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それぞれの楽しみ方
Ways to have fun



タイピング初心者
How to have fun for typing beginners

ワールド1から始めて毎日少しずつやってみてください。

Start with World 1 and play a little bit every day.

ワールド6をクリアできたら基本はマスターしています。

You will master the basics once you complete World 6.



基礎からやり直したい人
For those who want to start over from the basics

ワールド1から始めても、苦手なところから始めてもよいです。

You can start from World 1 or from the World that you feel difficult.

ワールド1〜6のどれからでも始められます。

You can start from any World from 1 to 6.



すでにタイピングができる人
If you're already good at typing

ワールド6から始めて自信が持てたらチャレンジモードをやってみましょう。

When you feel confident starting from World 6, try Challenge Mode.

文章の入力やミニゲームでハイスコアをめざしましょう。

Aim for a high score by typing sentences and playing mini-games.

みんなにシェアして点数を競いましょう。

Share your score with others and compete with them.



タイピングマスター
If you are a typing master

81レッスンをすべて王冠で飾ってください。長く険しい道のりです。

Decorate all 81 lessons with crown. It's a long, hard road.

チャレンジモードのミニゲームで世界一のスコアをめざしましょう。

Try to get the best score in the world with the mini-games in Challenge Mode.

Designed by Freepik



ご利用について
About the usage



ご利用は無料
Free to play

メニューから最大で60人までプレイヤーを追加できます。

You can add up to 60 players from the menu.

家族でプレイするとやる気が続くかもしれません。

If you play with your family, it might be easier to keep up

your motivation.

チャレンジモードでスコアを競うと楽しいです。

It's also fun to compete for scores in Challenge Mode.
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気に入ってくださったら
If you enjoy this app

ストアで評価をお願いします。そして学校の先生やお友達、職場の仲間に Typing Land 

を教えてあげてください。

Please rate this app on the store. And please share Typing Land with your teachers, friends, 

or colleagues at work.



もっと気に入ってくださったら
If you enjoy this app even more

アプリ内から特別なミニゲーム「タイピングソード」をご購入ください。

作者は数年間の活動が報われます。おまけのゲームなので期待しないで！

Please purchase the exclusive mini-game "Typing Sword" from the app.
The developer will happily be rewarded for years of efforts.

It's just an extra game, so don't expect too much!
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ヒント
Tips



続けるコツ
Tips to keep up your motivation

15分おきに休憩をとりましょう。

Take a break every 15 minutes.

毎日少しずつ、2週間続けてみましょう。

Try to do a little bit every day for 2 weeks.

バッジを集める気分でやってみましょう。

Do it as if you are collecting badges.

Designed by Freepik



授業や研修で使うときのコツ
Tips for using in classes and trainings

身近な話題や用語でオリジナル文章を作成して楽しくしましょう。

Make it fun by creating original sentences using familiar topics and terms.



データのバックアップ
Backup of your data

プレイヤーデータや文章データはコピー＆ペーストでテキスト保存できます。

Data of players and sentences can be backed up by copy and paste.



全画面表示とウィンドウ表示の切り替え
Switching between fullscrean and windowed mode

⌘ ＋ F ALT ＋ Enter Shift ＋ Enter＋

Mac Windows

or



極秘情報
Top secret

すべてのバッジを集めるとおまけのゲームがアンロックされます。

When you collect all of the badges, an extra game will be unlocked.

期待は禁物！Don't expecttoo much!


