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1 ご使用になる前に

ごあいさつ

このたびは『マリオテニスGB』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、この電子説明書を
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。

本ソフトは、原作のゲーム内容をニンテ
ンドー3DS上で再現したものであり、
動作・表現などに原作とは若干の違いが
ありえます。あらかじめご了承くださ
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、この電子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



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。

©2000 Nintendo/CAMELOT
GAME BOY・ゲームボーイ・ニンテンド
ー3DSのロゴ・ニンテンドー3DSは任天
堂の商標です。

CTR-N-QAWJ-JPN-00

本ソフトウェアでは、フォントワークス株
式会社のフォントまたは同社のフォントを
改変したフォントを使用しています。

●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。



2 ゲーム紹介

『 マ リ オ テ ニ ス GB 』
は、テニスの試合や練
習を行いながら、自分
のキャラクターを育て
ていくテニスゲームで
す。



3 操作方法

テニスプレイ中の操作

※をななめに押すと、ショットの角度が
右や左に入力した場合の半分になりま
す。

トスを上げる /

フラッ トサー
ブ

+

スライ ススピ
ンサーブ



サーブ

トップスピ ン
サーブ



キャラク ター
の移動



ポーズメ ニュ
ーの表⺬

サーブや ショ
ット の方向選
択





トップスピ ン
ショット



ため打ち のキ
ャンセル

スライ ススピ
ンショット



ショット

フラッ トショ
ット

+

ロブ →

ドロップシ ョ
ット

→

ボレー
/（ネットの
近くにいるとき）

スマッシュ
+（ボールが
ある程度の高さに
あるとき）



ロイヤルテニスアカデミーの操作

キャラク ター
の移動



ポーズメ ニュ
ーの表⺬

ダッシュ +

話しかける 

メッセ ージ送
り

/

メッセ ージの
早送り

/⻑押し



決定 

ページ送り
（テニスじてん
表⺬中）

キャンセル 

その他の操作

ゲームス ター
ト

/ （タイ
トル画面のとき）

項目の選択 

※++ + を同時に押す
と、ゲームをリセットしてタイトル画面
に戻ります。

と、 とは同じ操作がで
きます。

行や用語 の選
択

（テニスじてん
表⺬中）



4 ゲームの始めかた

オープニングデモが終
わると、タイトル画面
が 表 ⺬ さ れ ま す 。

を押すとメイ
ンメニュー画面に進み
ます。



試合形式を設定して試合をします。

エキシビション（→8）

ミニゲームを遊びます。

マリオミニゲーム（→9）

ロイヤルテニスアカデミーでテニスプレイ
ヤーを育成します。

ストーリーモード（→10～11）

キャラクターのステータスを確認します。

ステータス（→17）

いずれかのメニューを
選びます。

※「つうしんたいせん」は遊べません。

メインメニュー

※「64データをけす」は選べません。

バックアップ

セーブデータを消去します。（→6）

テニスじてん

テニスの専門用語につ
いて調べます。調べた
い用語のある行を選ん
で、調べたい用語を選
びます。



5 ゲームの終わりかた

プレイ中に を押すと、ゲームが中
断され、下画面にHOMEメニューが表⺬
されます。「おわる」をタッチすると、ゲ
ームの進行状況をセーブ（保存）して終了
します。これをVC中断機能といいます。
詳しくは、｢VCで使える機能｣のページを
ご覧ください。



6 データのセーブ（保存）と消去

データのセーブについて

「マリオミニゲーム」や「エキシビション」
では、スコアと獲得した経験値が自動で記
録されます。
一部のモードではセーブ方法が異なりま
す。

ストーリーモードのセーブ

宿舎に戻り、「はい」
を選ぶとセーブができ
ます。

中断セーブ

「ストーリーモード」や「エキシビション」
の試合中に、ポーズメニュー（→16）の

「ちゅうだんする」から「セーブ」を選ぶ
と、中断データとしてセーブされ、メイン
メニューに戻ります。
※ゲームを再開すると、中断データは消去

されます。



「バックアップ」（→4）で消去したいスロ
ットを選びます。

データをすべて消去

「バックアップ」で「すべてけす」を選び
ます。

データの消去について

データの消去方法には、次の2つがありま
す。

データを選んで消去

※データを消去するときは、データの内容
を十分にご確認ください。消去したデー
タは元に戻せません。



7 VCで使える機能

VC（バーチャルコンソール）のソフトで
のみ、使える機能があります。

VC中断機能

でゲームを中断し、ゲームの状況
を保存する機能です。
ゲーム中に を押すと、下画面に
HOMEメニューが表⺬されます。その際、
ゲームは中断され、そのときのゲームの状
況が自動的に保存されます。
この機能を使うと、ゲームの途中で他のソ
フトを立ち上げたり、本体の電源をOFFに
しても、次回ゲームを起動すると、中断さ
れたところから再開できます。
※再開すると、保存されていたゲームの状

況は消えます。



VCメニュー

まるごとバックアップ機能

ゲームの内容を、好きなタイミングでバッ
クアップ（コピーして保存しておくこと）
できる機能です。
まるごとバックアップ機能は、コピーする
際のゲーム状況とゲーム内のすべてのセー
ブデータを同時にバックアップします。バ
ックアップしたデータは上書きされるまで
消えることはありません。
バックアップしたデータをよみこむと、何
度でも同じところからゲームを再開するこ
とができます。

ゲーム中に下画面をタッチ(もしくは⻑
押し)すると表⺬されるメニューです。VC
メニューが表⺬されている間は、ゲームが
一時中断されます。

「まるごとバックアップ機能」を有効にす
るか無効にするかでメニュー内容が変わり
ます。

※「まるごとバックアップ機能」について
詳しくは以下をご覧ください。

有効時 無効時



まるごとバックアップ機能を使用
する場合のご注意

バックアップしたデータをよみこむ
と、 ゲーム内でセーブデータを作成し
ていた場合、そのセーブデータが上書
きされる場合があります。

（例）

❶ 10月24日に、まるごと

 

バックア
ップ機能を使って、ゲーム状況と
ゲーム内のセーブデータをバック
アップ（）します。

10/24



まるごとバックアップ
データ

❷ 10月28日に、ゲームを進めた内容
（+α）をゲーム内のセーブデータに
保存します。

ゲーム状況

セーブデータ

ゲーム内容

ゲーム状況

セーブデータ

10月24日

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

セーブデータ +α

10/28

ゲーム内容



❸ この状態で、10月24日にバックア
ップしたデータを よみこむ（）



まるごとバックアップ
データ

10/28

❹ バックアップしたデータがゲーム
内のセーブデータを上書きして、
ゲームを進めた内容（+α ）が失わ
れ、10月24日のゲームの内容に戻
ります。

10/28

セーブデータ +α

ゲーム内容

ゲーム状況

セーブデータ

10月24日

ゲーム状況

セーブデータ

ゲーム内容

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



まるごとバックアップ機能が有効の時

ゲームを再開 ゲームを再開します。

まるごと復元

まるごと保存でバック
アップしたデータをよ
みこみます。
※データがある場合の

み表⺬されます。

まるごと保存
ゲーム状況とゲーム内
のセーブデータをバッ
クアップします。

リセット
タイトル画面に戻りま
す。

まるごとバックアップ機能の有効無効
を切り替える

本ソフトを初めて起動し、下画面をタッチ
すると、まるごとバックアップ機能を有効
にするか聞かれます。「はい」を選ぶと有
効時のVCメニューが表⺬され、「いいえ」
を選ぶと無効時のVCメニューが表⺬され
ます。次回起動時からは、初回に選んだ
VCメニューが表⺬されます。
VCメニュー表⺬中に＋ ＋を
同時に押すと、機能の有効、無効を切り替
えることができます。



●ゲームの内容をバックアップする

バックアップしたいところで下画面をタ
ッチし、「まるごと保存」をタッチしま
す。コピーする際のゲーム状況が上画面
に表⺬されていますので、バックアップ
する場合は「はい」を選んでください。

●バックアップしたデータをよみこむ
バックアップした状況からゲームを再開
する場合は、「まるごと復元」をタッチ
します。

※まるごとバックアップ機能でコピーでき
るデータは１つです。すでにデータがあ
る場合は、上書きされますのでご注意く
ださい。

※ゲーム内のセーブデータを複数人で使用
している場合は、バックアップデータで
他の人のセーブデータを上書きしない
か、ご注意ください。



まるごとバックアップ機能が無効の時

ゲームを再開したいときは「ゲームを再
開」をタッチ、タイトル画面に戻りたいと
きは「リセット」をタッチしてください。
※まるごとバックアップ機能で、すでにバ
ックアップしたデータは、無効にしても
保存されています。

おまけ

ソフトが発売された当時のゲームボーイの
雰囲気で遊ぶことができます。

ゲームボーイの画素数にする

HOMEメニューで本ソフトのアイコンをタ
ッチするとき、 または を
押しながらゲームを起動します。
元の画素数に戻す場合は、何も押さない状
態でゲームを起動してください。



8 エキシビション

試合のしかたを決める

対戦方法（シングルスまたはダブルス）、
ゲーム数（2ゲームまたは6ゲーム）、セ
ット数（1・3・5セットのいずれか）を選
びます。

試合形式を設定し、試合を行います。自分
の作成したキャラクターで試合をすると、
経験値がもらえます。

キャラクターを選ぶ

はじめから用意されているキャラクター
か、自分で作成したキャラクター（最大6
人）から選びます。ダブルスの場合は1P

（P＝プレイヤー）と3C（C＝コンピュー
タ）、2Cと4Cがそれぞれチームを組んで
戦います。



コートを選ぶ

コートはそれぞれ「たまあし」（バウンド
した後のボールの速さ）と「バウンド」

（ボールの弾みかた）が違います。コート
を選ぶと試合が始まります。

ハードコー
ト

コンクリートをラバー
（硬いゴム素材）で覆
ったコートです。
たまあし：ふつう
バウンド：つよい

カーペット
コート

表面が人工芝で覆わ
れたコートです。
たまあし：さいそく
バウンド：ふつう

クレイコー
ト

表面が土で覆われた
コートです。
たまあし：おそい
バウンド：よわい

グラスコー
ト

表面が天然の芝で覆
われたコートです。
たまあし：はやい
バウンド：よわい



9 マリオミニゲーム

ミニゲームをやりなおす
ポーズメニュー（→16）で、「ちゅ
うだんする」→「やりなおす」を選ぶ
とミニゲームをはじめからやりなおせ
ます。
また、「レベルセレクトへ」を選ぶ
と、レベルを選ぶ画面に戻ります。

ミニゲームの選びかた

1.プレイしたいミニゲームを選ぶ

2.プレイするレベルを選ぶ

3.ルールの説明を見る

選んだレベルによって達成条件が変わりま
す。

ルイージやベビィマリ
オなどを操作してミニ
ゲームを遊びます。



10 ストーリーモード／始めかた

使用するキャラクターを男女から選びま
す。このときに を押すと、キャラ
クターのきき腕を変更できます（「R」が
右きき、「L」が左きき）。キャラクター
を決めると能力の詳しい情報が表⺬されま
す。そのキャラクターを選ぶ場合は、「は
い」を選びます。

選んだキャラクターに5文字以内で名前を
つけます。次にパートナーの名前をつけま
す。名前入力が終わると、ロイヤルテニス
アカデミー本館前から、ストーリーモード
が始まります。

キャラクターを選ぶ

名前をつける

スロットを選ぶ

メインメニューでキャラクターを作るスロ
ットを選びます。



11 ストーリーモード／遊びかた

ストーリーを進行したり、自分のキャラク
ターを成⻑させるには、以下のことが必要
です。

はじめはジュニアクラスに所属していま
す。ジュニアクラスコートで行われるラン
キング戦に勝つと、ランクが上がります。
また、ランキング戦でクラスチャンプに勝
つと、シニアクラスに上がることができま
す。シニアクラスでランキング戦に勝つこ
とでも、ランクが上がります。

ランクとクラスを上げる

トレーニングセンターやトレーニングコー
トで練習したり、試合をすると経験値をも
らえます。
※練習に失敗すると、経験値がもらえない

場合があります。

経験値を手に入れる



トップ
トップスピンのかか
り具合

スライス
スライススピンのか
かり具合

スピン

サーブ サーブの強さ

ボレー ボレーの強さ

ストローク ショットの強さ

パワー

レベルアップについて

経験値は、自分やパートナーに自由に振り
分けることができます。一定の経験値を振
り分けると、キャラクターのレベルが上が
ります。レベルアップすると「スピン」

「パワー」「コントロール」「スピード」
のどれかの能力を選んで上げることができ
ます。



アングル
ボールを打てる角度
の広さ

プレース
コートの隅を狙う能
力

コントロール

スピード
移動するときのトッ
プスピード

ブレーキ
止まりやすさ（低い
と止まるときに滑り
やすい）

ダッシュ
移動するときの加速
能力

スピード

きびんさ
移動するときの切り
返しの早さ



12 テニスプレイ中の画面の見かた

これから行うサーブが何回目かを表しま
す。「1ST」なら1回目、「2ND」なら2
回目のサーブです。「P1」はプレイヤー1
のサーブを表します。

❶ 対戦相手

❷ お互いのスコア

❸ サーブの情報

以下はシングルスの画面です。

❶

❷
❸



13 スコアについて

4ポイント取れば1ゲーム獲得できます。

ポイント

ポイントの数えかた

テニスでは、ポイントの数えかたが決まっ
ています。0ポイントは0（ラブ）、1ポイ
ントは15（フィフティーン）、2ポイント
は30（サーティ）、3ポイントは40（フ
ォーティ）と呼びます。4ポイント取れば1
ゲーム獲得できます。

おたがいの獲得したポイントが40対40の
同点になった状態を「デュース」といいま
す。デュースの状態から1ポイントを取っ
た状態を「アドバンテージ（Adv.）」と
いい、そこからさらに1ポイント続けて取
れば、そのゲームを獲得できます。

デュースについて



2ゲームまたは6ゲームを取れば1セット獲
得できます。

ゲーム

1セットマッチの場合、1セットを獲得し
たプレイヤーが勝ちです。3セットマッチ
の場合は2セット、5セットマッチの場合
は3セットを先に獲得すると勝ちです。

セット

おたがいのゲーム数が2対2、または6対6
となった場合、「タイブレーク」となり、
相手より先に7ポイントを取るとそのセッ
トを獲得できます。

タイブレークについて



14 サーブ

※トスしたボールがもっとも高く上がった
ところでサーブをすると「ナイス！」と
表⺬され、速いサーブが打てます。

高い弾道で飛び、相手のコートで高くバウ
ンドします。弾道の色はオレンジです。

トップスピンサーブ

低い弾道で飛び、相手のコートであまりバ
ウンドしません。弾道の色はブルーです。

スライススピンサーブ

もっともスピードの速いサーブです。弾道
の色はピンクです。

フラットサーブ

またはでボールを
トスして、ボールが空
中にある間に、また
は（または+）
でサーブします。操作
によってサーブの種類
が変化します。サーブ
は相手コートの対角方
向のサービスエリアに
入れなければいけません。

サービスエリア



15 ショット

自分のコートにボールが来たら、ボールの
近くまで移動し、などで打ち返します。

ため打ち
ボールが来るより少し早めにボタンを
押すと、力をため始めます（キャラク
ターが点滅します）。この状態でボー
ルが来たとき、ショットを打てる条件
がそろっていれば、より強力でコース
を打ち分けやすいため打ちができま
す。
力をため始めると移動しづらくなりま
すが、力をためる動作をキャンセルす
ると、通常の速度で移動できます。



相手のコートの奥に向かって高い弾道で飛
びます。弾道に色はありません。

ロブ

まっすぐな弾道で飛ぶ速いショットです。
弾道に色はありません。

フラットショット

強いショットを打つ
トップスピンショット、スライススピ
ンショットは、それぞれボタンを2回
連続で押すと、1回だけ押したときよ
りも強いショットになります。
※トップスピンショットとスライスス

ピンショットの弾道の色は、ボタン
を2回押した場合です。

高い弾道で飛び、相手
のコートで高くバウン
ドします。弾道の色は
オレンジです。

トップスピンショット

低い弾道で飛び、相手
のコートであまりバウ
ンドしません。弾道の
色はブルーです。

スライススピンショット



ネットをぎりぎり越えて相手コートに落ち
る弱めのショットです。弾道に色はありま
せん。

ネットの近くから相手のショットを直接打
ち返します。弾道に色はありません。

ドロップショット

ボレー

もっとも強力で速いシ
ョットです。ため打ち
状態にして、ボールが
ある程度の高さにある
ときに打つ必要があり
ます。弾道の色はピン
クです。

スマッシュ

コートに☆マークが出たら

スマッシュが打てる場
所 に は 「 ☆ 」 マ ー ク

（スマッシュポイント）
が表⺬されます。その
位置に移動してと
を 押 し て 力 を た め ま
す。来たボールの高さ
がちょうどよければ、スマッシュを打つこ
とができます。

※ボールが低いとフラットショットになり
ます。



16 ポーズメニュー

プレイ中に を押すと、ポーズメニ
ューが表⺬されます。表⺬されるメニュー
は、そのときの状況によって変わります。

ルールせつめい

そうさのしかた

クリアステータス

プレイ中の試合のルールを確認で
きます。

ボタンの操作について確認できま
す。

「ストーリーモード」のクリア状況
を確認できます。



ちゅうだんする

ステータス

プレイを中断したり、セーブした
りできます。

キャラクターのデータや装備して
いるアイテムを確認できます。

セーブ
途中経過をセーブし
て、メインメニュー
に戻ります。

キャンセル
中断をキャンセルし
ます。

メインメニ
ューへ

途中経過をセーブし
ないでメインメニュ
ーに戻ります。

しあいをや
める

プレイ中の試合を止
めます。

育てているキャラク
ターとパートナーの
ステータスを確認で
きます。

キャラデー
タ

キャラクターが装備
しているラケットや
シューズの種類を確
認できます。

そうびアイ
テム



せってい

カメラモード

ミュージック

メッセージ

カメラや音楽、メッセージの設定
ができます。

試合中の視点を設定できます。

音楽のオン／オフを設定できます。

メッセージの流れる速度を設定で
きます。

通常のカメラ視点で
プレイします。

ノーマル

自分のキャラクター
が常に画面の手前に
表⺬されます。

フロントア
ップ

音楽を流します。オン

音楽を消します。オフ

おそい
メッセージの流れる
速さを遅くします。

はやい
メッセージの流れる
速さを速くします。

ふつう
メッセージの流れる
速さを普通の速さに
します。



17 ステータス

スロットで確認できること

※「64ステータス」は選べません。

❶ 自分のデータ

❸ パートナーのデータ

スロットを選ぶと、育てているキャラクタ
ーの能力を確認できます。
※「64トーナメント」は選べません。

「スピン」や「パワー」などの項目の横の
数字は、レベルアップした回数です。で
自分の、でパートナーのより詳しい情報
が確認できます。

キャラデータ

自分が育てたキャラクターや「マリオキャ
ラ」（マリオやルイージなど、マリオシリ
ーズのキャラクター）の情報を確認できま
す。

❷ 今までのプレイ時間

❶ ❸

❷



「マリオキャラ」で確認できるこ
と

「エキシビション」でタテに並んだキャラ
クターが、ヨコに並んだキャラクターと試
合をしたときの成績を確認できます。矢印
が表⺬されている場合はその方向にを押
すと、画面が切り替わります。「△」や

「○」などは対戦時の相手の強さです。

エキシビション

「マリオミニゲーム」での成績が確認でき
ます。クリアしたレベルにはキノコマーク
が表⺬されます。

マリオミニゲーム

詳しい情報

今までの獲得経
験値

「ストーリーモード」でのランキング戦や
トレーニングのクリア情報です。クリアし
た項目にはマークがつきます。

クリアステータス

アイテムせってい

※現在装備しているアイテムには「E」が
つきます。

「ストーリーモード」で手に入れたアイテ
ムを確認でき、自分のキャラクターの装備
アイテムを変更できます。



18 キャラクター紹介

マリオ

タイプ：オールラウンド
マリオはどんなプレイも難なく
こなせます。

ピーチ

タイプ：テクニック
ショットのコントロールの良さ
が自慢です。

ベビィマリオ

タイプ：スピード
足の速さを生かして小さな体で
走り回ります。

ルイージ

タイプ：オールラウンド
マリオに負けないバランスの良
い能力を持ちます。

ドンキーコング

タイプ：パワー
大きな体で力強いショットを打
ってきます。



19 お問い合わせ先

※ゲームの攻略情報についてはお答えしておりません。

『マリオテニスGB』
に関するお問い合わせ先

任天堂株式会社
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ニンテンドー3DSのサービス全般、お
よび各ソフトに関するお問い合わせ先
につきましては、ニンテンドーeショッ
プの「設定・その他」の「お問い合わ
せについて」をご覧ください。
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