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1 安全に使用するために

ごあいさつ

このたびはニンテンドー3DS専用ソフト
『スーパーマリオランド３

 

ワリオランド』
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
併せてお読みください。

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。



※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３
ワリオランド』

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。

©1993-2011 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。

CTR-RBAJ-JPN



2 ゲーム紹介

ストーリー

自分のお城がどうしても欲しくなったワリ
オは、幼なじみのマリオの城を奪い取ろう
として失敗しました（これは『スーパーマ
リオランド２

 

６つの金貨』のお話）。失
敗したワリオはあきらめるどころか、ます
ますお城が欲しくなったのです。
そして、何とか手に入れる方法はないもの
かと考えていました。

そういえば最近、巨大な黄金像が海賊に盗
まれて、あのマリオの奴が取り戻そうと探
しているというウワサを聞いたな。
海賊なら、他にも宝やコインをいっぱい持
っているはずだ。それを横取りするのだ！

これならラクにお城が手に入るぞ、ガハハ
ハハ…！

 

そうと決まったら、すぐ出発だ
！

ワリオは、意気揚揚［いきようよう］と出
発しました。

『スーパーマリオラン
ド ３ ワ リ オ ラ ン ド 』
は、ワリオを操作して
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
して財宝やコインを集
め、ワリオ城の建設を
目指します。

ワリオ



……しかし、この海賊はブラックシュガー
団といって、キャプテンシロップを中心と
する、海賊の中でも１・２を争う荒くれの
集まりなのです。

ワリオは島にかくされた財宝やコインを見
つけだし、みごと横取りに成功できるでし
ょうか？
そして、どんなワリオ城が建てられるので
しょうか？



3 操作方法

移動 

しゃがむ 

ステージ内の操作

ジャンプ 

高くジャンプ ＋

ハシゴの 上り
下り

（ハシゴ につ
かまっ ていると
き）

扉に入る
（扉の前にいる
とき）

ブロッ クを壊
す

（ブロックの下
からジャンプした
とき）

沈む
（水中にいると
き）

浮上
（水中にいると
き）

体当たり 

１０ゴー ルド
コインを出す

＋（コインを
１０枚以上持って
いるとき）



Ｐ ＡＵＳＥ
（一時中断・再
開）

持ち上げ てい
るもの を投げ
る

（気絶し た敵
や１０ゴールドコ
インを持ち上げて
いるとき）

地震を起こす
（ブルワ リオ
でジャンプ中）

火を吹き出す
（ドラゴンワリ
オのとき）

天井にく っつ
く

を押して いる
間（ブルワリオで
ジャンプし、天井
にぼうしのツノが
刺さって いると
き）

パワーアップワリオ（→１２）の操
作

空を飛ぶ
（ジェットワリ
オのとき）

着地する
（ジェットワリ
オで空を飛んでい
るとき）



項目を選ぶ 

ゲームス ター
ト

/（タイ
トルデモ中）

決定 

移動 

画面の スクロ
ール

＋（海 賊の
島の地図画面のと
き）

その他の操作

※＋＋ ＋ /＋＋
＋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。

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。

海賊の島 の地
図画面に戻る

（拡大地 図画
面のとき）



4 ゲームの始めかた

タイトル画面が表⺬さ
れた後、タイトルデモ
が流れます。タイトル
デモ中に を押
すと、セレクト画面に
進みます。

セレクト画面

ワリオをで土管の上
に移動させ、でファ
イルを選びます。

土管（ＡＢＣ）



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

データのセーブについて

各ステージをクリアすると、ゲームの進行
状況が自動的にセーブされます。データ
は、セレクト画面で選んだＡ～Ｃの土管
に、３つまでセーブできます。
また、各ステージの中間のセーブポイント
で も 、 セ ー ブ す る こ と が で き ま す （ →
９）。

データの消去について

セレクト画面右端のＣＬＥＡＲ土管の上で
を押すと、バクダンワリオになります。
バクダンワリオをデータを消去したい土管
の上に移動させてを押すと、データが消
去されます。
※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。

バクダンワリオ

ＣＬＥＡＲ土管



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

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

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

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

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

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

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

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

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。

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。



8 画面の見かた

ステージ画面

❹

❶
❶ ワリオの残り数

❷ ❸

❸ ハートのポイント数

敵を倒すと１ポイント、アイテムのハート
（→１４）を取ると１０ポイント増えます。
１００ポイントたまると、ワリオの残り数
が１増えます。

❷ 現在のステージで獲得したコイ
ン数

❹ 残り時間

ＰＡＵＳＥ画面

ス テ ー ジ 画 面 で
を押すと、Ｐ

ＡＵＳＥ画面になりま
す。画面左下にコース
表⺬、右下に今まで手
に入れたコインの総数
が表⺬されます。



9 ゲームの進めかた

ワリオを操作して、敵を倒したり、コイン
や財宝を集めたりしながら、ステージのゴ
ールを目指します。

ステージの開始

海賊の島の地図

島全体の地図です。行
きたい場所にワリオを
移動させてを押す
と、拡大地図画面へ進
みます。
を押しながらを押
すと、画面をスクロー
ルできます。

拡大地図

選んだ場所の拡大地図
です。プレイしたいス
テージにワリオを移動
させてを押すと、ス
テージが始まります。
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。



ステージには、中間のセーブポイントがあ
ります。１０ゴールドコインを投げ入れる
と、セーブすることができます。

中間セーブ

中間のセーブ
ポイント

１０ゴールドコインについて
コインを１０ゴールド以上持っている
とき、を押しながらを押すと、１
０ゴールドコインを出せます。を押
して投げると、敵を攻撃したり中間セ
ーブを行ったり、ドクロの扉を開けた
りすることができます。

ドクロの扉に入ると、ステージクリアで
す。ステージクリアすると、ボーナスゲー
ム（→１０）が始まります。

ステージクリア

※ドクロの扉が閉ざされている場合、１０
ゴールドコインを投げ入れると、開ける
ことができます。

ドクロの扉



・チビワリオの状態でハリやトゲ、一
部の敵に当たったとき

・穴などに落ちたとき
・残り時間がなくなったとき

ミスについて

以下のような場合にミスとなり、
ワリオの残り数が１減ります。

チビワリオについて
ツノやトゲなどに当たると
チビワリオになります。

ゲームオーバーについて

ワリオの残り数が０の状態でミスをする
と、ゲームオーバーです。
ゲームオーバーになると、宝を持っている
場合は、いずれかの宝が１つ没収されま
す。宝を持っていない場合は、これまでに
集めたコインが半分になります。



10 ボーナスゲーム

ステージクリアすると、ボーナスゲームに
挑戦できます。コインゲームとハートゲー
ムのいずれかの入り口の前でを押すと、
ゲームが始まります。
ボーナスゲームの入り口を通り過ぎて、

「ＧＯＡＬ」に進むと出口です。出口に移
動すると、ボーナスゲームをプレイせずに
リザルト画面に移ります。

コインゲーム

ハートゲーム

コインゲーム

２つあるバケツのどち
らかの下に移動して
を押すと、中身が落ち
てきます。コイン袋の
場合は持っているコイ
ンが倍になり、錘［お
もり］の場合は持って
いるコインが半分になります。
３回まで挑戦できます。「ＥＸＩＴ」に移
動すると、途中でやめることができます。



ハートゲーム

バクダンを投げて、川の向こうを移動して
いる敵を倒します。を押すとバクダンを
かまえます。このとき、メーターの矢印が
ある位置に応じて、バクダンを投げる強さ
が変わります。を押している間はバクダ
ンをかまえていて、放すとバクダンを投げ
ます。５回挑戦でき、倒した敵の数に応じ
て、ハートポイントが増えたり、ワリオの
残り数が増えたりします。

メーター

残り時間

結果とバクダン
の残り数

敵



11 アクション

ジャンプ

を押すとジャンプします。こ
のとき、跳ぶ方向や高さをで
調節できます。敵を上から踏ん
で攻撃することができます。

体当たり

を押すと、体当たりで敵を攻
撃することができます。

ものを投げる

気絶した敵は、触れると持ち上
げることができます。を押す
と、敵を投げます。カギ（→１
４）や１０ゴールドコインを持
ち上げているときも、で投げます。



12 パワーアップワリオ

パワーアップアイテムを取ると、ワリオが
パワーアップします。

・体当たりがパワーアップして、体当たり
１回でブロックが壊せます。

・ジャンプ中にを押すと、地震を起こし
て敵を気絶させることができます。ま
た、下にあるブロックを壊せます。

・を押しながらジャンプすると、天井や
上のブロックにツノが刺さり、を押し
ている間くっつきます。

ブルワリオの得意ワザ

ブルワリオ

ブルの壺を取ると、ブルワ
リオになります。

・を押すと、一定時間飛ぶことができま
す。飛行中に敵やブロックに当たると、
体当たりと同じ効果があります。

・移動スピードが速くなります。
・ジャンプ力がアップします。

ジェットワリオの得意ワザ

ジェットワリオ

ジ ェ ッ ト の 壺 を 取 る と 、
ジェットワリオになりま
す。



ドラゴンワリオ

ドラゴンの壺を取ると、ド
ラゴンワリオになります。

・を押すと、一定時間ぼうしのドラゴン
の鼻から火が吹き出し、敵を攻撃した
り、ブロックを壊したりできます。

ドラゴンワリオの得意ワザ

チビワリオからのパワーアップ
チビワリオ（→９）のときにニンニク
の壺を取ると、ワリオに戻ります。ま
た、ブルの壺、ジェットの壺、ドラゴ
ンの壺を取ると、それぞれにパワーア
ップします。



13 冒険のヒント

地図のアイコンに注目する

選んだ場所の地図に表
⺬されるステージのア
イコンには、まれに
のものがあります。こ
のアイコンのステージ
には、ゴールが２箇所
あります。

ツノやトゲに注意する

ワリオは敵に触れても
ダメージを受けません

（一 部 の 敵 を 除 く ） 。
ただし、ツノやトゲに
触れるとダメージを受
けます。

コインを稼ぐには……

ワ リ オ 城 を 建 て る に
は、大量のコインが必
要です。コインは敵キ
ャラクターを体当たり
で倒したときや、ブロ
ックを壊したときに獲
得できます。



14 アイテム紹介

パワーアップの壺（→１２）以外にも、ス
テージ中にはアイテムが出現します。

スター

ワリオが一定時間無敵になり、速く
走れます。無敵の状態で敵を倒す
と、ハートをもらうことができま
す。

ハート

ハートのポイントが１０ポイント
増えます。

カギ

宝の部屋のカギです。カギ穴のあ
るドクロの扉のカギを開けたり、
敵に投げて攻撃することができま
す。

カギ穴のある
ドクロの扉



15 キャラクター紹介

クリクリ

島の中をうろうろしているだけの
生き物で、攻撃してきません。

ヤリクリ

ヤリを持っているクリクリです。
ヤリに注意が必要です。

クララ

水中で上下に泳ぎ続けています。
頭のトゲに注意が必要です。

ノッコ

背中のカッターがとても鋭いタツ
ノオトシゴです。ワリオを見つけ
ると、体を丸めて回転攻撃をして
きます。

グリグリ

天井に張りついています。ワリオ
が近づくとドリルのように回転し
て落ちてきますが、地面に刺さる
と身動きできなくなります。

ドドン

天井から落ちてきたり、追いかけ
てきたりします。頭の上に乗れま
す。



Ｄ

 

. Ｄ

 

.

アヒルの海賊兵です。ワリオを見
つけると、ブーメランを投げてき
ます。

ポコペン

タヌキやペンギンに見える、謎の
海賊兵です。お腹のトゲ付きボー
ルを蹴って攻撃してきます。

イシダルマ

雪ダルマのような海賊兵です。口
から結晶を吐いて攻撃してきます。

ハニハニ

ハニハニは敵ではなく、ワリオの
移動を手助けしてくれます。その
場で浮遊していて、頭の上に乗っ
てジャンプすると、進行方向を変
えることができます。進行方向は、
ハニハニの持っている玉に矢印で
表⺬されます。
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