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※写真やイラスト、光などはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
しゃしん　  　　　　　　　　　  ひかり　　　　　　　　　　　　　　　　　　 じっさい   しょうひん　       こと             ば あい　
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●セット内容以外は全て別売りです。
 ない よう  い   がい　  　すべ　　  べつ  う

ほ      ご      しゃ　           かた                       よ

保護者の方とお読みください。
　　 し よう          まえ      　　　      ウェブ    　        あそ　       かた  せつ     めい しょ　 しょうひん  どう  こん          とりあつかいせつ  めい   しょ

　               　よ　　　　            　　　　　　　　　　　　　よ              お　         　　　　 あと   　  かなら                ほ   かん
ご使用の前に、WEB遊び方説明書と商品同梱の取扱説明書を
よくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

MADE IN CHINA

※本説明書への通信料、接続料、パケット通信料などはお客様の

　ご負担となります。ご了承ください。

ほん せつ めい しょ　　      　つう しんりょう　　 せつ ぞくりょう　　   　　　　　　       つう しんりょう　　                    きゃくさま

　 　　ふ　 たん　　　　　  　　　　　　　　　　 りょうしょう　　　　　　　　　　　　　　　

公式ホームページ内の
「リズスタブレス」
遊び方動画もみてね！

こう　しき　　　　　　　　　ない

あそ　　かた どう  が WEB遊び方説明書
ウェブ　    あそ　         かた   せつ    めい   しょ

https://www.takaratomy.co.jp/products/rizsta/movie/
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●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3 才未満のお子様には絶対に与えないでください。
　 しょう    ぶ     ひん                 　         　　　 　　　　ご     いん           ちっ   そく     　    き     けん　          　  　　　　　　　　 　　                         さい     み    まん　              　 こ     さま       　           ぜっ   たい     　   あた　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

●ご使用の前に取扱説明書とWEB遊び方説明書（本書）をよくお読みください。また、読み終わった後は取扱説明書を必ず保管し

てください。●ゴムバンドは必ず手首に取り付けた状態で遊んでください。●暗い所で遊ばないでください。●点滅状態のライ

トは長時間見ないでください。人によって体調を崩す場合があります。●光の点滅により気分が悪くなったら直ちに使用をや

め、医師に相談してください。●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●遊ぶときは、周りのものや人にぶつから

ないよう注意してください。●本製品で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びはしないでください。●コードは指などに巻きつけ

たりしないでください。血がかよわなくなり危険です。●体質によってかゆみ・かぶれを生じる場合がありますので、皮膚に異常

を感じたときはご使用をやめていただき専門医にご相談ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさま

れてケガをする恐れがあります。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●思わぬ事故の恐れが

ありますので、ご使用後は 3 才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●内蔵された充電式電池を誤使用す

ると発熱・破裂・発火・液もれの危険があります。右記に注意してください。 ・ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対に

さけてください。・充電済みの本体への再充電は、絶対にしないでください。過充電になり危険です。・水にぬれたらすぐに使用

をやめてください。ショートの原因になります。・水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。 ・火の近

く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってくださ

い。 《USB 電源の誤使用は、火災や感電などの重大な事故の原因となります。右記に注意してください》・濡れた手で USB ケー

ブルを触らないでください。・充電する場合は、必ず付属のUSBケーブルを使用し PC 等に接続してください。また指定以外の

方法では使用しないでください。・充電しながら遊ばないでください。思わぬ事故の原因になります。・充電後は必ず USB ケー

ブルを抜いてください。・USB ケーブルを抜くときは、ケーブルを引っ張らないで必ず先端のプラグ部分を持って抜いてくださ

い。・USB ケーブルを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工しないでください。・USB ケーブルの上に家具、電化製品、

置物など重いものを絶対に載せないでください。・USB ケーブルが傷んだら（接触不良や断線など）すぐ使用を中止してください。

                し    よう　       まえ 　    　とり あつかい せつ   めい   しょ               ウェブ　    あそ             かた   せつ    めい   しょ      ほん   しょ 　　　　　　　　　　　　よ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 よ　      　　お　                           あと　　     とりあつかい せつ    めい   しょ　　    かなら　　   　ほ     かん　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かなら　　　　 て   くび　　    　と　　      　つ　           　　じょう  たい　　   　あそ　　　　　     　　　　　　　　　　  　　　　　くら　　    ところ　　　  あそ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　てん    めつ じょう  たい　

　　 　　 ちょう  じ    かん     み　　　　　　　　　　　　            　　　　　   　 ひと　　　            　　　　　たい ちょう　       くず　          ば     あい　　　　 　                　　　 　  　　      ひかり          てん    めつ                              き    ぶん　         わる　                          　　　 　    ただ                     し    よう 

              い      し　           そう   だん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　えん   ぶ　　  　するど　　　　か     しょ　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちゅう   い　　　　　　　　　　　　　　　                      あそ　　　　　　　　　　　　 　　まわ　　　　　　　　　　　　　　　 ひと

　　　　　　　　　　 ちゅう    い　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　  　　ほん   せい   ひん　     　ひと            　　　　　　　　　　　　　　　　　　 など　　   　らん   ぼう　      　あそ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ゆび　              　　       ま

　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ち   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き     けん　　　　　　　　　　　 たい  しつ　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょう　　         　ば    あい　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ひ      ふ　　         い   じょう

　　かん　　　　　　　　　　　　　　　　          し     よう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せん   もん     い　　             　そう  だん　　　 　　　　　　　　　　　　　　か　  どう    ぶ　　        すき     ま　　                ゆび　　                     　い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おそ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　ぶくろ　　　あたま　　　　　　 かぶ　　　　　　　　　　　かお　　　　おお　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  おも　　　　　　　  じ      こ       　　おそ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 し    よう    ご　　　　　　　　さい　 み    まん　　 　　　       こ    さま　　      　て　　　    とど　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほ    かん　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　ない   ぞう　　　　　　　　 　じゅう  でん   しき   でん    ち　　        ご       し    よう

　　　  　はつ   ねつ　　    は    れつ　　 はっ    か　　　えき　　　                     き    けん　　　　　　　　　　　　　　 　　　う      き　　       ちゅう   い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　だい   でん  りゅう　 　　なが　　　         き    けん　                　　ぜっ   たい

　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　じゅう  でん     ず　　                ほん   たい　　           　さい じゅう  でん　　        　ぜっ   たい　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か  じゅう でん　                        　き     けん　 　　　　　　 　　みず　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　し    よう

　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　げん  いん　　　　　　  　　　　　　　　　　 　みず　      　ひ　　    　なか　    　　い　　      　　　　　　  　ぶん   かい　　   　　　　　　　  　づ　　             　ぜっ   たい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ひ　       　ちか

　     　こう   おん　　  た     しつ　       　 ば     しょ              　　　し    よう       じゅう でん　　    ほ    かん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　はい    き　　　　　　 　　　　　　　　　　  　じ      ち    たい　　   　はい    き     ぶつ  しょ     り　　         し     じ　     　したが

　　 　　　　　　　　　 　でん   げん　       　ご       し    よう　　            か    さい            かん   でん　　                   　じゅう だい　　     　じ      こ　　       げん  いん　　　　　　　　　　　　　　　　 　う      き　　   　ちゅう   い　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　ぬ　　　　　　　　て

　　　　　　　  さわ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じゅう でん　　　　　　　ば　 あい　      　　かなら　     　ふ    ぞく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し    よう　                     　など　　   　せつ   ぞく　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　し    てい    い     がい

ほう   ほう　　             　し    よう        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  じゅう でん　　　     　　　　   　　　あそ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 おも　　　             じ      こ　　    　げん   いん　　　　　　　　　　　　　　　　　　じゅう  でん    ご　　  　かなら

　　 　　　  　　ぬ    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　                   ぬ　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　ひ　         　ぱ　　　　　　　　　　　 　かなら　　 　せん    たん　　     　　　　　　　　　 ぶ     ぶん　　     　も　　             　ぬ　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          む      り　　     　ま      　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 つよ　　　 　ひ　　     　ぱ　　　     　　　　　　 か    こう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    うえ　         か      ぐ　　　でん   か    せい   ひん　

おき　もの　　　　　　  おも　　         　　　　　　 　ぜっ   たい　　       の       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  いた　　　　　　　　　  　せっ  しょく   ふ   りょう　   　だん    せん　     　　　　　　　　　　　 し    よう　　　ちゅう   し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＜使用上のお願い＞○各パーツは無理に曲げたり引っ張ったりしないでく

ださい。○故障の原因になりますので、直射日光の当たる所、炎天下の車

内、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでくだ

さい。○充電中に衝撃を与えないでください。USB ケーブルやコネクタが破

損する原因となります。○本体に水や異物などを入れたり、極端に多湿、ほ

こりの多い場所での使用、放置、保管はさけてください。火災、感電などの原

因になります。○本商品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。故

障の原因になります。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふ

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。○まれにテレビ

のリモコンなど、他の製品の赤外線の影響で誤作動を及ぼす場合がござい

ますので、ご了承ください。○梱包材は開封後はすぐに捨ててください。

        し  ようじょう　         ねが　　　　   　 かく　　　              　む   り　　 　ま　 　　            ひ　   　ぱ

　　      　　　　　　こ しょう　 　げんいん        　　　　　  　　　            ちょくしゃ にっこう 　  　あ　　       ところ  えん てん か　 　　しゃ

 ない    だんぼう  き   ぐ　　　ちか                  おん ど　     たか　          　ところ  ひく 　　　　   ところ　　     お

                     じゅうでんちゅう　しょうげき　  あた　　         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　は

 そん　 　  　げんいん                                        ほんたい      みず　 　　い ぶつ　　 　　　　い　　　　　　  　  きょくたん　 　 た  しつ

　   　　　　おお　　 ば  しょ　　     　し よう　 ほう ち　    ほ  かん　　                                              か さい   かんでん                    げん

 いん 　   　　                      　　ほんしょうひん 　 ひ  ぼうすい    　　　　　　 ぜったい　 　  ぬ　 　　   　　　　　　　　　　　　　　　　 こ

しょう　　げんいん　　　　　　　                 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 るい　 　　   　　ぜったい

      　　　　　　　  　　　　　　　 せいそう 　   かわ　 　　　ぬの　  　かる

                                              ほか 　　せい ひん　　せきがいせん　    えいきょう　   ご   さ どう　 　およ　　        ば  あい　

　　　　　　　　　　　りょうしょう 　　　　 　　　　　　こんぽうざい   　かいふう ご                           す　　  　　　　        

充電式電池(リチウムイオン電池)内蔵(本体)
じゅうでんしき でん  ち　　　　　　　　　　 　　　　　　でん　 ち　 ない ぞう　 ほん たい

リチウムイオン電池のみの回収はできません。

リチウムイオン電池を製品から取り出さないでください。
【注意】

　　　　　　　　　　　　　         でん  ち                　かいしゅう           

　　　　　　　　　　　　　　　　 でん ち　 　せい ひん       　　と　    　だ

ちゅうい

二次電池の寿命について
に  じ でん  ち　　じゅみょう

本製品にはリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイ

オン電池は充電を繰り返すと徐々に劣化し、可動時間が短く

なっていきます。これはリチウムイオン電池の特徴であり、

不良や故障ではありませんので、完全に動作できなくなるま

で継続してお楽しみいただけます。

ほんせいひん　　　　　　　　　　　　　 でん ち　　 し よう

     　  でん ち　 じゅうでん　  く　　かえ　 　 じょじょ　 れっ か　　    か どう じ かん　みじか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 でん ち　 とくちょう

  ふりょう　 こしょう　                                     　　 かんぜん    どう さ

   　けいぞく　　　    たの

DANGER!
Never insert any sharp objects, pins
or screws into the machine as this 
may puncture the internal battery!

内部の充電池を傷つける可能性の

あるピンやネジなどの突起物は

本体に刺さないでください。

ない ぶ　　じゅうでんち  　　きず                  か  のうせい

　　　                                                とっ き ぶつ

ほんたい      さ
危険！

き   けん

Built-in Rechargeable Li-ion Battery.
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表面
おもて めん

裏面
うら  めん

各部名称
かく  ぶ  めい しょう

オープン
ボタン

バンド
パーツ

ゴムバンド スピーカー
A BOFF

USBケーブル

て

手かざし
センサー

赤外線
送信部

せき  がい  せん

そう  しん   ぶ

エンブレム
セット位置

い   ち
マイクロUSB
チャージポート

USB タイプA
（端子が大きい方）

たん   し　  　おお　    　　ほう
マイクロUSB タイプB
（端子が小さい方）

たん   し　  　ちい　    　　ほう

充電方法
じゅう でん ほう  ほう

USBポートにUSBケーブルの
USB タイプA（端子が大きい方）を
（　　）マークを上にして
差し込みます。

充電は大人の方が行ってください
じゅう  でん　   　 おと    な　     　かた　      おこな

※充電にはPC等の USB ポートが必要です。
じゅう  でん　  　　　　　　　 など　　       　　　　　　　　　　  ひつ　よう

マイクロUSB
チャージポート

マイクロUSB
タイプB

USB
タイプA

USBポート

電源スイッチ
でん  げん

電源スイッチ
でん  げん

１ ２ 3

セット
内容
ない よう

・リズスタエンブレム…１ ・スターエンブレム…１

・取扱説明書…１

・リズスタブレス…１　  ・USBケーブル…１

とりあつかいせつ めい しょ

※セット内容以外は全て別売りです。
ないよう い がい　  すべ

べつ　  う

※フル充電には約1時間かかります。
　実際の充電時間は電力供給、充電残量、および充電環境周辺温度に左右されます。
※本体を充電しながら遊ばないでください。

充電する前に本体の
電源スイッチがOFFになっているか
必ず確認してください。

※電源スイッチがAまたはBの
　状態で充電しないでください。

マイクロUSBチャージポートに
USBケーブルのマイクロUSB タイプB
（端子が小さい方）を
（　　）マークを上にして差し込みます。

   　　じゅう でん　        やく　　　 じ   かん

 じっ  さい　 　じゅう でん   じ   かん　　　でん  りょく きょう きゅう　 じゅう でん  ざん  りょう　           　じゅう でん  かん きょう しゅう へん  おん   ど　　  　さ   ゆう

ほん  たい　 　じゅう でん　　　            あそ

じゅう でん　　      　まえ 　　　ほん   たい

 でん   げん　　                      　オフ

かなら　  　かく  にん

 

　  たん   し　 　 　ちい　  　    　ほう

　　    　　　　　　　　　　　　　うえ  　　　　　　　さ　 　　　こ

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たん   し　 　 　おお　  　    　ほう

　　    　　　　　　　　　　　　　　 うえ

  　  さ　 　　　こ
 でん  げん

　じょう たい　 　じゅう でん

※USBポートには通常は
  （　　）という記号が示されています。

 　　　　　　　　　　　　　　　つう じょう

　　　　　　　　　　　　　　き　 ごう  　　しめ

※赤外線送信部は
　B ：リズスタライブ
　スタジオモードで
　使用します。

せき がい せん そう しん ぶ

 し よう

オフ
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付け方・外し方
 つ　 　かた  　　はず   　かた

電源の入れ方
でん  げん 　　い　 　かた

エンブレムのセットの仕方・外し方
　　　　　　　　　                し  かた　  　はず　 　かた

　オープンボタンを押してロックを外します。

　ゴムバンドに腕を通します。

3

2

1

2

2 1

1

4

左手に図の向きに装着してください
ひだり  て   　　ず　   　む　　      そう  ちゃく

※違う向きに取り付けると手かざし入力が誤入力しやすくなります。
ちが　　  む　　     　と　　 　つ　　         　て              にゅう りょく  　　ご  にゅう りょく

オープンボタン

バンドパーツ

押す
お

「カチッ」と
しっかり閉める

し

1

3

電源スイッチを
「A」または「B」の方向に
スライドさせると電源が入ります。

でん  げん

　　　　　　　　　  　　　　　  ほう  こう

              　　　　　　　 でん  げん     はい

遊んだ後は必ず電源スイッチをOFFにしてください。
あそ 　　　　　あと 　　かなら　　　でん　 げん　　　　　　　　　　　　　オフ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 じょう　たい　　　　　　あそ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 あそ　　 　　　　　　                            ひつ   よう

　バンドパーツを奥に
　カチッとなるまで差し込みます。

　外す時は、再度オープンボタンを押して
　ロックを外し、腕から取り外してください。

   を参考にしっかりと差し込みます。
外す場合は   のように
押し出すと取り外せます。

エンブレム

A BOFF

※エンブレムをセットしていない状態でも遊べますが、
　リズスタステージで遊ぶにはエンブレムが必要です。

　　　　　　　　　　　　　　   お　 　                   　はず

うで　  　とお

はず　    とき         さい   ど　　　                       　　お          

　　　　　　  はず        うで　    　　 と　　  はず　　

　　　　　　  さん  こう　                  　　　さ    　　こ       

はず       ば   あい

 お　    　だ　        　と　 　　はず

　　　　　　　　　　　　　おく

　　     　　　　   　　　 　　さ　　 　こ

※差し込みが不十分な場合、遊んでいる最中に
　外れる可能性があります。
　しっかりと差し込んでから遊んでください。

  さ　 　　こ　　　      ふ  じゅう ぶん　   　ば  あい　　あそ　　           　さい ちゅう

 はず          か   のう  せい

　　    　　　　　 さ　　 　こ        　    　あそ

オフ
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手かざし入力のやり方
て　　　　　　にゅうりょく　       　かた

オートスリープ

一定時間何も入力が無いと、スリープに入ります。
スリープに入った時は、一度電源スイッチをOFFにしてから
電源を入れなおしてください。

いっ  てい   じ   かん   なに    にゅう りょく　   　な　　　 　　　                  はい 　          

        　　　　　はい　　    　とき　　　   いち   ど  でん  げん　　　　　　　　　　　　オフ

でん  げん     い　

　ず

 ほん たい　  　て

 て   まえ　         　い  ない 　　よこ  ぎ

 て　              　　あそ　     　せん たく

 ひか　 　いろ　 　へん  こう        　　にゅうりょく　

図のように
本体の手かざしセンサーの
手前3cm以内を横切るように
手をかざすと遊びの選択や
光る色の変更などの入力が
できます。

※うまく反応しない場合は手を

　手かざしセンサーに近づけたりゆっくり横切らせてみてください。

※太陽光や蛍光灯など強い光の下だと、

　反応しない時があるので場所を移動してください。

※本体を動かす際に体や服に反応してしまう場合がありますので、

　手かざしセンサーの前を遮らないように遊んでください。

                    はん   のう　               　ば   あい　    　て

      　 て            　　　 　　　　　　　　　   ちか                                    　よこ    ぎ

　　    たい   よう  こう　　  　けい   こう   とう　　      　つよ　   　ひかり       した

　     　はん   のう　　           　とき                  　       ば    しょ　  　  い   どう

　　　 ほん   たい　   　うご　 　      　さい　 　　からだ　 　　ふく　 　　はん   のう        　　　　         ば   あい

　  　　て                             　　　　  　まえ   　　さえぎ　　                       　あそ

　　

　　　

手かざしセンサーの近くに障害物があるとスリープに入らない場合が
ありますので、 遊び終わった後は必ず電源スイッチをOFFにしてください。

＜注意＞
ちゅう    い

 て　　   　　　　　　 　　　　　　　　　　　ちか　       　 しょう  がい   ぶつ                                             はい　　              ば   あい　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　 あそ　　  　お　　             　あと　　　かなら　　　 でん   げん　　　　　　　　　　　　　 オフ

手かざし
センサー

て



「リズスタ ミウ」 「リズスタ リオン」 「リズスタ ショウタ」

6

の遊び方
あそ　      　かた

つか　　　　　　　　　　　　　　　あそ　　　　　　たの

リズスタブレスを使ってなりきり遊びが楽しめるよ！A：リズスタなりきりモード

電源スイッチをA にすると「リズスタブレス」と音がなり、
手かざし入力をする度に以下のように５つのモードの
音が流れます。遊びたいモードを選んだら、
リズスタブレスを振って決定しよう！

でん  げん　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    おと

 て　        　　にゅう りょく　　        　たび　 　　い　　か　

おと　　　なが　 　　　　　　　あそ　　                          えら

　　         　　　　　　　　　 ふ　 　　    けっ てい

※別の遊びをしたい時は電源スイッチを一度OFFにしてから、また遊んでください。
べつ　　　 あそ　           　　　　　とき　　  でん   げん　　　                いち   ど　      オフ　　                                　あそ

     「リズスタ ミウ」➡「リズスタ リオン」➡「リズスタ ショウタ」

           「ライトアップモード」⬅「ユニットモード」

➡
➡

エンブレムをセット

リズスタステージとダンスバトルの遊び方は次のページを読んでね！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 あそ    　　かた　     　つぎ　                        　よ

手かざしセンサー
て

リズスタ
ミウ！

リズスタ
リオン！

リズスタ ショウタ！

モード
選択
せん  たく

振って決定
ふ　　　　　　けっ　 てい

ダンスバトル リズスタステージ
エンブレムをセットしてダンスしよう！ ダンスバトルができちゃうよ！

手かざし入力
て　　　　　　　　にゅう　りょく

「リズスタステージ」／「ダンスバトル」の選択
 せん  たく

遊びたいパフォーマーのダンスBGMで「リズスタステージ」や「ダンスバトル」を楽しもう！
あそ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 たの

 リズスタミウ  リズスタリオン  リズスタショウタ の中から
　　　遊びたいパフォーマーを手かざし入力で選ぼう！

なか

　　　　　　　　あそ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て　　　　　　 　　にゅう  りょく     　えら
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の遊び方
あそ　      　かた

リズスタステージ

ダンスバトル 

2

1

※別の遊びをしたい時は、電源スイッチを一度OFFにして選びなおしてください。
 べつ　     　あそ　     　　　                とき　        　でん    げん                       　　いち     ど　    　オフ                  　　えら

 あそ     　　お                                    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　もど

※遊び終わると                        に戻ります。

パフォーマーに応じたBGM に
合わせてダンスしよう！
手かざし入力で光の色を変えたり、
リズスタブレスを振ると、セットした
エンブレムに応じた音がなるよ。

                                  おう

   あ

  て　    　　　　　　 　にゅう  りょく　   　ひかり　  　   いろ 　　　　か

　                                         ふ

            　　　　　　　　　　おう　　　  　　  おと

2

1 　　　　　　　　　　　　で
手かざし入力をすると
ダンスバトルスタート！

パフォーマーに応じたBGM に
合わせてダンスしよう！
手かざし入力で光の色を変えたり、
リズスタブレスを振ると、
音がなるよ。

シャキーン！
リズスタエンブレム
セット！

リズスタステージ
スタート！

キラーン！

キラーン！

※既にエンブレムがセットされている場合は
　一度外してからセットしてください。

　すで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ば 　あい

　 　

  いち     ど　  はず

　　　　　　　　　　　　で
エンブレムをセットすると
エンブレムに応じた光と音がなるよ！

おう　         　ひかり　    　おと

て　　　　　　　　  　にゅう  りょく

　　　　　　　　　　　　　　　　おう

 あ

て　　　　　　　　  　にゅう  りょく   　　ひかり　　    いろ　     　か

　                                     　ふ

おと

手かざしセンサー
て

バトルスタート！

「リズスタステージ」／「ダンスバトル」の選択
 せん  たく

「リズスタステージ」／「ダンスバトル」の選択
 せん  たく

「リズスタステージ」／「ダンスバトル」の選択
 せん  たく

BGMが流れます
　　　　　　　　 なが

BGMが流れます
　　　　　　　　 なが



「ユニットモード」

「ライトアップモード」リズスタブレスを好きな色に光らせよう！

手かざし
センサー

て

ユニット
モード！

手かざし
センサー

て

ライト
アップモード！

手かざし
センサー

て

8

モード選択で「ユニットモード」を選んで
リズスタブレスを振るとリズスタの主題歌（約60秒）が
流れるよ。主題歌に合わせてダンスしよう！ 
リズスタブレスを振ると音がなるよ。
手かざし入力をすると光る色が変わるよ。

モード選択で「ライトアップモード」を選んで
リズスタブレスを振ると
リズスタブレスを好きな色に光らせることができるよ。

※約 90秒で
　モード選択に戻ります。

やく         　　びょう

            せん   たく　    　もど

最初は色が7色自動で切り替わる[虹色] から
始まり、手かざし入力する度に色が変わるよ。
リズスタブレスを振ると音がなるよ。

ムラサキ

シロ アオ

ミドリ
ピンク

キイロ

アカ

虹色
にじ 　いろ

の遊び方
あそ　      　かた

　　　　　　　せん　　たく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えら

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しゅ　　だい　　か　　　　やく　　　　　　びょう

　なが　　　　　　　　　　　しゅ　　だい　　か　　　　　あ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふ　　　　　　　おと

　て　　　　　　　 　　にゅう  りょく                  　　ひか    　　いろ      　　か

　　　　　　　 せん　 たく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　えら

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す　　　　　　　いろ　　　　ひか

 さい    しょ　　　　いろ         　　しょく   じ    どう     　　き　     　か　            　　にじ   いろ

 はじ           　　　て　               　にゅう りょく         　　たび    　　いろ　      　か

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ふ　          　おと

  て             　　　にゅう  りょく

  いろ     　　か
手かざし入力で
色を変える
ことが
できるよ！

す　　　　　 　　いろ     　　ひか

主題歌に合わせてダンスしよう！
しゅ　 だい    か　      　あ
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「リズスタ ヒナタ」「リズスタ レン」の追加
        つい     か

「リズスタブレス」を
「A：リズスタなりきりモード」にして
モード選択の時に別商品に付属の
リズスタエンブレム（ヒナタ・レン）をセットすると、
図のボイスとともにミウ、リオン、ショウタに加えて
ヒナタとレンの遊びが追加されるよ！
リズスタ 5人全員になりきって遊ぼう！

モード選択では、手かざし入力をする度に
以下の 7 つのモードの音が流れるようになります。

※モード選択の時以外にリズスタエンブレム（ヒナタ・レン）を
　リズスタブレスにセットしても追加されません。
※一度追加するとリズスタブレスの電源を切っても追加されたまま遊べます。

モード選択
せん  たく

　　　 「リズスタ ミウ」➡「リズスタ リオン」➡「リズスタ ショウタ」

「ライトアップモード」⬅「ユニットモード」⬅「リズスタ レン」⬅「リズスタ ヒナタ」

➡
➡

リズスタブレスに

ヒナタとレンが登場！
　　とう じょう

　　　　

         せん たく 　　とき     べつ しょう ひん　 　ふ  ぞく

 ず   　　　　　    　　　　　　              　　　　　　　　　　　くわ

　　　　　　　　 　　　あそ　  　　つい  か　                  　

                  にん ぜん いん               　　　あそ

　　　　

         せん たく 　　　　　て　　　　　　にゅうりょく　　　 　　たび

  い   か　　                      　　おと　 　なが

　　　　　　  せん たく 　　とき　い  がい

　                                            　　つい  か

     いち  ど  つい  か                                　　　でん  げん　 　き　        　つい  か　　　　　　　　 　あそ

シャキーン！
新しい仲間が
追加されたよ！

あたら　　　　なか　ま

 つい  か

リズスタブレス

リズスタエンブレム(ヒナタ・レン)
(別売り）

べつ  う

の遊び方
あそ　      　かた
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　べつ　　う

つう　しん　　　　　　あそ
リズスタライブスタジオ（別売り）と
通信して遊べるよ！

B：リズスタライブスタジオモード

電源スイッチを B にします。詳しい遊び方については
「リズスタライブスタジオ （別売り ）」の
取扱説明書およびWEB 遊び方説明書を読んでね！

でん  げん　                                        　　くわ      　　あそ　  　かた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 べつ　 う

とりあつかい せつ  めい   しょ   　            　ウェブ      あそ      かた　せつ  めい   しょ   　　よ

※リズスタライブスタジオ（別売り）が無ければ 遊べません。
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 べつ   う　            な　　           あそ

リズスタライト （別売り）との連動
べつ　　　う　　　　　　　　　　　　　　れん　　どう

 ず　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　べつ   う

　　　　　　　　　　　　　　　ちか

　　　　　                       おな  　　いろ 　　ひか

図のようにリズスタライト（別売り）を
リズスタブレスに近づけると
２つのアイテムが同じ色に光るよ！

 　 れん どう 　　さい                       　　べつ  う

※連動の際はリズスタライト（別売り）を
　A：リズスタなりきりモードにしてください

手かざし
センサー

て

リズスタライト (別売り）
べつ   う

詳しい遊び方については
「リズスタライト（別売り ）」の取扱説明書
およびWEB 遊び方説明書を読んでね！

くわ　　　　　あそ　　　かた

　　　　　　　　　　　　　　　　　べつ　 う             　　とりあつかい せつ  めい  しょ

　            　ウェブ     あそ      かた　せつ  めい  しょ   　　よ

の遊び方
あそ　      　かた

※発売日、連動内容は予告なく変更する

　場合があります。

はつばい び　  れんどうないよう   　よ こく       　へんこう

  ば あい

※セット内容以外は全て別売りです。
ないよう い がい　  すべ

べつ　  う

ミニペンライト リズスタブレスや
リズスタライトと 
いっ しょ　 あそ

リズスタライブスタジオ本体
ほんたい

  一緒に遊べるよ！

TVとつなげて
　　本格アーティストレッスン！

テレビ

ほん かく

(別売り)
べつ  　う

2022年夏発売予定
　　　　ねんなつはつばい よ  てい

ピキーン !


