合は、次の操作を行ってください。

● ヌンチャクの場合
コントロールスティックを指から離し、接続し
たWiiリモコンの ・ ・ ・ を同時に約3
秒間押し続けてください。

● クラシックコントローラの場合
Lスティック、Rスティック、Lボタン、Rボタ
ンを指から離し、接続したWiiリモコンの ・

・ ・ を同時に約3秒間押し続けてくだ
さい。

● ゲームキューブコントローラの場合
コントロールスティック、Cスティック、Lトリ
ガーボタン、Rトリガーボタンを指から離し、X
ボタンとYボタンを押しながら、START/
PAUSEボタンを約3秒間押し続けてください。

※ニュートラルポジションとは…
各スティックが傾いていない状態、各ボタンが押されて
いない状態の位置を「ニュートラルポジション」と呼び
ます。本体の電源をONにするときなどに各スティックが
傾いていたり、各ボタンが押されていたりすると、その
状態が「ニュートラルポジション」に設定され、各ス
ティックや各ボタンが正常に操作できなくなります。

ヌンチャクのニュートラル
ポジション

クラシックコントローラの
ニュートラルポジション
※イラストはLスティック

ゲームキューブコントローラ
のニュートラルポジション
※イラストはコントロールス

ティック



5 お問い合わせ先など

任天堂テクニカルサポートセンター
Wiiウェアのゲームとサービス全般に

関するお問い合わせ

0570-020-210（ナビダイヤル）

PHS、IP電話からのご利用は…

03-4330-7570
◆ ゲームの攻略情報についてはお答えしておりませ

ん。
◆ 電話受付時間：午前9時〜午後5時（祝日、会社

特休日を除く）
◆ 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。

任天堂のゲームの複製は違法であり、
国内及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
注意下さい。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及び外国の著
作権法で保護されています。

Copying of any Nintendo game
or manual is illegal and is strictly prohibited by
copyright laws of Japan and any other
countries as well as international laws. Please
note that violators will be prosecuted. This
warning does not interfere with your rights for
personal use under copyright laws.



本品は日本国内専用です。外国ではテレビの構造、放
送方式などが異なりますので、使用できません。

FOR USE IN JAPAN ONLY. COMMERCIAL
USE, UNAUTHORIZED COPY AND RENTAL
PROHIBITED.
本品は日本国内だけの使用とし、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。

© 2008 Nintendo
は任天堂の登録商標です。

Trademarks registered in Japan.
ヌンチャクは任天堂の商標です。
ニンテンドーWi-Fiコネクション・Nintendo Wi-Fi
Connectionは任天堂の商標です。
本ソフトウェアでは、フォントワークス株式会社の
フォントをもとに、ソフトウェアデザインに合わせ
たフォントを作成、使用しています。フォントワー
クスの社名、フォントワークス、Fontworks、フォン
トの名称は、フォントワークス株式会社の商標また
は登録商標です。
禁無断転載
RVL-WDMJ-JPN-1



6 はじめに

『Dr.MARIO＆細菌撲滅』では2つのゲームで遊べま
す。2つとも基本的な遊びかたは一緒で、操作方法が
違います。

● 「Dr.MARIO」とは
ビンの中に繁殖したウイ
ルスを、カプセルを使っ
て消していきます。ウイ
ルスを含め、縦か横の1列
に4つ以上同じ色を並べる
と消すことができます。
操作はWiiリモコンを横にしてボタン操作で行って
ください。

● 「細菌撲滅」とは
「Dr.MARIO」とルールは
同じで、カプセルを使っ
てウイルスを退治する
ゲームです。操作はWiiリ
モコンを縦にしてポイン
ターで行い、最大4人まで
協力しながら一緒に遊ぶことができます。

● 対戦を楽しもう
「Dr.MARIO」では2人で対戦することができ、ニ
ンテンドーWi-Fiコネクションを使えば、遠く離れ
た友だちや世界中の人とも対戦することができま
す。また、このソフトを持っていない相手でも、
対戦相手がWiiフレンドの場合、WiiConnect24で
ゲーム（Dr.MARIOフレンドタイセン限定版）を
送って対戦することができます。



7 コントローラの使いかた

Dr.MARIOの操作

Wiiリモコンを横に持って操作します。

※「Dr.MARIO」ではヌンチャク、クラシックコント
ローラ、ゲームキューブコントローラでも操作す
ることができます。メニュー画面でモードを選択
するときに、決定ボタンを押したコントローラが
1Pになります。

この取扱説明書ではWiiリモコンでの操作を説明しま
す。ヌンチャク、クラシックコントローラ、ゲーム
キューブコントローラについては基本的な操作のみ
紹介します。このほかの操作方法については、ゲー
ム中に表示されるアイコンを参照してください。

ヌンチャク

項目の選択／カプセルの移動

決定／カプセルの右回転

キャンセル／カプセルの左回転

クラシックコントローラ

／ 項目の選択／カプセルの移動

決定／カプセルの右回転

キャンセル／カプセルの左回転

ゲームキューブコントローラ

／ 項目の選択／カプセルの移動

決定／カプセルの右回転

キャンセル／カプセルの左回転



細菌撲滅の操作

Wiiリモコンを縦に持って操作します。

● ポイントする
Wiiリモコンのポインターを画
面に向けて、カーソルで特定
の場所を指す操作を「ポイン
トする」といいます。



8 ゲームの始めかた

タイトル画面で または
を押すと、プレイヤーデータ
選択画面に移ります。プレイ
ヤーデータを選び、続いて
「Dr.MARIO」「細菌撲滅」
から遊びたいゲームを選んで
モードセレクトメニューに進
んでください。
新しくプレイヤーデータを作るときは、「プレイ
ヤーデータを作成する」で使うMiiを選んでからプレ
イヤーデータを選択してください。

Dr.MARIO

モードセレクトメニュー

1Pゲーム 1人で遊ぶモードです。

2Pゲーム 2人で遊ぶモードです。

Wi-Fi
ニンテンドーWi-Fiコネクションを
使って遠く離れた友だちや世界中
のプレイヤーと対戦できます。

オプション ゲームの設定を変更できます。

プレイのしかた
操作方法や基本ルールなどを確認
できます。

きろく
ハイスコアやWi-Fiタイセンの記録
を確認できます。

細菌撲滅

モードセレクトメニュー

ゲームスタート ゲームをスタートします。

そうさのしかた
操作方法や基本ルールなどを確認
できます。

きろく ハイスコアを確認できます。



9 セーブについて

このゲームはオートセーブで
す。ステージをクリアした
り、対戦を終えたり、設定を
変更すると自動でデータが保
存されます。
※「Wi-Fiタイセン」のフレ
ンド同士の対戦は設定や対
戦結果などが保存されません。（→P.16：Wi-Fiタ
イセン）

データを消すときはプレイヤーデータ選択画面で
を押し、「はい」を選んでください。なお、一度消
したデータは元に戻らないので注意しましょう。
プレイヤーデータで使うMiiを似顔絵チャンネルで消
すと、似顔絵チャンネルではMiiが消えますが、ゲー
ム中のプレイヤーデータとアイコンは残ります。

ご注意ください

以下のような操作を行うと、プレイ記録（セーブ
データ）が保存されなかったり、失われたりする
ことがあります。それらの記録は復元することが
できませんので、ご注意ください。
・プレイ記録の保存中に、Wii本体、またはWiiリモ
コンの電源ボタンやリセットボタンを押す。

・ゲームのプレイ中に、ＡＣプラグをコンセント
から抜く。



10 基本ルールとテクニック

「Dr.MARIO」「細菌撲滅」
とも基本ルールは共通です。
落ちてくるカプセルの色をそ
ろえてウイルスを消し、全部
のウイルスを消すとクリアで
す。クリアするとクリアメ
ニューが表示されるの
で、「つぎへ（次のステージへ）」「もういちど
（同じステージで遊ぶ）」「おわる（設定画面に戻
る）」から選びましょう。
※「Dr.MARIO」の「オリジナル（1Pゲーム）」と

「細菌撲滅」以外は「つぎへ」がありません。

● ウイルスの消しかた
カプセルを回転させて落とし、縦または横にウイ
ルスと同じ色をウイルスを含めて4個以上並べて
消しましょう。

● 連続消しと同時消し
ウイルスやカプセルを消して残りのカプセルを落
とし、さらに別の列を消すことを「連続消
し」、2列以上を同時に消すことを「同時消し」
といいます。対戦プレイでは「連続消し」や「同
時消し」で一度に2列以上消すと、相手にハーフ
カプセルを落として攻撃できます。

● ゲームオーバー
カプセルがビンの口まで詰まり、入らなくなると
ゲームオーバーです。「もういちど」か「おわ
る」かを選んでください。



11 画面の見かた

Dr.MARIO

細菌撲滅



12 遊びかた紹介（Dr.MARIO）

「Dr.MARIO」には3つの遊びかたがあります。

● オリジナル
すべてのウイルスを消す
とステージクリアとな
り、ゲームオーバーにな
るまでプレイできます。
2人でプレイする場合は、
先にステージクリアする
か、相手がゲームオーバーになると勝ちで
す。「VIRUS Lv.」が上がるほどウイルスの数が
増えます。（→P.13：1Pゲーム／2Pゲーム）

● VS COM
COMより先に全部のウイ
ルスを消すか、COMが
ゲームオーバーになると
勝ちです。

● フラッシュ
相手より先に光るウイル
スをすべて消すか、相手
がゲームオーバーになる
と勝ちです。光るウイル
スは通常のウイルスと同
じ方法で消せます。
※1人でプレイする場合はCOMと対戦します。



13 1Pゲーム／2Pゲーム
（Dr.MARIO）

● 1Pゲーム
1人で遊べるモードです。
「オリジナル」「VS
COM」「フラッシュ」の
3つの遊びかたからプレイ
したいものを選択し、続
いて設定画面で「VIRUS
Lv.（ウイルスの数）」

や「SPEED（カプセルの
落下速度）」、
「MUSIC」を決めると
ゲーム開始です。
なお、「VS COM」「フ
ラッシュ」では、COMの「VIRUS Lv.」と
「COM Lv.（強さ）」も設定します。
※「フラッシュ」のみ「VIRUS Lv.」が「GAME

Lv.（難易度）」に変わります。

● 2Pゲーム
2人で遊べるモードで
す。「オリジナル」「フ
ラッシュ」の2つの遊びか
たからプレイしたいもの
を選びましょう。続いて
設定画面でお互いに
「VIRUS Lv.」や
「SPEED」などを決めて
ください。このとき を
押すとMiiを変更できま
す。1Pが「MUSIC」を設
定したら対戦が始まりま
す。対戦が終わると結果が表示されるので、1Pが
「もういちど」か「おわる」かを選びましょう。
※「2Pゲーム」をプレイする場合は、使用可能な

コントローラがもう1セット必要です。



14 オプション（Dr.MARIO）

ゲームの設定を変更できま
す。 上下で項目を選び、
左右で設定を変更してくださ
い。「Miiの変更」のみ項目
を選んで を押すと、変更
画面に移ります。

即落下
「アリ」に設定すると、 上を押
したときにカプセルが一気に落下
します。

カプセルのかげ
カプセルの落下位置をかげで表示
するかどうかを選びます。

キャラクター
「1Ｐゲーム」での表示キャラク
ターを変更します。

Miiの変更
プレイヤーデータに使用するMiiを
変更します。



15 遊びかた紹介（細菌撲滅）

「細菌撲滅」は最大4人まで
協力プレイが楽しめます（対
戦はできません）。遊びかた
は「Dr.MARIO」の「オリジ
ナル」と同じで、操作はポイ
ンターで行います。カプセル
をポイントして または を
押すと回転します。動かすと
きは、ポイントして また
は を押し続けながらWiiリ
モコンを動かしてください。
設定画面で「VIRUS Lv.（ウ
イルスの数）」や「GAME
Lv.（難易度）」、「MUSIC」を決めたら「ゲーム
スタート」を選び、ゲームを始めてください。
※このゲームはWiiリモコン以外対応していません。
※2～4人でプレイする場合は、プレイする人数分の
Wiiリモコンが必要です。



16 Wi-Fiタイセン（Dr.MARIO）

「Dr.MARIO」では、ニンテ
ンドーWi-Fiコネクションに
接続して、遠く離れたプレイ
ヤーと対戦することができま
す。モードセレクトメニュー
で「Wi-Fi」→「Wi-Fiタイセ
ン」の順に選んでください。
※「フレンドボシュウ」「フレンドサンカ」は1人以
上フレンドを登録していないと選択できません。
「Wi-Fi」→「フレンドセッテイ」でフレンド登録
しておきましょう。（→P.17：フレンドセッテイ）

ワールド

世界中のプレイヤーから自分のランキ
ングと近い対戦相手を探します。
「オリジナル」「フラッシュ」から対
戦したい遊びかたを選び、相手を検索
してください。

フレンド
ボシュウ

フレンド登録したプレイヤーからゲー
ムの参加者を募ります。
「オリジナル」「フラッシュ」から対
戦したいものを選び、参加者が現れる
のを待ちましょう。

フレンド
サンカ

フレンド登録したプレイヤーが開催し
ているゲームに参加します。
表示されたリストから参加したいもの
を選んでください。

ランキング
「ワールド」での対戦結果に応じたラ
ンキングが表示されます。



17 フレンドセッテイ
（Dr.MARIO）

離れている友だちと対戦する
には、フレンドコードを交換
し、あらかじめお互いにフレ
ンド登録しておく必要があり
ます。モードセレクトメ
ニューで「Wi-Fi」→「フレ
ンドセッテイ」の順に選び、
友だちのフレンドコードを登録してください。ま
た、ここでは、自分のフレンドコードや登録したフ
レンドコードの情報を確認することもできます。

フレンドリスト

友だちの名前とフレンドコードが
最近対戦した順に表示されます。
なお、フレンドは最大30人まで登
録できます。

フレンドコード
とうろく

友だちのフレンドコードを登録し
ます。登録後はお互いがニンテン
ドーWi-Fiコネクションに接続する
と、フレンド登録が完了します。

フレンドコード
かくにん

自分のフレンドコードを見ること
ができます。
※Wii番号とは異なります。

フレンドコードについて

セーブデータごとに初めてニンテンドーWi-Fiコネ
クションに接続した際に決定される12ケタの数字
のことをいいます。ニンテンドーWi-Fiコネクショ
ンに接続しないと、フレンドコードを取得するこ
とはできません。
上記項目で、フレンドコードが入力できない場合
や表示されない場合は、「Wi-Fiタイセン」を選
び、一度ニンテンドーWi-Fiコネクションに接続し
てください。



18 WiiConnect24の準備

WiiConnect24を利用することで、『Dr.MARIO＆細
菌撲滅』を持っていないWiiフレンドにゲーム
（Dr.MARIOフレンドタイセン限定版）を送り、一緒
に対戦を楽しむことができます。
※Wii本体取扱説明書機能編（Wiiオプション）をよく

読み、WiiConnect24の設定を「ON」にしておい
てください。ペアレンタルコントロールで制限し
ている場合は、「OFF」にしておきましょう。

※『Dr.MAIROフレンドタイセン限定版』は無料で
す。

● Wiiフレンド登録を行う
ゲームを送るには、ゲーム内のフレンド登録とは
別に、送りたい相手とあらかじめWii本体の設定メ
ニューで「Wiiフレンド登録」を行っておく必要が
あります。
※Wii本体取扱説明書 機能編（Wii伝言板）をご覧

ください。

※お互いの登録が完了すると、Wii伝言板「アドレ
ス帳」のニックネームの色が変化します。

ご注意ください

・インターネットへの接続がうまくいかないとき
は、画面に表示される「エラーコード」や「エ
ラーメッセージ」をご確認の上、Wii本体取扱説
明書　機能編の「故障かな？と思ったら」をご
覧ください。



19 げんていばんソウシン
（Dr.MARIO）

『Dr.MARIO＆細菌撲滅』を持っていないWiiフレン
ドにゲーム（Dr.MARIOフレンドタイセン限定版）を
送ることができます。事前の準備をすませておいて
ください。
※『Dr.MARIOフレンドタイセン限定版』は、「Wi-

Fiタイセン」のフレンド同士でしか対戦できませ
ん。また、限定版同士の対戦はできず、製品版を
持っているフレンドとの対戦に限ります。

※送信するにはあなたのフレンドコードが必要で
す。「Wi-Fi」→「フレンドセッテイ」で自分のフ
レンドコードを確認しておいてください。

● ゲームを送る

モードセレクトメニュー
で「Wi-Fi」→「げんて
いばんソウシン」を選ん
でください。

Wiiフレンドのリストが
表示されるので、送りた
い相手を選びます。

送信が完了すると、メッ
セージが表示されます。

※海外のWiiフレンドは受け取れません。



● ゲームをもらう
ゲームを送ると、相手の
伝言板にメールが送られ
ます。メールの内容を確
認後、「はじめる」を選
ぶと『Dr.MARIOフレンド
タイセン限定版』をダウ
ンロードできます。
ダウンロード後、相手にゲーム内からフレンド
コードを取得してもらい（→P.17：フレンドセッ
テイ）、お互いにフレンド登録してください。相
手と対戦時間を合わせてモードセレクトメ
ニュー→「Wi-Fi」→「Wi-Fiタイセン」を選
び、「フレンドボシュウ」をしてください。
※「フレンドボシュウ」は『Dr.MARIO＆細菌撲

滅』を持っている人しかできません。
※設定や対戦結果などは保存されません。
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