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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
『スーパーマリオブラザーズ』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。

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。

©1985-2011 Nintendo
ファミコン・ファミリーコンピュータ・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。
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2 ゲーム紹介

『スーパーマリオブラ
ザーズ』は、横スクロ
ールのアクションゲー
ムです。
主人公のマリオやルイ
ージを操作して、大魔
王クッパにさらわれた
ピーチ姫を助けます。

ものがたり

キノコ達の住む平和な王国に、ある日、強
力な魔法を操る大ガメクッパの一族が侵略
して来ました。おとなしいキノコ一族は、
皆その魔力によって岩やレンガ、つくし等
に姿を変えられてしまい、キノコ王国は亡

［ほろ］びてしまったのです。
このキノコ達の魔法を解き、よみがえらす
事ができるのはキノコ王国のお姫様ピーチ
姫だけ。彼女は今、大魔王クッパの手中に
あります。
マリオは、カメ一族を倒してピーチ姫を救
出し、再び平和なキノコ王国を築くために
立ち上がりました。
ゲームの中のマリオはあなたです。このア
ドベンチャークエスト（遠征）を完結でき
るのは、あなただけなのです。



3 操作方法

ゲームの 一時
中断・再開 （1Pのみ）

移動 

ダッシュ （移動中）

ジャンプ 

しゃがむ
（スーパーマリ
オ/ファイアマリ
オのとき）

土管に入る /

ファイ アボー
ルを投げる

（ファイアマリ
オのとき）

泳ぐ 

高くジャンプ ⻑押し

より高く ジャ
ンプ

（ダッシュ中）

マメの木 の上
り下り



エリアでの操作方法



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。

と、と、 とは同じ
操作ができます。

項目の選択

ゲームを 始め
る

タイトル画面での操作方法



4 1Pと2Pの切り替え

＋を同時に押しながらを押すと、1
台の3DS本体で1Pと2Pを切り替えること
ができます。

「2 PLAYER GAME」では、キャラクター
が交代するたびに1Pと2Pの切り替えを行
ってください。
※1Pと2Pを同時に操作することはできま

せん。
※「1 PLAYER GAME」では、2Pに切り

替えると操作ができません。1Pに切り
替えてください。



5 ゲームの始めかた

※「2 PLAYER GAME」を選んだ場合は、
プレイヤーを切り替えて操作します。詳
しくは、（→4）をご覧ください。

でプレイ人数
を選び、 で開
始します。



6 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。



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メニュー

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。

ゲーム中に下画面をタッチすると表⺬され
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。
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の有効無効
を切り替える

初回起動時は有効になっています。
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。



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。

●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。



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。



8 ゲームの進めかた

敵を倒す

上から踏む、敵がのっているブロックを下
からたたくなどをすると、倒せます。ファ
イアボールを投げたり、こうらを蹴って敵
に当てたりして、倒すこともできます。

マリオを操作して敵を倒しながら進み、残
り時間がある間に、各エリアのゴールをめ
ざします。

エリアのクリア

ゴール

各エリアの終わりに立
っているポールにつか
まるとクリアです。高
い所につかまるほど、
高得点をもらえます。

キノコ王国は、いくつかのワールドで構成
されています。各ワールドは4つのエリア
に分かれています。各ワールドのお城があ
る4番目のエリアをクリアすると、次のワ
ールドに進みます。



次のような場合にミスとなり、プレイヤー
の残り数が1減ります。残り数が0になる
と、ゲームオーバーです。

ミスとゲームオーバー

・敵や炎に当たったとき。
・自分の蹴ったこうらに当たったとき。
※スーパーマリオやファイアマリオのとき

は、元のマリオに戻るだけで、ミスにな
りません。

※元のマリオに戻ってしばらくの間は、敵
や炎に当たってもミスになりません。こ
のときのマリオは、半透明になっていま
す。

・地上や水中の穴に落ちたとき。
・残り時間がなくなったとき。

ミスをすると
エリアの最初から再スタートします。
ただし、エリアの半分ほどを進んでい
ると、中間地点から再スタートできま
す。
※各ワールドのお城がある4番目のエ

リアと、ワールド8は、どこでミス
をしてもエリアの最初からの再スタ
ートとなります。



9 画面の見かた

❷ 集めたコインの数

❸ 現在のワールドとエリア

❼ ブロック（→10）

❻ 敵

❺ プレイヤー

1Pはマリオを、2Pはルイージを操作しま
す。

❶ 得点

敵を倒したり、コインを取ったりすると増
えます。

❶
❷

❹
❸

❻
❼❺

❹ 残り時間

ゴールに着いたときの残り時間に応じて、
点数が加算されます。
※各ワールドのお城がある4番目のエリア

では、点数の加算はされません。



10 しかけとアイテム

ファイアフラワー

※マリオのときに取ると、スーパー
マリオになります。

ファイアマリオになります。

スーパーキノコ

スーパーマリオになります。

1UPキノコ

プレイヤーの残り数が1増えます。

ジャンプ台

上に乗ると、ジャンプし続けます。
タイミングよくを押すと、高くジ
ャンプできます。

コイン

100枚集めると、プレイヤーの残り
数が1増えます。

ハテナブロック

下からたたくと、コインやアイテム
が出現します。

レンガブロック

たたいたり、壊したりできます。コ
インやアイテムが出現するレンガブ
ロックもあります。



スター

一定時間、無敵になります。



11 キャラクター紹介

大魔王クッパ

最後のお城でピーチ姫を人質にしていま
す。炎を吹いて攻撃してきます。

キノピオ

ピーチ姫に仕える7人のキノコ。大魔王ク
ッパの人質になっています。

ピーチ姫

キノコ王国のお姫様。大魔王クッパの魔法
を解く力を持っています。

ルイージ

マリオの双子の弟。兄マリオととも
に、冒険に出かけます。

マリオ

大魔王クッパを倒してピーチ姫を救
出し、平和なキノコ王国を取り戻す
ための冒険に出かけます。



12 8-4をクリアすると

8-4の大魔王クッパを倒すと、難易度の上
がった2周目が始まります。
もう一度、1周目を遊ぶ場合は、このゲー
ムを遊んでいる途中で3DS本体の電源を
切り、HOMEメニューから始めてくださ
い。
VC中断機能やVCメニューのリセットを使
った場合は、2周目のままプレイできます。



13 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。

『スーパーマリオブラザーズ』
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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