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WEB遊び方説明書
ウェブ　    あそ　         かた   せつ    めい   しょ公式ホームページ内の

「リズスタライト」
遊び方動画もみてね！

こう　しき　　　　　　　　　ない

あそ　　かた どう  が
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© ＴＯＭＹ・ＯＬＭ／リズスタ製作委員会・テレビ東京

※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　　　　　　　　　　　　　　　

https://www.takaratomy.co.jp/products/rizsta/movie/


＜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。○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。○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。○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

  　　　　　　　　　　　　　                        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 　   　　　　                    　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

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こん ぽう ざい      　かい ふう  ご                                   す　　  　　　　        

セット
内容
ない よう

・リズスタエンブレム(ヒナタ・レン)…１ ・ストラップ…１

・取扱説明書…１

・リズスタライト…１
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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

●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。●ストラップ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。●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。●ストラップは指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。●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。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがありま

す。右記に注意してください。 ・二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろ

な種類の電池をまぜて使わないでください。・＋−（プラスマイナス）を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずス

イッチを切り電池を外してください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、

電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で

洗ってください。・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。 

　　　        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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でん　  ち  　　    　ご　    し   よう　　            　　　 はつ   ねつ      　は    れつ       えき   　               　　  おそ

            う      き           ちゅう    い　　　　　　　　　　　　　　　　                     に      じ   でん     ち　    じゅう でん   しき    でん    ち　　             　 ぜっ　たい　　　  　し    よう　  　　                　　　　　　　  　　　　　　　　　   ふる　        でん    ち　        あたら　            　でん    ち

       しゅ   るい 　        でん     ち　　　                     　　　  つか    　　　　                                          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 ただ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　あそ　                　あと　　     かなら

                                      き          　でん      ち　        　はず                                                                                                                                      じゅう  でん   　　ぶん    かい 　         か   ねつ          ひ　           なか         　 い                                   　  　                 　  　　　　　　　　　　　　　　　　   まん  いち

でん     ち　              　　　も　               　　えき 　            め　           はい　　　　 　　  とき　　　　　      　                  たい   りょう           みず              あら                     い      し                そう   だん           　　　　　　           　 　　　　　　　ひ       ふ　　　     ふく     　     つ　  　  　           とき　         みず

あら　　　　   　                　           　　　　        はい    き　 　　 　　　　　 　　 　　　　             じ      ち    たい       　   はい     き     ぶつ    しょ     り       　　   し     じ      　  したが　　　　　　　

単4形アルカリ乾電池3本使用（別売り）
3 3

たん　  がた　　　　                かん  でん     ち  　  ぼん     し    よう 　  べつ     う



各部名称
かく  ぶ  めい しょう

電池の入れ方
でん  ち　　　い　　  かた

表面
おもて めん

裏面
うら  めん

 スピーカー（底面）
そこ  めん

て

赤外線送信部
（左右）

せき  がい  せん  そう  しん   ぶ

   さ   ゆう

電池カバー
でん   ち

ストラップ穴
あな

電源スイッチ
でん  げん

A

B

OFF

手かざしセンサー
 

A

B
OFF

※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

裏面の電池カバーのネジを +（プラス）ドライバーでゆるめます。

電池カバーを開けて、単4形アルカリ乾電池3本（別売り）の

+-（プラスマイナス）をよく確認して正しくセットしてください。

電池カバーのネジを

+（プラス）ドライバーでしっかりしめてください。

3

1

2

うら  めん　 　でん   ち

でん   ち　             　あ            たん　　 がた　          　　かん  でん   ち   　  ぼん　  べつ   う

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　かく  にん         ただ

でん   ち

※電池はアルカリ乾電池をご使用ください。
※電池交換は保護者の方が行ってください。
※電池交換の時は電源スイッチを OFF にしてください。
※光が弱くなってきたり、赤外線の送受信の反応が悪くなってきたり、
　うまく作動しない時は電池が少なくなっている可能性があります。
　その際には電池交換を行ってください。
※電池のとび出しを考慮し、電池カバーをネジ留めしています。
※遊んだ後は必ず電源スイッチを OFF にしてください。

でん  ち　　　           　かん  でん  ち　　      し  よう

でん   ち   こう  かん　　　ほ   ご   しゃ　   かた　 　おこな

でん   ち   こう  かん　　 とき　　 でん  げん　　　　　　　　　　  オフ

ひかり　　 よわ　    　　　　　　　　　 　　せき  がい  せん　   そう  じゅ   しん     はん  のう　　  わる

　         さ  どう　　       　とき     でん  ち　　  すく　　　                      か  のう  せい

        さい　     　でん   ち  こう  かん　　おこな

でん    ち　         　だ　　　   こう  りょ　   　でん  ち　　                    ど

あそ　      あと　　 かなら　　 でん  げん　　　　　　　　　　　オフ　　

「ゆるめる」

「しめる」

ネジ

電池カバー
でん  ち

3

オフ



電源の入れ方
でん  げん 　　い　 　かた

3

21

4

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

A

B

OFF

A

B
OFF

必ず付属のストラップを取り付けて使用してください

リズスタライトのストラップ穴に
ストラップのひも部分を通します。

ストラップを手首にかけたら、
ストッパーを動かして手から
外れない場所で固定してください。

                         て   くび

　　　　　　　　　　　 うご               て

  はず　              ば   しょ　   　こ   てい

ひもの中にくぐらせるようにして、
ストラップとストラップ穴を固定します。

               なか

　　　　　　　　　                         あな     　こ  てい

              　　　　　　　　　　　　　　　　あな

　　　　　　　　　         ぶ   ぶん　　  とお

図のように、リズスタライトが
手から離れないようにして
使用してください。

   ず　

 て           はな

  し  よう

※ストラップは商品に取り付けた状態で梱包されています。下記　　　　を参照して手に取り付けてください。3 4

ストラップの使い方
つか　  かた

こ てい
ストッパーで
固定する

ひも
ストラップ穴

あな

ストラップ
ストッパー

ストッパーはロックパーツを図のように
開くと動かせます。固定する際は、
ロックパーツを閉じてください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ず

ひら　　　 うご　　　　　　　　こ  てい　　　　さい

                    と

ロックパーツ

かなら　　　ふ　　ぞく　　　　　　　　　　　　　　　　と　　　　つ　　　　　　し　　よう

しょう ひん  　　と　　   つ　      　じょう たい　 　こん  ぽう                      　　　か   き                      　　さん しょう     　　て　　   と       つ

4

オフ



オートスリープ

※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。

※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

　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。

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　

手かざし入力のやり方
て　　　　　　にゅうりょく　       　かた

5



ヒナタ・レン モデル ヒナタ・レン モデル ヒナタ・レン モデル ヒナタ・レン モデル 

手かざし
センサー

 て

A

B
OFF

の遊び方
あそ　      　かた

つか　　　　　　　　　　　　　　　あそ　　　　　　たの

リズスタライト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

別の遊びをしたい時は…

本体表面中央にある手かざしセンサー部分に

約 3 秒以上手をかざすと、遊びを中断して

「ダンスバトル」「通信モード」の選択に戻ります。

※うまく反応しない場合は手かざしセンサーに

  手を近づけて、かざしてください。

ほん  たい おもて めん　ちゅう  おう　　　　　　　て                   　　　　　 ぶ   ぶん

やく　　   びょう  い   じょう　て                         あそ         ちゅう だん

　　　　　　　　　　　　　   つう  しん                 　せん　たく　　　もど

　　　　　　　　はん  のう　　        　ば  あい　　　て

     て　　　ちか

手かざし入力で切り替え

A：リズスタなりきりモード

電源スイッチをA にすると「リズスタライト」という
音の後に「ダンスバトル」という音がなるよ！
手かざし入力をする度に
「ダンスバトル」「通信モード」という音が交互になるよ！
遊びたいモードを選んだら、リズスタライトを
振って決定しよう！

でん  げん

おと　　  あと 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 おと

 て               にゅう りょく         　　たび

　　　　　　　　　　　　　　　　つう　しん　　　　　　　　　　　　　　おと　 　　こう   ご

あそ　　                          えら

 ふ　 　　    けっ てい

➡➡「ダンスバトル」　　「通信モード」

モード
選択
せん  たく

振って決定
ふ　　　　　　けっ　 てい

振って決定
ふ　　　　　　けっ　 てい

て　　　　　　　にゅう りょく  　　き　   　か

 つう    しん

「通信モード」「ダンスバトル」 
「ダンスバトル」でボルテージを集めよう！ リズスタライトを好きな色に光らせたり

他のアイテムに色を移そう！

あつ 　　　　　　　　　　　  す　　　 　いろ    ひか

ほか　　　　　　　　　　いろ　　うつ

　つう  しん

べつ　　　 あそ                  　　　とき

ダンスバトルと通信モードの遊び方はそれぞれのページを読んでね！
つう   しん                　　あそ　　   かた       　　                                     よ
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「ダンスバトル」

の遊び方
あそ　      　かた

ヒナタ・レン モデル ヒナタ・レン モデル ヒナタ・レン モデル ヒナタ・レン モデル 

ダンスバトルでボルテージを集めよう！
あつ

1 ターン 約20秒のBGMが流れるよ！
やく　　　    びょう           　    　　      なが

2 ターン 約40秒のBGMが流れるよ！
やく　　　    びょう           　    　　      なが

パフォーマーに応じたBGMに合わせてダンスしよう！
バトルは 2 ターンあるよ！ BGMが流れている間に
リズスタライトを振ると「シャキーン」と音がなって
ボルテージが集まっていくよ！
手かざし入力で光の色を変えられるよ！

手かざし入力で「ダンスバトル」を
選んで振って決定しよう！

3

1

手かざし
センサー

て

ダンスバトル ! 今日の
パフォーマーを
選ぼう！

  きょう

えら

リズスタ レン！リズスタ ヒナタ！

シャキーン！

て　　　　　　　 　にゅう  りょく

えら　　　　　 ふ　         けっ   てい

　　　　　　　　　　　　　おう　                       　あ

                                                                      なが　            　　あいだ

　　　　　　　　　　　　　　　　 ふ　　                                   おと

                        あつ

  て　           　にゅう りょく 　　ひかり　  　いろ　   　か

て　　　　　　　 　にゅう  りょく      あそ

えら　　　　　  ふ　         

集めたボルテージによって結果が変わるよ！
あつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　けっ   か　　　　 か

勝敗
しょう   はい

ボルテージが多い時
おお　　 とき

ボルテージが少ない時
すく　　　　 とき

選んだパフォーマーの勝ち！ウィニングダンスのBGMが流れるよ！
ボルテージがたくさん集まるとリズスタライトが虹色に光るよ！

BGMに合わせてリズスタライトを振ってダンスしよう！
最後に大きく「R」を描くと「ダイユウショウ」という音がなるよ！

対戦相手が勝ちになるよ。※ウィニングダンスのBGMは流れません。

べつ　　う　　　　　　　 　ひかり  　　うつ　

よ

リズスタブレス ( 別売り ) へ光を移すことができるよ！
を読んでね！リズスタブレス（別売り）との連動

べつ　　う　　　　　　　 　　　 れん   どう　

たい せん  あい   て　    　か　                                                                       　　　　　なが

えら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か　    　　                                                　　　　　なが

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　あつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にじ　 いろ　　　ひか

　　　　　　　　　

                   あ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふ

 さい　  ご　   　おお　                      　か　                                                     　　おと

手かざし入力で遊びたいパフォーマーを
選んで振るとダンスバトルスタート！

2

7



手かざし
センサー

て

※点灯中は手かざし入力が無効になり色を変えられなく
　なります。約４秒経つと光が点滅して手かざし入力で
　色を変えられるようになります。
※約 90秒でモード選択に戻ります。

好きな色を選んでリズスタライトを振ると、
選んだ色に約４秒光が点灯するよ。

「通信モード」
 つう    しん

リズスタライトを好きな色に光らせたり他のアイテムに色を移そう！
す　　　　　　　いろ　　　　ひか　　　　　　　　　　　　ほか　　　　　　　　　　　　　　　　　いろ　　    うつ

の遊び方
あそ　      　かた

モード選択で「通信モード」を選んで
リズスタライトを振るとリズスタライトを
好きな色に光らせることができるよ。

　　　　　　 せん   たく　　　　　 つう    しん　　　　　　　         えら

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ふ

す　 　　　　　　いろ    　　ひか

最初は [ ミドリ ] から始まり、
手かざし入力する度に色が変わるよ。
※虹色は色が7色自動で切り替わるよ！

ピンク
アカ

ミドリ

キイロ

アオ

ムラサキ

シロ

虹色
にじ 　いろ

手かざし
センサー

て

通信
モード !

つう  しん

べつ　　う　　　　　　　 　ひかり  　　うつ　

よ

リズスタブレス ( 別売り ) へ光を移すことができるよ！
を読んでね！リズスタブレス（別売り）との連動

べつ　　う　　　　　　　 　　　 れん   どう　

 さい    しょ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はじ

  て　               　にゅう りょく         　　たび    　　いろ　      　か

　　　 にじ   いろ  　　いろ　　       しょく   じ    どう    　　き    　　か

  て             　　　にゅう  りょく　　　  いろ

  か

  　す　　　　　　　いろ　　　　えら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふ

　　えら　　　　　　　いろ　　　　やく　　　　　びょう　ひかり　　　　てん　　とう

  　     てん   とう   ちゅう　　　　て　               　にゅう りょく　      む    こう                　いろ　     　か

　                      　　　 やく　　　　　びょう　　た　　　　　　 ひかり　　　　てん　　めつ　　　　　　 て　　　　　　　　　にゅう　りょく

  　　　　いろ　　　　か

  　　　 やく  　　　　　  びょう                　　せん    たく　    　もど

手かざし入力で色を
変えることができるよ！
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リズスタブレス （別売り）との連動
べつ　　　う　　　　　　　　　　　　　　れん　　どう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　べつ　　う

ひかり　　　うつ
リズスタブレス ( 別売り ) へ
光を移すことが
できるよ！

の遊び方
あそ　      　かた

手かざし
センサー

て

リズスタブレス (別売り）
べつ   う手かざし

センサー

て

※２つのアイテムの手かざしセンサー同士を向かい合わせてください。
※途中で別の遊びをしたい時はリズスタブレスの電源スイッチを
　一度OFF にしてから電源スイッチを入れなおしてください。

ダンスバトルでの光の移し方

通信モードでの光の移し方

 　 れん どう 　　さい                       　　べつ  う

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

ピキーン !

ひかり　   　うつ    　　かた

 つう   しん                       ひかり　   　うつ    　　かた

 　　　　　　　　　　　　　　　　　 て　　　　　　　　　　　　　　どう　 し　　　　む　　　　　　あ 　       

   と ちゅう   　べつ 　　あそ　  　　　　 　　　 とき　                                　でん   げん

   いち   ど　　　オフ                      　でん  げん                　　い

9

「通信モード」で光らせたい色を選んでリズスタライトを振ると「シャキーン」と
音がなるよ。その後に図のようにリズスタライトとリズスタブレスを近づけると
リズスタブレスから「ピキーン」と音がなり２つのアイテムが同じ色に光るよ！
※光を移すとリズスタブレスは約 90秒間移した色に光り続けます。

「ウィニングダンススタート」のボイスの後に図のように
リズスタライトとリズスタブレスを近づけよう！
リズスタブレスから「ピキーン」と音がなり２つのアイテムが同じ色に光るよ！
※光を移すとリズスタブレスは約 15秒間移した色に光り続けます。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 あと　  　ず

　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　ちか

　　　　　             　　　　　　　　　　　　　 おと 　　　　　　　　　　　　　　　          おな  　 いろ 　 ひか

　　ひかり　　うつ　　　　　　　　　　　　　　　　　やく　　　　びょう かん うつ　      いろ　   ひか　　つづ

 　つう  しん           　　ひか　            　いろ　   えら                                　ふ

 おと                        あと  　 ず　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　             　　ちか

　　　　　             　　　　　　　　　　　　　 おと 　　　　　　　　　　　　　　　          おな  　 いろ 　 ひか

     ひかり　  うつ　                              　やく    　　 びょう かん　うつ      　いろ　  ひか　　つづ
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の遊び方
あそ　      　かた

リズスタブレス （別売り）との連動
べつ　　　う　　　　　　　　　　　　　　れん　　どう

「リズスタブレス（別売り）」を
「A：リズスタなりきりモード」にしてモード選択の時に
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。

べつ   う

リズスタブレス(別売り)に
ヒナタとレンが登場！

　　とう じょう

　　　　　　　　　　　　　　べつ　う

いっ  しょ  　  あそ

リズスタエンブレム(ヒナタ・レン)は、

「リズスタブレス（別売り）」と

一緒に遊べるよ！　　　　　

詳しい遊び方については
「リズスタブレス（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

ヒナタ・レン モデル ヒナタ・レン モデル ヒナタ・レン モデル ヒナタ・レン モデル 
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　　　　　　　　　　　　　 べつ  う

                                                                  せん たく 　　とき

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　ず   

   　　　　　　　　　　　　　　　　　くわ　　　　　　　　　　　　 　　　あそ　  　　つい  か

　              　にん ぜん いん               　　　あそ

　　　　　　  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

ヒナタ・レン モデル ヒナタ・レン モデル ヒナタ・レン モデル ヒナタ・レン モデル 

リズスタエンブレム(ヒナタ・レン)

リズスタブレス (別売り）
べつ  う

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 (別売り）
べつ   う



の遊び方
あそ　      　かた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

A

B
OFF

※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

※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
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