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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『ペンギン生活』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（またはWiiリモコンプラス）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。振動設定のON/OFF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
を調整してください。ロックレバー付きのストッ
パーの場合は、ロックレバ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
を再度調整してください。

● 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リモコンを振って
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。

● ヌンチャクを使用する場合、必ずコネクタフック
にストラップのひもを通してください。

● 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から再開
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
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、無線通信が制限されている
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リモコンを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

● コントロール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しないでく
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
障をきたす恐れがありますのでご注意ください。



3 コントローラの準備

コントローラの持ちかた

このソフトは、次のような持ちかたで遊んでくださ
い。
※Wiiリモコンジャケット、ストラップの装着方法について

は、Wii本体取扱説明書をご覧ください。

※必ず、使用する各コントローラの取扱説明書もあ
わせてご覧ください。



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

Wiiリモコンなどを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Wii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Wii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。
※ プレイヤーインジ

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。
※ 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Wii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」をご覧ください。



ニュートラルポジションと再設定機能

ヌンチャクのコントロール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。

コントロールスティックから指を離し、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。

※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。Wii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



4 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
◆ 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。
◆ 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）

任天堂のゲームやソフトの複製は違法
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
及び外国の著作権法で保護されています。

Copying of any Nintendo
software 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。



© 2010 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。
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。

Dolby、ドルビー、Pro Logic及びダブルD記号はド
ルビーラボラトリーズの商標です。
ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造
されています。
このゲームは「ドルビープロロジックII」に対応して
います。ゲーム機本体の音声出力からドルビープロ
ロジックIIx、ドルビープロロジックIIまたはドルビー
プロロジックデコーダ内蔵AVアンプに接続し、AVア
ンプのいずれかの機能をオンにした上で、ゲーム機
本体のサウンド設定画面で「サラウンド」を選択す
るとサラウンド音響でゲームをお楽しみいただけま
す。

禁無断転載
RVL-WPGJ-JPN



5 はじめに

● 『ペンギン生活』とは
牧場で暮らす主人公を操作して、ペンギンたちと
一緒に過ごすゲームです。
主人公は、ペンギンとふれあったり、さまざまな
方法で一緒に遊んだりすることができます。ま
た、いろいろな場所にでかけて新しいペンギンを
探し、牧場に連れてくることもできます。



6 コントローラの使いかた

このゲームは、Wiiリモコンにヌンチャクを接続して
遊びます。ここでは基本的な操作のみを説明してい
ます。ふれあいに関する具体的な操作は、ペンギン
とふれあう（→P.11：ペンギンとふれあう）でご確
認ください。
※このゲームは1人で遊べますが、Wiiリモコンが2つ

あると、2人でも遊ぶことができます。2Pの操作
については、「2Pでできること」（→P.17：2P
でできること）をご覧ください。

● Wiiリモコン

ポイントする
Wiiリモコンで画面の特定の場所
を指し示す操作を「ポイントす
る」といいます。このゲームでは
ポイントして画面のアイコンや項
目にカーソルを合わせ、 を押し
て決定します。

● ヌンチャク



7 ゲームの始めかた

● 最初からゲームを始める
タイトル画面で を押
し、「はじめから」を選
びます。

 ・1.ファイルを選ぶ
ゲームの内容をセーブ
（保存）する場所
を、「ファイル」といい
ます。初めて遊ぶとき
は、まだ内容がセーブさ
れていない「からっぽ」
のファイルを選びます。
※すでにセーブされているファイルを選ぶと、

ファイルの内容を消して新しく始めます。この
とき消したファイルの内容は元に戻らないの
で、注意してください。

 ・2.キャラクターを選ぶ
主人公は、Wii本体に登録
されているMiiか、本ゲー
ムのために用意された
キャラクターから選びま
す。主人公が決まると
セーブファイルが作成さ
れ、ゲームが始まりま
す。
※主人公は一度選ぶと変更できません。
※主人公として選んだMiiを似顔絵チャンネルから

削除した場合、再度主人公キャラクターを選び
なおす必要があります。



● 続きからゲームを始める
タイトル画面で を押
し、「つづきから」を選
びます。

 ・セーブファイルを選ぶ
再開するセーブファイル
を選びます。
それぞれのファイルに
は、現在牧場にいるペン
ギンの数やふれあいポイ
ント（→P.10：ふれあい
ポイント）、プレイ時間
などが表示されます。
※セーブの方法について詳しくは、P.8「ゲーム

の終わりかた」をご覧ください。
※前回遊んだときにセーブしたファイルは、ワク

が黄色くなっています。



8 ゲームの終わりかた

ゲームの内容をセーブ（保存）する
セーブするには、テント
（→P.16：テント）の
中で日記を調べます。日
記を開いたら、データを
セーブするファイルを選
びます。
セーブ完了後に を選ぶ
と、テントに戻ります。

ゲームを終える
セーブを完了してテント
に戻ると、「このまま
ゲームをつづけます
か？」というメッセージ
が表示されます。このと
き「中断してタイトル画
面にもどる」を選ぶと、
ゲームを終えてタイトル画面に戻ります。



9 画面の見かた

牧場で表示される情報は、以下の通りです。



10 ペンギンのゴキゲン

牧場にいるペンギンたちそれぞれの気分を表すの
が、「ゴキゲン」です。
ペンギンたちのゴキゲンは5種類あり、ゴキゲンに
よって、行動が変わります。

● ゴキゲンの見かた
ペンギンをポイントする
と、ペンギンのゴキゲン
が表示されます。

最高
ゴキゲンがとても良い状態です。主
人公が近づくと、しっかりとついて
きます。

良い
ゴキゲンが良い状態です。主人公が
近づくと、ある程度ついてきます。

普通
ゴキゲンが普通の状態です。主人公
が近づくと、イカクしてきます。

悪い
ゴキゲンが悪い状態です。主人公が
近づくと、叩いてきます。

最低
ゴキゲンがとても悪い状態です。主
人公が近づくと、逃げていきます。

● ゴキゲンの変化について
ペンギンのゴキゲンは、
主人公がペンギンとふれ
あったり、一緒に遊んだ
りすることによって、良
くなります。一方、長い
間ふれあわなかったり、
遊ばなかったりして放っ
ておくと、悪くなっていきます。
ゴキゲンが悪くなりすぎたペンギンは、牧場から
逃げ出すことがあります。（→P.12：ペンギンの
逃走）



ふれあいポイント

ペンギンとふれあった
り、ペンギンを連れて歩
いたり、一緒に遊んだり
すると、「ふれあいポイ
ント（fp）」がたまりま
す。たまったふれあいポ
イントは、時計が1周して
1日が終わったときに手に入ります（テントのベッ
ドで寝ると、すぐに1日を終えることができま
す）。
ふれあいポイントは、ペンギンを探しに行くとき
の移動や、福引きをするときに使うことができま
す。（→P.12：福引き）



11 ペンギンとふれあう

牧場にいるペンギンたちとは、以下の方法でふれあ
うことができます。
「エサを投げる」「なでる」「あいさつをする」で
上手にふれあうと、ペンギンのゴキゲンが良くな
り、ふれあいポイントがたまります。

● つかむ
ペンギンに近づいて を
押し続けると、ペンギン
をつかみます。
ペンギンをつかんだまま

を倒すと、その方向に
ペンギンを押します。

 ・ペンギンを持ち上げる
ペンギンをつかんだまま
Wiiリモコンを上に振り上
げると、持ち上げます
（持ち上げた後は、 を
押し続ける必要はありま
せん）。このとき を倒
すとペンギンを持ち上げ
たまま移動します。持ち上げた状態で を押すと
ペンギンを降ろし、Wiiリモコンを振ると投げま
す。

● エサを投げる
を押すと、持っている

「まめサカナ」を、ポイ
ントしている場所に向け
て投げます。
ペンギンはまめサカナを
食べると、ゴキゲンが良
くなります。



● なでる
ペンギンに近づいて を押し続けると、ペンギン
をその場で固定します。ペンギンを固定したまま
ポイントして、カーソル を動かすと、なでるこ
とができます。うまくなでるとペンギンを囲む青
い線がピンクに変わっていき、なで続けるとペン
ギンのゴキゲンが良くなります。

※ペンギンに近づいて を押している間、ペンギン
の情報（→P.12：ペンギンの情報を調べる）が表
示されます。

● あいさつをする
ペンギンが首をのばして
主人公にあいさつをして
くることがあります。こ
のときタイミングよく
を押すと、主人公も同時
にあいさつをすることが
できます。あいさつに成
功すると、ペンギンのゴキゲンが良くなります。



12 牧場でできること

牧場では、以下のことが行えます。ゲームを進めて
特定の条件を満たすと、行ける場所やできることが
増えていきます。

● まめサカナ釣り
ダウジング棒（→P. 14：
ダウジング棒）で、まめ
サカナがいる場所を探
し、まめサカナを釣るこ
とができます。

● ペンギンの情報を調べる
ペンギンを持ち上げて、
テントのそばにある機械
に乗ると、ペンギンの情
報が表示されます。
機械は4種類あり、それぞ
れ体重、身長、性別、名
前を調べることができま
す。体重、身長、性別、名前がすべてわかってい
るペンギンは、ゴキゲンを表すマークに王冠がつ
きます。

ペンギンの名前を変更する

ペンギンが、名前を調べ
る機械に乗っているとき､
そのペンギンをポイント
して を押すと、画面が
切り替わり、ペンギンの
名前を変更できるように
なります。



● ペンギンを探しに行く
右のような風船を調べる
と、ふれあいポイントを
使って遠くの島や流氷な
どに移動します。移動先
では、ペンギンをつかま
えて（→P.13：ペンギン
をつかまえる）、牧場に
連れて帰ることができます。
風船によって行ける場所はさまざまで、行き先に
よって必要なふれあいポイントが異なります。
※ペンギンの絵が描かれている風船は、そこから

行ける場所にペンギンがいることを表します。

ペンギンの逃走

海に落ちたり、ゴキゲンが悪くなりすぎたりする
と、ペンギンが牧場から逃げ出します。
逃げ出したペンギンは、どこかの島や流氷などに
います。ふたたびつかまえると、牧場に連れて帰
ることができます。



● ペンギンと遊ぶ
ペンギンと一緒にミニゲームやイグルーゲームで
遊ぶことができます。ミニゲームやイグルーゲー
ムで遊ぶと、ふれあいポイントが手に入ります。
それぞれの遊びかたは、ゲーム中の説明や、近く
にある看板をご覧ください。

 ・ミニゲーム
牧場内の、特定の場所で
遊べるゲームです。
遊べる場所に近づ
き、「START」を選ぶ
と、ミニゲームが始まり
ます。ただし、ミニゲー
ムをプレイするには、特
定のアイテムや一定の数以上のペンギンが必要に
なります。

 ・イグルーゲーム
牧場にある建物「イグ
ルー」の中で遊ぶゲーム
です。扉の取っ手を調べ
ると、中に入れます。
ただし、扉を開けるに
は、どこかにある「カ
ギ」が必要です。
※イグルーゲームのうち「リバーシ」は、2人で

遊ぶこともできます。（→P.17：リバーシ）

ミニゲームやイグルーゲームを途中でやめると…

プレイ中に別の場所に移動したり、 を押した
り、プレイに必要な条件を満たせなくなったりし
て、ミニゲームやイグルーゲームを途中でやめる
と、ふれあいポイントは手に入りません。



● 福引き
テントの隣の福引き所で
は、ふれあいポイントを
使って、福引きをするこ
とができます。福引きを
すると、いろいろなもの
が手に入ります。

● 写真撮影
牧場内の「デートスポッ
ト」と呼ばれる場所で
は、写真を撮ることがで
きます。「顔出しパネ
ル」の後ろに立って、
を押すとシャッターが切
られます。撮影した写真
は、テント内の写真ボード（→P.16：写真ボー
ド）に残しておくことができ、写真にコメントを
つけることもできます。
※写真は、各スポットにつき1枚保存できます。

● 一本釣り
海側から丸太を調べる
と、座って一本釣りをす
ることができます。
Wiiリモコンを振り下ろす
と、釣り竿を海の中に入
れます。何かがかかる
と、浮きが沈みます（Wii
リモコンの設定によっては、Wiiリモコンが振動し
たり、スピーカーから音が出たりします）。Wiiリ
モコンを振り上げると、釣り竿を引き上げます。



13 ペンギンをつかまえる

風船で遠くの島や流氷などに移動すると、そこにい
るペンギンをつかまえて、牧場に連れて帰ることが
できます。

● ペンギンのつかまえかた
さまざまな方法を使って、黄色いサークルの中に
ペンギンを入れます。制限時間内にカゴのひもを
調べてひっぱると、サークルの中にいるペンギン
をつかまえて、牧場に帰ります。
※主人公が海に落ちたり、カゴのひもをひっぱる

前に制限時間が過ぎたりした場合は、ペンギン
をつかまえられずに牧場に帰ります。

※つかまえたことがないペンギンは、ポイントし
てもゴキゲンが表示されません。



14 アイテムを使う

画面左下のアイテムアイコンをポイントして を押
すと、アイテムを持って使います。
アイテムには以下のような種類があり、ゲームを進
めると増えていきます。
※持っているアイテムは、 を押すとしまいます。

ダウジング棒
まめサカナがいる場所を
教えてくれる棒です。
持ったまま移動すると、
まめサカナがいる場所
で、ダウジング棒が左右
に開きます。

 ・まめサカナを釣る
ダウジング棒が開いたと
ころで を押すと、地面
に穴を開けて釣りを始め
ます。まめサカナがかか
ると釣り竿がしなります
（Wiiリモコンの設定に
よっては、Wiiリモコン
が振動したり、スピーカーから音が出たりしま
す）。タイミングよくWiiリモコンを振り上げる
と釣り竿を引き上げ、釣ったまめサカナが地面に
置かれます。

たまフグ
丸い形をしたフグです。
持った後もう一度 を押
すと、転がします。

 ・雪玉を作る
たまフグを転がすと、雪
玉になります。雪玉に近
づいて を押し続けると
つかむことができ、その
まま を倒すと、転が
すことができます。雪玉
は長い距離を転がるほど、大きくなっていきま
す。
※雪玉は壁などにぶつかると壊れます。
※雪玉は同時に3つまで作ることができます。



ペンギンゴールド
金色のペンギンの像で
す。持った後 を押す
と、その場に置きます。
ペンギンは、ペンギン
ゴールドを見つけると近
くに寄っていき、その場
から動かなくなります。
※置いたペンギンゴールドに近づいて を押す

と持ち上げることができ、持ち上げた状態で
を押すとしまいます。

ひかりカツオ
ペンギンたちの大好物で
す。ペンギンは、ひかり
カツオを見つけると突進
して食べにきます。



15 ポーズメニュー

または を押すと、ポー
ズメニューが表示されます。
ポーズメニューでタブを選ぶ
と画面が「牧場マップ」「か
ぶりもの」「ヘルプ」の3つ
に切り替わります。

または をもう一度押す
か、画面の をポイントし
て選ぶと、ポーズメニューが閉じます。
※ を押してポーズメニューを表示させると「かぶ

りもの」が、 を押すと「牧場マップ」が最初に
表示されます。

牧場マップ
牧場の地図です。アイコ
ンをポイントすると、そ
の場所で遊べるミニゲー
ムやイグルーゲーム、そ
こから行ける地名などが
表示されます。
※風船のアイコン を

ポイントしたときに が表示される場合は、
そこから行ける場所に、ペンギンがいることを
表しています。

かぶりもの
「かぶりもの」とは、ペ
ンギンの頭にかぶせるア
クセサリーのことで、
ゲーム中、さまざまな場
所で手に入ります。
このメニューでは、手に
入れたかぶりもののリス
トが表示されます。

をポイントして を押すか、 左右で、
ページをめくります。

 ・かぶりものをかぶせる
ポーズメニューの「かぶ
りもの」でかぶりものを
選ぶと、持つことができ
ます。かぶりものを持っ
てペンギンに近づき、
を押すと、かぶりものを
かぶせます。
また、かぶりものを外すときは、ペンギンに近づ
いて を押します。持っているかぶりものは、

でしまうことができます。



ヘルプ
ペンギンのゴキゲンにつ
いての説明や、ペンギン
とのふれあいかたが表示
されます。



16 テント

テントの中には4つのものがあり、近づいて を押す
と、調べて利用することができます。

● 日記
セーブファイルを選び、
これまでのゲームの内容
をセーブします。

● ベッド
ベッドで眠り、1日を終え
ます。このとき、その1日
にたまったふれあいポイ
ントが手に入ります。
眠った後に、それまでに
プレイした内容をセーブ
ファイルにセーブするこ
ともできます。
※牧場や、ペンギンを探しに行った先で海に落ち

た場合も、テントのベッドに戻されます。

● 写真ボード
デートスポットで撮影し
た写真が貼られます。

を選ぶと、写真につけ
たコメントを変更するこ
とができます。

● コートハンガー
主人公のコートを変更し
ます。 を左右に倒すか

をポイントして
を押してハンガーを回
し、着たいコートが主人
公の前にある状態で を
選びます。



17 2Pでできること

このゲームは、Wiiリモコンを2つ接続すると、2人で
遊ぶことができます。2Pのカーソルは です。
2Pができるのは、次の遊びです。

● レーザーポインター
を押し続けている

間、2Pのカーソルがレー
ザーポインターに変化し
ます。レーザーポイン
ターを使用すると、ペン
ギンがそちらを見たり、
寄ってきたりします。

● リバーシ
イグルーゲームの「リ
バーシ」で、遊ぶ人数を

にすると、2人で対戦
することができます。


	もくじ
	1 健康上のご注意
	2 使用上のご注意
	3 コントローラの準備
	4 お問い合わせ先など
	5 はじめに
	6 コントローラの使いかた
	7 ゲームの始めかた
	8 ゲームの終わりかた
	9 画面の見かた
	10 ペンギンのゴキゲン
	11 ペンギンとふれあう
	12 牧場でできること
	13 ペンギンをつかまえる
	14 アイテムを使う
	15 ポーズメニュー
	16 テント
	17 2Pでできること

