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1 安全に使用するために

ごあいさつ

このたびは『マリオカート7』をお買い上
げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この｢取扱説明書｣をよ
くお読みいただき、正しくお使いくださ
い。

安全に使用するために

本ソフトをご使用になる前に、HOMEメ
ニューの を選び、｢安全に使用するため
に｣の内容をご確認ください。ここには、
あなたの健康と安全のための大切な内容が
書かれています。
また、本体の取扱説明書もあわせてお読み
ください。

ゲームカードをご利用の場合、以下の点に
注意してください。

ゲームカードに関するご注意

警告

●ゲームカードを小さいお子様の手の届く
場所に置かないでください。誤って飲み
込む可能性があります。



使用上のおねがい

●直射日光の当たる場所、高温になる場
所、湿気やホコリ、油煙の多い場所での
使用、保管はしないでください。

●プレイ中にゲームカードを抜き差ししな
いでください。

●ひねったり、叩きつけるなど乱暴な取扱
いをしないでください。

●衣類などと一緒に誤って洗濯をしたり、
液体をこぼしたり、水没させたり、濡れ
た手や汗ばんだ手で触ったりしないでく
ださい。

●端子部に指や金属で触ったり、息を吹き
かけたり、異物を入れたりしないでくだ
さい。

●分解や改造をしないでください。
●シンナーやベンジンなどの揮発油、アル

コールなどでは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。

●ゲームカード、カードケースにはプラス
チック、金属部品が含まれています。廃
棄する場合は各自治体の指⺬に従ってく
ださい。



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

警 告

WARNING
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
no t e t ha t v i o l a t o r s w i l l b e
prosecuted. This warning does not
in t e r fe re w i t h y o u r r ig h t s f o r
personal use under copyright laws.

このソフトは、インターネット通信やロー
カル通信で対戦を楽しむことができます。
ご利用に関して、以下の点に注意してくだ
さい｡

●通信機能を利用すると、あなたの入力し
た情報（Miiの名前やコメントなど）が
多くの人の目に触れる可能性がありま
す。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。

通信機能のご利用に関するご注意



本品は日本国内だけの販売とし、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。
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2 タイトルメニュー画面

マリオカートチ
ャンネル【→18
～20】

すれちがい通信やい
つの間に通信で受信
したデータを確認でき
ます。

インターネット
で【→13～17】

インターネット通信
を使って、遠くの友
だちや世界中のライ
バルと対戦できます。

み ん な で 【 →
12】

ローカル通信を使っ
て、最大8人で対戦で
きます。

ひとりで【→8～
11】

1人用のモードです。
4種類のゲームが選べ
ます。

※下画面をタッチすることでも、選べま
す。

メニューの操作方法

キャンセル 

決定 

選ぶ または



3 データのセーブについて

このゲームはオートセーブです。レース終
了後などのさまざまなタイミングで、これ
までの成績などが自動的にセーブされま
す。

データのセーブ

ソフトを起動後、「MARIO KART 7」の
ロゴが表⺬されているときに＋＋＋
を同時に押し続けると、すべてのセーブ
データを消すことができます。
消したデータは元にもどせませんので、十
分にご注意ください。

セーブデータの消去

ゲームを進めると、Miiをドライバーとし
て選べるようになります。Miiは、HOME
メニューの「Miiスタジオ」で作成できま
す。

『マリオカート7』で使用するMiiは、「マ
リオカートチャンネル」【→18】でかえ
ることができます。

Miiのデータ

すれちがい通信や、いつの間に通信で受信
したデータは、SDカードにセーブされま
す。

すれちがい通信・いつの間に通
信で受信したデータ



●むやみに電源をON/OFFする、データ
のセーブ中にゲームカードやSDカー
ドを抜き差しする、操作の誤り、端子
部の汚れなどの原因によってデータが
消えてしまった場合、復元はできませ
ん。ご了承ください。

●セーブデータを改造する装置の使用
は、ゲームを正常に進められなくなっ
たり、セーブデータが壊れたり消えた
りする原因となりますので、絶対にお
やめください。万一このような装置を
使用してセーブデータを改造された場
合には、改造する前の状態に復元する
ことはできませんので、十分にご注意
ください。



4 基本操作

HOMEメニュー
の表⺬

ポーズメニュー
の表⺬

マップ画面の切
りかえ

下画面をタッチ

グライダーの高
度 を 調 整 す る

（ジャンプ台から
滑空したあと）

（上下）

アイテムを後ろ
に投げる

（下）を入力しな
がらまたは

アイテムを前に
投げる

（上）を入力しな
がらまたは

アイテムを使う または

ドリフト
またはを押しな
がら+（左右）

小さくジャンプ 

ハンドル操作 （左右）

ブレーキ/バック 

アクセル または



を押すと、ドライバ
ー視点に切りかわりま
す。ドライバー視点の
ときは、本体を左右に
傾（かたむ）けること
でも、ハンドル操作ができます。
/を押すと、元の視点と操作にもどり
ます。

ドライバー視点で操作する

このソフトでは、本体
を 動 か し て 遊 び ま す 。
遊ぶ前に、まわりに十
分なスペースがあるこ
とを確認し、本体を両
手でしっかり持って遊んでください。
けがや故障、周囲のものの破損の原因
となりますので、はげしい動きや操作
を行わないようにしてください。

※「設定」【→18】で「ジャイロセンサ
ー」を「つかわない」に設定している場
合は、本体を傾けてもハンドル操作はで
きません。



5 ドライビングテクニック

『マリオカート7』をより楽しむためのテ
クニックを紹介します。

スタート時のカウント
ダウン中に、あるタイ
ミングから/を押し
続けると、通常よりも
すばやく飛びだせます。

ロケットスタート

/を押したままを
押し、同時にを曲が
りたい方向に入力する
と、速度を落とさずに
急なコーナーを曲がれ
ます。

ドリフト

しばらくの間ドリフト
を続けると、⻘色の火
花がでます。そのとき
にをはなすと、短時
間ダッシュできます。

ミニターボ



ジャンプ台などでジャ
ンプするときにを押
すと、空中でジャンプ
アクションを行います。
ジャンプアクションに
成功すると、着地時に短時間ダッシュでき
ます。

ジャンプアクション

停止した状態で、/
とを同時に押しなが
ら、を左か右に入力
すると、その場で方向
を変えることができま
す。

スピンターン

ドリフト中、⻘色の火
花に続きオレンジ色の
火花がでます。そのと
きにをはなすと、ミ
ニターボより⻑くダッ
シュできます。

スーパーミニターボ



6 アイテムの使いかた

レース中に、コース上にあるアイテ
ムボックスを通過すると、アイテ
ムを入手できます。

アイテムの入手のしかた

すでにアイテムを持ってい
る場合は、アイテムボック
スを通過してもアイテムを
入手できません。ただし、
アイテムを装備している状態であれ
ば、アイテムを入手できます。

アイテムの利用のしかた

アイテムには装備できるものが
あります。アイテムを装備する
と、アカこうらなどを防ぐこと
ができます。【→7】

アイテムを装備する

一部のアイテムは投げる方向を前後に変え
ることができます。【→4】

アイテムを投げ分ける



7 アイテムリスト

トリプルバナナ

/を押すと装備し、再度押すた
びに1本ずつ使用します。

バナナ

コースに設置でき、踏（ふ）んだカ
ートをスピンさせます。/を押
し続けている間、装備できます。

アイテムには、様々な効果があります。
※ は装備可能なアイテムです。

アカこうら

投げると前方のカートを追いかけ、
当たったカートを転倒させます。
/を押し続けている間、装備で
きます。

ミドリこうら

投げると直進し、当たったカートを
転倒（てんとう）させます。/
を押し続けている間、装備できま
す。

トリプルミドリこうら・トリプル
アカこうら

/を押すと装備し、3つのこう
らがカートの周囲を回ります。再度
押すたびに1個ずつ投げます。



トゲゾーこうら

投げると先頭のカートを追いかけ、
当たったカートを転倒させます。先
頭のカートに追いつくまで、ほかの
カートに当たっても進み続けます。

ダッシュキノコ

一定時間カートのスピードが上がり
ます。

ボムへい

投げたり置いたりすると、カート
接近時か一定時間後に爆発（ばく
はつ）します。爆風（ばくふう）に
触れたカートは、転倒またはスピン
します。/を押し続けている間、
装備できます。

キラー

一定時間キラーに変身し、高速で自
動的に進みます。ぶつかったカート
を転倒させます。

パワフルダッシュキノコ

一定時間、/を押すたびにダッ
シュキノコを使うことができます。

トリプルダッシュキノコ

合計3回ダッシュキノコを使うこと
ができます。



サンダー

ライバルのカートをスピンさせま
す。その後、一定時間小さくして
スピードをおそくします。

スーパースター

一定時間無敵になり、ぶつかったカ
ートを転倒させます。スピードも速
くなります。

ゲッソー

自分より上位にいるライバルのカー
トにスミをはいて、視界を悪くしま
す。

ファイアフラワー

一定時間、/を押すたびにファ
イアボールを投げることができま
す。ファイアボールに当たったカー
トはスピンします。

スーパーこのは

カートにしっぽがつきます。/
を押すたびにしっぽをふって、周り
のカートを攻撃（こうげき）した
り、ミドリこうらなどをはね返した
りできます。

ラッキー7 

/を押すと7つのアイテムがカ
ートの周囲を回ります。再度押すた
びに1つずつ使います。



8 グランプリ

8つのカップ（大会）があり、それぞれ4
つのコースがあります。各コースでレース
を行い、その総合順位を8台のカートで競
います。

画面の見かた

1

５３

４

２

❶ 現在持っているアイテム

❷ 現在の順位

❸ 1位～8位までの順位

❹ 現在の周回数/規定周回数

❺ 現在持っているコインの枚数



レースが終了すると、順位に応じてドライ
バーズポイントがもらえます。4レースで
入手したドライバーズポイントの合計で、
総合順位が決まります。総合順位が3位ま
でにはいると、トロフィーをもらえます。
同時に、ドライビングテクニックがランク
で評価されます。最高評価は★★★です。

結果画面

下画面をタッチすると、マップ表⺬を切り
かえられます。

マップ画面の切りかえ

コインについて

コース上のコインを取得する
と、カートのスピードが速くな
ります。コインは最大10枚ま
で取得できます。転倒（てんとう）や
スピンをすると、コインを落としま
す。



9 タイムアタック

これまでの最速レコードでゴールすると、
その走りがゴーストとして自動的にセーブ
されます。

ゴーストのセーブ

選んだコースを1台で
走行し、最速レコード
をめざします。記録し
た走行ラインを再現す
るゴーストといっしょ
に走行することもでき
ます。

ゴースト



10 ふうせんバトル

アイテムを使ってライ
バルと風船（ふうせん）
を割り合うゲームです。
制限時間内に「割った
風船の数」で、順位が
決まります。カートについている風船がす
べてなくなると、「割った風船の数」が減
ります。



11 コインバトル

ステージ上のコインを
集めるゲームです。制
限時間内に集めたコイ
ンの数で、順位が決ま
ります。転倒（てんと
う）やスピンをすると、コインを落としま
す。



12 ローカル通信対戦の始めかた

グループをつくる

プレイする人数分の本体と『マリオカート
7』が1本以上あれば、最大8人まで対戦
プレイを楽しむことができます。
※ソフトを持っていないプレイヤーは、ダ

ウンロードプレイで対戦に参加できま
す。

対戦プレイ（ローカルプレイ）

ニンテンドー3DS LL/3DS本体･････････
･･････プレイする人数分の台数（最大8台）
『マリオカート7』･････････････････････
･･････プレイする人数分の本数（最大8本）

用意するもの

タイトルメニュー画面
で「みんなで」→「グ
ループをつくる」の順
に選びます。

❶

ソフトを持っているプレイヤーの1
人



画面の表⺬にしたがって進みます。❸

❷ 参加者の名前が表⺬さ
れたら「しめきる」を
選びます。

フレンド登録
ボタン

お互いにフレンド登録ボタンを押す
と、フレンドになることができます。
フレンドになると、インターネット通
信でいっしょに遊ぶことができます。
フレンドの一覧は、HOMEメニューの
フレンドリストから見られます。

フレンド登録ボタンについて

グループにはいる

ソ フ ト を 持 っ て い る プ レ イ ヤ ー

タイトルメニュー画面
で「みんなで」→参加
したいグループの「プ
レイヤー名」の順に選
びます。

❶

画面の表⺬にしたがって進みます。❷



ソフトを持っていないプレイヤー

❶ HOMEメニューで「ダ
ウンロードプレイ」→

「はじめる」の順に選び
ます。

※キャラクターは自動的にヘイホーが
選ばれます。

※本体の更新が必要な場合があります。
画面の指⺬に従って、本体の更新を
行ってください。

「通信が中断されました」と表⺬さ
れ、本体の更新に失敗する場合は、
HOMEメニューの「本体設定」から
本体の更新を行ってください。詳し
くは、本体取扱説明書の「本体の更
新」のページをお読みください。

ゲームが始まるのを待ちます。❸

❷「ニンテンドー3DS」ロ
ゴ→『マリオカート7』
の順に選びます。

※ソフトを持っているプレイヤーがグ
ループをつくると、『マリオカート
7』がリストに表⺬されます。



13 インターネットに関するご注意

このゲームは､インターネットに接続して
無料で対戦ができます。ご利用に関して、
以下の点に注意してください｡

●インターネットに接続すると、あなたの
入力した情報（Miiの名前やコメントな
ど）が多くの人の目に触れる可能性があ
ります。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
⺬板などで、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。

●ゲームデータの改ざんなどにより、他の
ユーザーに迷惑をかけるような不正行為
は絶対に行わないでください。そのよう
な行為が確認された場合、当サービスへ
の接続停止などの対処を行う場合があり
ます。

●ゲームサーバーは、障害の発生によるメ
ンテナンスなどによって、予告なく一時
停止することがあります。また、将来的
に各対応ソフトのサービスを終了するこ
とがあります。詳しくは、任天堂のホー
ムページをご覧ください。



Nintendo Networkは、インター
ネットを通じてさまざまな遊びや
コンテンツなどが楽しめる、任天
堂のネットワークサービスの総称
です。世界中の人と一緒にゲーム
を楽しんだり、有料ソフトやコン
テンツをダウンロードしたり、映
像やメッセージなどを受け取った
り、いろんなネットワークサービ
スが楽しめます。

Nintendo Networkについて

本ソフトは、Nintendo Network対
応ソフトです。
このソフトでできることについては、
インターネット通信の項目およびいつ
の間に通信の項目をご覧ください。

通信が切断されることがあります。

●インターネットに接続すること、または
接続できないことによって生じたいかな
る損害についても、当社は一切の責任を
負いません。あらかじめご了承くださ
い。

●インターネット対戦中に、操作をしない
ままでいたり、HOMEメニューを開いた
ままにしていたりすると、対戦相手との



14 インターネット通信対戦の始めかた

インターネット通信で対戦する

※インターネット設定については、本体の
取扱説明書をお読みください。

インターネットに接続すると、遠くはなれ
た人と通信で対戦できます。

※「保護者による使用制限」の設定方
法は、本体の取扱説明書をお読みく
ださい。

本体の「保護者による使用制限」を設
定すると、ほかのユーザーとのインタ
ーネット通信を制限することができま
す。



対戦相手を選ぶ

コミュニティで
【→17】

コミュニティに参加
しているメンバーで
対戦します。

フレンドやライ
バルと【→16】

フレンド登録した友
だちや、一度対戦し
た人、すれちがった
人と対戦します。

せかいのだれと
でも【→15】

対戦相手を世界中の
プレイヤーから探し
て対戦します。

3つの項目の中から、対戦
したい相手を選びます。



15 せかいのだれとでも

VRとは、プレイヤーの強さを表す数
値です。1000から始まり、対戦に勝
つと上がり、負けると下がります。対
戦相手には、VRの近いプレイヤーが
選ばれます。

VRについて

世界中のプレイヤーと、
レースかバトルで対戦
します。対戦結果でVR
が変動します。

VR



16 フレンドやライバルと

※合流できないときは、しばらく待ってか
ら、もう一度試してください。

※最近対戦した人や、すれちがった人にカ
ーソルを合わせて、を押すと、リスト
から消すことができます。リストから消
した相手とは、オンライン情報を交換

（こうかん）しなくなり、合流されるこ
ともなくなります。

インターネット通信をして
いるフレンド/最近対戦し
た人/すれちがった人の中
から、合流したい人を選び
ます。合流すると、いっし
ょに対戦することができます。

フレンドについて

※『マリオカート7』のソフトが本体に差
しこまれている必要があります。

※「 参 加 O K 」 の フ レ ン ド が い る 場 合
HOMEメニューのフレンドリストのアイ
コン（ ）に がつきます。

※フレンドリストについては、本体の取扱
説明書をお読みください。

フレンドの登録や管理は、
HOMEメニューのフレンド
リストで行えます。また、
フレンドリストからもソフ
トに参加できます。「参加
OK」になっている黄色のフレンドカード
を選び「プレイ中のソフトに参加する」を
タッチすると、ソフトを起動していっしょ
に対戦することができます。



17 コミュニティで

お好みのコミュニティを選
ぶと、そのコミュニティに
参加しているメンバーだけ
で集まって、対戦できま
す。コミュニティは、自分
でつくることもできます。
※コミュニティで遊ぶには、「マリオカー

トチャンネル」【→18】のデータが必
要です。

おすすめ

「マリオカートチャン
ネ ル 」 で 配 信 さ れ た

「おすすめコミュニテ
ィ」から選んで参加し
ます。

お気に入り
参加したことのあるコ
ミュニティから選んで
参加します。

番号でさがす
教えてもらった「コミ
ュニティ番号」を入力
して参加します。

コミュニティを
つくる

遊びかたや条件を決め
て、コミュニティをつ
くります。



コミュニティに参加する

コミュニティに参加しているメンバーの中
から、8人までのグループがつくられます。
コメントを選ぶことで、簡単なコミュニケ
ーションができます。メンバーの1人が

「さあ

 

はじめよう！」を選ぶと、対戦が始
まります。

コミュニティをつくる

対戦のルールや条件を決めて、コミュニテ
ィをつくります。つくったコミュニティの
番号を友だちに教えて、「番号をさがす」
で入力してもらうと、いっしょに対戦でき
るようになります。
※コミュニティの設定は、後から変えるこ

とができませんのでご注意ください。

最近1カ月の対戦結果をもとに、コミュニ
ティ内でのランキングが決まります。

コミュニティのランキング



18 マリオカートチャンネル

「マリオカートチャンネル」を使うと、す
れちがい通信やいつの間に通信で、ほかの
プレイヤーと交流できます。
初めて「マリオカートチャンネル」を使う
ときは、画面の指⺬にしたがって、SDカ
ードにデータを作成し、すれちがい通信や
いつの間に通信などの設定をします。

マリオカートチャンネル画面

２

３

１

5４

❸ おすすめコミュニティ

おすすめコミュニティの情報を確認できま
す。

❷ ゴースト

すれちがい通信や、いつの間に通信で配信
されたゴーストと対戦できます。

❶ 新着プロフィール

すれちがい通信で受け取った新しいプロフ
ィールを確認できます。インターネットで
対戦することもできます。



❺ プロフィール編集

●Miiをかえる
『マリオカート7』で使用するMiiをかえる
ことができます。

●コメントをかえる
すれちがい通信で送るコメントを編集でき
ます。個人を特定できるような重要な情報
や他人が不快になる言葉は使用しないでく
ださい。

●マシンをかえる
お気に入りのマシン（カート）を設定しま
す。すれちがった人の画面に、あなたの
Miiがお気に入りのマシンに乗って登場し
ます。

●グランプリをかえる
お好みの4コースを選んで、グランプリを
つくります。すれちがった人は、あなたが
つくったグランプリであなたのMiiと対戦
できます。

●設定
すれちがい通信や、いつの間に通信をする
かどうか、お住まいの地域やオンライン情
報を公開するかどうか、ジャイロセンサー
を使用するかどうかを設定できます。

❹ すれちがいリスト

過去にすれちがった人の一覧を表⺬しま
す。



19 すれちがい通信について

すれちがい通信で情報を交換
（こうかん）する

本ソフトのすれちがい通信を設定した本体
同士が近づくと、自動的にプレイヤー名や
Miiの情報、ゴースト、参加しているコミ
ュニティの情報などを交換します。
※相手側の本体も、すれちがい通信の設定

をしている必要があります。

「すれちがい通信」を設定する

タイトルメニュー画面で「マリオカートチ
ャンネル」を選びます。画面の指⺬にした
がって、すれちがい通信を本体に登録しま
す。

すれちがい通信をやめるに
は、本体設定の「データ管
理」の「すれちがい通信管
理」から、『マリオカート
7』のアイコンを選んで、

「すれちがい通信をやめる」をタッチして
ください。

「すれちがい通信」をやめる

※「保護者による使用制限」の設定方
法は、本体の取扱説明書をお読みく
ださい。

本体の「保護者による使用制限」を設
定すると、ほかのユーザーとのすれち
がい通信を制限することができます。



20 いつの間に通信について

スリープモードにしていると、インターネ
ットに接続できる無線LANアクセスポイン
トを自動的に探して通信し、世界中の様々
なゴーストや、おすすめコミュニティの情
報を受け取ることができます。

いつの間に通信で情報を受け取
る

※いつの間に通信で受け取ったデータは、
SDカードに保存されます。SDカードは
いつも本体に差し込んでおくことをおす
すめします。

「いつの間に通信」を使用する

●操作手順
タイトルメニュー画面で「マリオカートチ
ャンネル」を選びます。画面の指⺬にした
がって、いつの間に通信を本体に登録しま
す。

いつの間に通信を使用するには、利用規約
への同意と本体のインターネット設定が必
要です。
※利用規約やインターネットの設定方法

は、本体の取扱説明書をご覧ください。
※「いつの間に通信」を使用するには、SD

カードが必要です。



「いつの間に通信」をやめる

●操作手順

❺「OK」を選びます。

❸「設定」を選びます。

❹「いつの間に通信」で「しない」を選び
ます。

❶ タイトルメニュー画面で「マリオカー
トチャンネル」を選びます。

❷ プロフィール編集を選びます。



21 お問い合わせ先

商品･販売･取り扱いに関する
お問い合わせ

お客様ご相談窓口

PHS、IP電話からは 075-662-9611 におかけく
ださい。

※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。

※攻略情報についてはお答えをしておりません。

電話受付時間 月～金：9:00～17:00 (土、日、
祝、会社設定休日を除く)

0570-011-120

〒601-8501 京都市南区上鳥羽鉾立町11番地1

修理に関する
お問い合わせ･送り先

任天堂サービスセンター

PHS、IP電話からは 0774-28-3133 におかけく
ださい。

※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。

電話受付時間 月～金：9:00～21:00
土：9:00～17:00(日、祝、会社
設定休日を除く)

〒611-0042 京都府宇治市小倉町神楽田56番地
任天堂サービスセンター

0570-021-010
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