
1 安全に使用するために

はじめに

2 ゲーム紹介

3 操作方法

4 ゲームの始めかた

5 ゲームの終わりかた

6 データのセーブ（保存）と消去

7 VCで使える機能

ゲームの遊びかた

8 ゲームの進めかた

9 画面の見かた

10 アクション

11 パワーアップマリオ

12 いろいろなマリオ

13 キャラクターの紹介



1 安全に使用するために

本ソフトは、原作のゲーム内容(通信機
能を除く)をニンテンドー3DS上で再現
したものであり、動作・表現等に原作と
は若干の違いがありえます。あらかじめ
ご了承ください。

ごあいさつ

このたびはニンテンドー3DS専用ソフト
『スーパーマリオランド２

 

６つの金貨』
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、正しい使
用方法でご愛用ください。

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、ニンテンドー3DSの取扱説明書も
合わせてお読みください。



※ゲームの攻略情報についてはお答えしておりません。

『スーパーマリオランド２
６つの金貨』

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。

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.



FO R S AL E I N J AP A N O N L Y .
C O MM ER C IA L US E,
U N AU T HO RI ZE D C OP Y AN D
RENTAL PROHIBITED.
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。

©1992-2011 Nintendo

GAME BOY・ゲームボーイは任天堂の登
録商標です。

Trademarks registered in Japan.

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。

禁無断転載

CTR-RAGJ-JPN



2 ゲーム紹介

『スーパーマリオラン
ド ２ ６ つ の 金 貨 』
は、マリオを操作して
ステージを進んでいく
ア ク シ ョ ン ゲ ー ム で
す。ステージをクリア
し、６つの金貨を集め
てマリオ城をめざしま
す。

マリオ



ものがたり
たいへんだ！！
ボクが、「サラサ・ランド」に宇宙怪
人「タタンガ」退治に行っているあい
だに、マリオ城が悪いやつに占領され
てしまった！
マリオランドの住人も魔法をかけられ
て、手下にされているんだ。

そいつは、「ワリオ」という名前で、
ボクの姿をマネした悪いやつだ。
いつもマリオ城をのっとろうと、ねら
っていたんだ。

ワリオはマリオ城の「６つの金貨」を
マリオランドのあっちこっちにばらま
いて、手下たちにみはらせている。
この金貨がないと、ワリオのいるマリ
オ城には入れない。

「６つの金貨」をあつめ、マリオ城に
いるワリオをやっつけてみんなを助け
なくっちゃ！
さぁ！

 

出発だ！！



3 操作方法

歩く 

ダッシュ +

しゃがむ 

足元の土 管に
入る



頭上の土 管に
入る

+

ジャンプ 

高くジャンプ
+/(ダッシ
ュ中)

スピン ジャン
プ

+（スーパー
マリオ・ファイア
マリオのとき）

連続ジャンプ
⻑押し（バニー
マリオのとき）

ステージ内の操作方法

パワーアップマリオ（スーパーマリオ、フ
ァイアマリオなど）の操作についてくわし
くは、（→11）をご覧ください。



下降
（バニー マリ
オでジャンプ中）

上昇
⻑押し（スペー
スマリオ・シャボ
ン玉のとき）

浮上
（アクア マリ
オのとき）

泳ぐ
+（アクアマ
リオのとき）

カメの こうら
などを持 つ/
投げる



ファイ アボー
ルを投げる

（ファイアマリ
オのとき）

（一時中
断しているとき）

クリアし たこ
とのあ るステ
ージを出る

ゲームの 一時
中断・再開



スリープモード

バッテリーの消費を抑えてゲームを一時中
断できます。ゲーム中に3DS本体を閉じ
るとスリープモードになり、開くと続きか
ら再開します。

その他の操作

項目を選ぶ 

移動
（マリオランド

・マップ画面のと
き）

スクロール
+（マリオラ
ンド・マップ画面
のとき）

決定 

(タイトル
画面のとき)

ゲームス ター
ト

（データ
選択画面のとき）

イージー モー
ドにする

(ゲームオ
ーバー 画面のと
き)

タイトル 画面
に戻る

※++ + 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。



4 ゲームの始めかた

タ イ ト ル 画 面 で
を押すと、デ

ータ選択画面に進みま
す。

※ を押すとマリオが小さくなり、
イージーモード（難易度の低いモード）
になります。

データ選択画面

でＡ～Ｃの土管の上
に移動し、で選びま
す。

土管（Ａ、Ｂ、Ｃ）

クリアした
ステージの数



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して終了します。
これをVC中断機能といいます。詳しくは、

（→7）をご覧ください。



6 データのセーブ（保存）と消去

各ゾーン（→8）のステージをクリアする
ごとに、ゲームの進行状況のデータが自動
的にセーブされます。データは、データ選
択画面で選んだＡ～Ｃの土管に、３つまで
セーブすることができます。
ゲームオーバーになると、各ゾーンの最後
のステージはクリアしていない状態にな
り、集めた金貨は元の場所に戻ります。ま
た、取ったコインや倒した敵の数は０に戻
った状態でデータが上書きされます。

データのセーブについて

※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。

データの消去について

データの消去は、デー
タ 選 択 画 面 で 行 い ま
す。マリオを「ＣＬＥ
Ａ Ｒ 」 の 下 に 移 動 さ
せ 、 ジ ャ ン プ さ せ ま
す。バクダンマリオに
なったら、消去したい
土管の入口で、を押
します。

CLEAR

バクダンマリオ



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

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

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。



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。

10/28

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

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。

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。

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。

VCメニュー表⺬中に＋ ＋を



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。

●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。



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

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。

ゲームボーイ風の画面色にする

ゲームを遊んでいるときに＋を同時に
押しながらで切り替えます。

ッチするとき、 または を



8 ゲームの進めかた

マリオを操作して、敵を倒したり、コイン
を集めたりしながら、ステージのゴールを
めざします。

マリオランドには６つのゾーンがあり、各
ゾーンに１つずつ金貨が隠されています。
各ゾーンには、いくつかのステージがあ
り、これらをクリアして金貨を取り戻しま
す。金貨を６つ集めると、マリオ城の扉が
開きます。

６つの金貨

マリオランド・マップ画面

マリオランド・マップ
画面で、プレイするゾ
ーンを選びます。マリ
オを移動させ、で決
定します。
を押しながらを押
すと、画面をスクロー
ルすることができます。



ゾーン画面

マリオランド・マップ
画面でゾーンを選ぶ
と、ゾーン画面が表⺬
されます。ゾーン画面
でプレイするステージ
を選びます。マリオを
移動させ、で決定し
ます。ステージをクリアするごとに、次の
ステージを選べるようになります。

中間のベル

ステージの途中にある
ベルを鳴らすと、ゴー
ルに着く前にミスをし
ても、ベルの近くから
やり直すことができま
す。

中間のベル

ゴールの上のベルを鳴らしてからゴールす
ると、ボーナスゲームをプレイすることが
できます。ボーナスゲームでは、アイテム
が手に入ります。

ゴールの上のベル

ベル ボーナスゲーム



・敵や敵の攻撃に当たったとき
・穴などに落ちたとき
・残り時間がなくなったとき
マリオの残り数が０の状態でミスをすると
ゲームオーバーになります。 を押
すと、タイトル画面に戻ります。
※パワーアップマリオ（→11）のときに

敵に当たると、元の状態に戻るだけでミ
スにはなりません。

ミスとゲームオーバー

次のような場合にミス
となり、マリオの残り
数が１つ減ります。



9 画面の見かた

ステージ画面

マリオの残り数

取ったコインの数

残り時間

１００匹倒すとアイ
テムが現れます。

倒した敵の数

取るとマリオの残り
数が１つ増えます。

1UP

※クリアしたことのあるステージで、
ゲームの一時中断中に を押
すと、プレイ中のステージから出ら
れます。

ゲームの一時中断について
ステージの途中で を押すとゲ
ームを一時中断し、もう一度押すと再
開できます。



10 アクション

移動

 



を押すと、押した方
向に歩きます。
ダッシュするときは、
を押しながらを押
します。

土管に入る

 

／+

足元の土管に入るとき
はを、頭上の土管に
入るときはを押しな
がらを押します。

ジャンプ

 



を押すと、ジャンプ
します。跳ぶ方向や高
さはで調節してくだ
さい。一部の敵以外、
ジャンプで上から踏む
と 倒 す こ と が で き ま
す。



こうらを持つ／投げる

 



攻撃してこうらになっ
た敵に向かって、を
押しながら触れると、
持つことができます。
を放すと、こうらを
投げます。



11 パワーアップマリオ

スピンジャンプ
スピンジャンプすると、敵を倒した
り、ブロックをこわしたりできます。
また、アイテムやコインを取ることも
できます。スピンジャンプするには、
ジャンプ中にを押します。
※こわせないブロックもあります。

ステージの途中で現れた特定のアイテムを
取ると、マリオが変身し、パワーアップマ
リオになります。
パワーアップマリオになると、さまざまな
アクションができます。
ただし、ミスをすると元の状態に戻りま
す。
※ファイアマリオかバニーマリオの状態で

ミスをすると、スーパーマリオになりま
す。

スーパーマリオ

キ ノ コ を 取 る
と、スーパーマ
リ オ に な り ま
す。

ブロックを、下からジャンプしてたたいた
り、上からスピンジャンプしてこわしたり
することができます。

ブロックをたたく／こわす



ファイアマリオ

ファイアフラワ
ーを取ると、フ
ァイアマリオに
なります。スピ
ンジャンプした
り、ファイアボ
ールを投げたり
することができます。

でファイアボールを投げると、敵を攻撃
することができます。

ファイアボールを投げる

バニーマリオ

ニンジンを取る
と、バニーマリ
オになり、ジャ
ンプ力が上がり
ます。

を押し続けると、連続ジャンプをしま
す。でジャンプ中に、もう一度を押し
続けるとゆっくり下降します。連続で押す
と、よりゆっくりと下降します。

連続ジャンプ／下降する



無敵マリオ

スーパースター
を取ると、一定
時間無敵になり
ます。敵に触れ
るだけで倒すこ
とができます。



12 いろいろなマリオ

スペースマリオやアクアマリオは、特定の
ステージにのみ登場するマリオです。

スペースゾーンに
行くには
スペースゾーンへ
は、ステージ中の

「カバ」の出すシ
ャボン玉に入って
移動します。シャ
ボン玉に入っているときは、を押し
続けると上昇し、放すと下降します。
※シャボン玉は、水や敵に触れると割

れます。

スペースマリオ

スペースゾーン
では、宇宙服を
着てスペースマ
リ オ に な り ま
す。

月のステージでは、を押し続けると、一
定の高さまで上昇します。また、星のステ
ージでは、を押し続けると上昇し、はな
すと下降します。

上昇／下降する



アクアマリオ

水中ではアクア
マリオになり、
泳ぐことができ
ます。

水中では、を押すごとに少しずつ浮き上
がります。を押しながらを押すと、泳
いで移動することができます。

泳ぐ



13 キャラクターの紹介

ステージに登場する敵キャラクターの一部
を紹介します。

敵キャラクター

ピョンタ

ピョコピョコ跳ねまわっている
カエルです。たまに⻑い舌を出
して攻撃してきます。

トゲラ

トゲのはえた幼虫です。踏みつ
けると、トゲがささります。

ノコボンメット

爆弾を背負ったカメです。踏ん
だ後、爆発します。

チクリン

ときどき、針でいっぱいの体を
丸めて転がります。

ガイコツバチ

ガイコツになったハチです。踏
んでも生き返ります。



ヘラクラス

ブンブン飛びまわりながら、攻
撃してくるカブトムシです。

その他のキャラクター

グー

眠り続けているフクロウです。
敵ではありません。マリオが頭
に乗ると、目をさまして運んで
くれます。ほかにも、マリオを
運んでくれるキャラクターがい
ます。
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