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1 ご使用になる前に

ごあいさつ
このたびは『マリオゴルフ ワールドツア
ー』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。

 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

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



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示に従ってく
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。

©2014 Nintendo/CAMELOT
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。

意匠登録 第1259804号､第1260043号

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。

CTR-P-AJ3J-JPN-00



2 インターネットでできること

本ソフトは、Nintendo Network対応ソ
フトです。
本ソフトでは、インターネットに接続して
対戦やランキングを楽しんだり、追加コン
テンツをダウンロードしたりできます。ま
た、いつの間に通信で大会のお知らせを受
け取れます。詳しくは、それぞれのページ
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

●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
示板などで、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

インターネットに関するご注意



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、任天堂ホーム
ページをご覧ください。

●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。

本ソフトは、インターネット通信やローカ
ル通信で対戦やランキングを楽しむことが
できます。また、すれちがい通信でほかの
人のMiiと交流できます。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（プレイヤー名、Mii、メッセー
ジ、大会名など）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。

●アップロードした大会（→14）やコミ
ュニティ（→13）などは、諸般の事情
により予告なく削除される場合がありま
す。また、任天堂株式会社により不適切
と判断された大会やコミュニティなど
は、削除や非公開にすることがありま
す。あらかじめご了承ください。

通信機能のご利用に関するご注意



●以下に該当する行為または該当するおそ
れがある行為をしないでください。
- 自分または他人の本名や住所などの個

人情報を送信する行為
- 他人の名誉・信用を棄損したり、他人

を侮辱したり、または他人に不快感を
与える行為

- 他人の画像を無断で公表したりするな
ど、他人のプライバシー権、肖像権、
パブリシティ権を侵害する行為

- 他人の著作物を権利者に無断で利用す
るなど、他人の著作権などの知的財産
権およびその他一切の権利を侵害する
行為

- 犯罪行為またはこれを助長する行為
- 公序良俗に反する行為
- その他任天堂株式会社が不適切と判断

する行為
●通信機能のご利用により生じた損害など

について、当社は一切の責任を負いませ
ん。



3 保護者の方へ

本体の「保護者による使用制限」を設定す
ると、次の機能を制限できます。

※「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。

●ニンテンドーeショップ等での商品やサ
ービスの購入

●他のユーザーとのインターネット通信
●他のユーザーとのすれちがい通信



4 どんなゲーム？

『マリオゴルフ ワールドツアー』は、マリ
オシリーズに登場するキャラクターやMii
を操作してゴルフをするゲームです。様々
な仕掛けがあるゴルフコースに挑戦した
り、通信プレイでフレンドや世界中のプレ
イヤーと対戦したりできます。多人数参
加型の大会では、スコアをアップロード
して、参加しているプレイヤーと腕前を
競えます。

重要
このゲームでは、通信プレイに必要な
データがSDカードの追加データに保
存されます（→6）。本体にSDカー
ドが差し込まれていない場合、対戦プ
レイや大会の参加ができませんのでご
注意ください。



5 トップメニュー

マリオゴルフ

プリンセスクラブ（→15）

Miiを使って、ゴルフクラブを体験します。
ゴルフの基本も学べます。

キノピオショップ（→16）

プレイ記録やチュートリアル、ゴルフ辞
典を確認したり、追加コンテンツを購入
したりします。

プレイモードを選んで1人で遊びます。

ひとりで

ローカルプレイやインターネット通信で、
フレンドや世界中のプレイヤーと対戦し
ます。

対戦する

インターネット通信で大会に参加します。

大会に参加する



設定

各種設定を変更します。すれちがい通信
やいつの間に通信の設定もできます。
※すれちがい通信の項目は、プリンセス

クラブですれちがい通信の設定の説明
を確認した後に追加されます。



6 データのセーブ（保存）と消去

データのセーブ

このゲームでは、ラウンド終了後など、
特定のタイミングで進行状況が自動的に
セーブされます。
※セーブデータは1つです。
※通信プレイに必要なデータは、SDカー

ドの追加データにセーブされます。

全データの消去

ソフト起動後、タイトル画面が表示され
るまでの間に、+++を同時に押
し続けると、すべてのデータを消去できま
す。
※データを消去するときは、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。

●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。





7 画面の見かた（1）

ショット画面

❶ カップの方向

上はカップまでの距離、下は現在位置
とカップがある位置との高低差です。

 1

8

3
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5

6

7

2

❷ ホールナンバーと規定打数

❸ ボールの情報
ボールの止まっている地面の状態（ラ
イ）と、打点が表示されます。

❹ ヒット誤差率
ショットしたときに飛距離に影響する
誤差です。

❺ パワーゲージ
またはでパワーマーカー（目安と
なる飛距離）を調整できます。

9

❻ ショットの切り替え
「ノーマル」「パワー」「アイテム」か
ら選べます。



❼ クラブの選択

❽ 風の方向と風速

❾ 現在のスコアと打数

 操作モードの切り替え
「かんたん」または「マニュアル」に切
り替えます。「マニュアル」を選ぶと、
ショット時にボールをとらえるタイミ
ングを手動で決定したり、スピンショッ
ト（→9）を打ったりできます。

※「パワー」と「アイテム」は、使えな
いときは表示されません。

※グリーンに近づくと、パワーゲージ
の動きが遅めの「アプローチ」を選
べる場合があります。

を押すたびにカ
メラの位置が切り替
わります。でカメ
ラを動かして、ボー
ルの落下位置やホー
ル全体が確認できます。

 カメラモードの切り替え



8 画面の見かた（2）

パット画面

 1

2

❶ グリーンの状態
線が流れている方向に地形が傾いてお
り、ボールが転がりやすくなります。
ボールの転がるスピードが遅いほど、
傾きに影響されやすくなります。

❷ パットの切り替え
「ショート」「ミドル」「ロング」の3
種類で切り替えることができます。

ポーズメニュー画面

ショットやパットの開始
前に を押すとポ
ーズメニューが表示され
ます。スコアカードやル
ールの確認のほか、ギブ
アップができます。ギブアップすると、
ペナルティとしてパーの3倍のスコアにな
ります。





9 基本操作（1）

ショットの打ちかた

クラブの選択 

ショット方向の選択 /

ショットの開始 

操作モードが「かんたん」と「マニュア
ル」のときで操作が異なります。「かん
たん」では、パワーを決めるだけでショ
ットができます。

「マニュアル」では、パワーを決めた後に
インパクトを決めます。インパクトを決
めてからゴルフクラブがボールに当たる
までの間、トップスピンやバックスピン
などのパネルをタッチすることで、スピ
ンを追加することもできます。

コースの状況やボール
の軌道を確認しなが
ら、ショットの方向や
クラブを決めて、「シ
ョットかいし」をタッ
チします。

1.ショットの前

※ボールの軌道は、地面の傾きも考慮さ
れています。風と打点の影響は考慮さ
れていません。ボールの軌道表示は、
ラウンドが始まる前の設定で「予想ラ
イン」を「なし」にすると消えます。



パネルをタッチして、インパクトと打点
を決めます。インパクトのタイミングは、
カーソルがジャストタイミングに近いほ
ど正確なショットになります。

3.インパクトを決める

ジャストタイミング

ショットを開始すると、カーソルがボー
ルの中心から外に向かって動き、ショッ
トパネルをタッチするかボタンを押すとパ
ワーが決まります。カーソルがボールの
端に近いほどショットが強くなり飛距離
が伸びます。

パワーを決める 

打点の選択 /

2.パワーを決める

ショットパネル



インパクトを決めるときにパネルをタッ
チした位置で打点が決まり、ショットを
曲げたり、高度を変えたりできます。イ
ンパクトを決めた直後にトップスピンや
バックスピンなどのパネルをタッチする
ことでスピンを追加することもできます。

インパクトが、ショットパネルに表
示されているミートエリアからはず
れるとショット失敗になります。ま
た、ショットやインパクトを決める
際、下画面のパワーゲージでもタイミ
ングなどを確認することができます。

ミートエリア

打点

※右に打点をずらすと、ボールは一度右
に飛び出してから狙った左方向に戻っ
てきます。左に打点をずらすと、一度
左に飛び出してから狙った右方向にボ
ールが戻ります。

※打点を下にずらすとボールは予想ライ
ンよりも高く、打点を上にずらすとボ
ールは低く飛びます。



打点の選択 /

スーパーバックスピン →

スーパートップスピン →

バックスピン →

インパクトを決める /

スピンの種類は、インパクトとインパク
トを決めた直後に押すボタンの組み合わせ
によって異なります。以下はインパクトと
スピンを連続して決める場合の操作です。
これらはマニュアルのみの操作です。

トップスピン →



10 基本操作（2）

パットの打ちかた

基本的な操作はショットと同じです。

グリーンの状態を確
認しながらパットの
方向やパターの距離を
決めて、「パットかい
し」をタッチします。

パット方向の選択 /
パットの開始 

ショットパネルをタッチするかボタンを
押すとパワーが決まります。パワーが決
まると、パットを打ちます。

パワーを決める 

1.パットの前

2.パワーを決める

距離の切り替え 



その他の操作

ポーズメニューの表示

項目の選択 /

決定 

このソフトでは、ショット画面やパッ
ト画面で本体を動かして周りを見渡す
ことができます。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。

キャンセル 



11 ゴルフテクニック

地形の確認

コースの傾斜によって、ショットや落ち
たボールが左右にそれたり、飛距離が落
ちたりします。現在位置の傾斜や、カメ
ラモードでターゲット地点の地形、高低
差などを確認しておくとよりよいです。

ボールの位置と状態

ボールの位置が「ラフ」や「バンカー」
などの場合、ねらった正確な強さでショ
ットができなくなります。％表示の数字
が大きいほど、飛距離の誤差が大きくな
ります。また、パワーゲージが通常より
短くなります。なるべくフェアウェイに
ボールが止まるようにすると、安定した
プレイができます。



風向きと強さ

風によってショットが左右にそれたり、
飛距離が変化したりすることがあります。
高度の高いショットほど風の影響を大き
く受けます。右に向かって風が吹いてい
るときはやや左寄りにショットするなど、
風に合わせてショットを調整する必要が
あります。

ボールの打点

ボールの打点を調整すると、ショットを
左右に曲げたり、高度を変えたりするこ
とができます。

詳しい説明は、トップメニューの
「キノピオショップ」内の「チュート
リアルを見たい」でいつでも確認でき
ます。



12 ローカルプレイの始めかた

ちかくの人と対戦する（ローカ
ルプレイ）

プレイする人数分の『マリオゴルフ ワー
ルドツアー』と本体があれば、最大4人で
対戦プレイを楽しむことができます。

●ニンテンドー3DS LL/3DS本体･･･････
･･･プレイする人数分の台数（最大4台）

●『マリオゴルフ ワールドツアー』･･････
･･･プレイする人数分の本数（最大4本）

用意するもの

操作手順

ゴルフでいっしょにラウンドするプレイ
ヤーの集まりを「パーティ」といいます。
1人がパーティを作って参加メンバーを集
めます。その他のプレイヤーは、パーテ
ィに参加します。パーティを作る場合は

「パーティをつくる」を選びます。参加す
る場合は参加するパーティを選ぶと対戦
できます。続きは画面の案内にしたがっ
て進めてください。



13 フレンド/コミュニティ対戦

遠くのフレンドと対戦する（イ
ンターネット通信）

対戦のルールを設定してパーティを作っ
たり、フレンドが作ったパーティに参加
して、最大4人で対戦できます。画面の案
内にしたがって進めてください。
※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。

コミュニティで対戦する（イン
ターネット通信）

コミュニティでパーティを作って最大4人
で対戦できます。コミュニティは最大2つ
まで作れます。画面の案内にしたがって
進めてください。
※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。



14 大会

インターネット通信を使用し、決められ
た期間内に自分のスコアをアップロード
して、世界中のプレイヤーと競うモード
です。成績上位者にはトロフィーが贈ら
れます。
※大会に参加するには、いつの間に通信

を設定して大会の情報を受け取る必要
があります。

※大会の開催時間は、本体の日付と時刻
をもとに表示しています。本体の日付
と時刻をずらすと、正確な時間が表示
されなくなる場合があります。



※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」をやめるときは、ト
ップメニューから「設定」→「いつの
間に通信」の順に選び、「しない」を
選びます。

大会のお知らせを受け取る（い
つの間に通信）

ゲームを初めて遊ぶときに、いつの間に
通信を設定できます。このときに設定し
なくても、トップメニューから「設定」
→「いつの間に通信」の順に選び、「す
る」を選ぶと、いつでも使用できるよう
になります。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。

ゲームを遊んでいないときでも、スリー
プモードにしておくことでインターネッ
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、大会の情報を
受け取ることができます。
※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
はいつでも本体に差しておくことをお
すすめします。

「いつの間に通信」を使用する



マリオオープンに参加する（イ
ンターネット通信）

このゲームの公式大会です。参加するに
は、それぞれの大会の参加資格を満たし
ているほか、いつの間に通信でマリオオ
ープンの情報を事前に受け取る必要があ
ります。大会の詳しい情報については、
任天堂ホームページをご覧ください。

プライベートコンペに参加する
（インターネット通信）

プレイヤーが参加資格やルールを決めて
大会を作ったり、参加したりできます。
画面の案内にしたがって進めてください。
※作った大会は、途中でルールを変更し

たり、削除したりできません。
※プライベートコンペには、成績上位者

に贈られるトロフィーや、いつの間に
通信による大会のお知らせはありませ
ん。



15 プリンセスクラブでできること

ほかの人のMiiと交流する（すれ
ちがい通信）

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、すれちがった相手と
Miiの情報を交換します。
すれちがい通信は、ロビーの向かって左
側のカウンターにいるキノピオに話しか
けると始められます。このキノピオに話
しかけた後は、トップメニューから「設
定」→「すれちがい通信」の順に選ぶと
設定が変更可能になります。
※トップメニューから「設定」→「すれち

がい通信」の順に選び、「しない」を
選ぶとすれちがい通信をやめます。

※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。

ハンデキャップを取得する

プリンセスクラブは、
キノコ王国にある名門
ゴルフクラブのことで
す。ここでは、クラ
ブのメンバーとなって
ゴルフの知識やテクニックを学べます。

プリンセスクラブのコースで練習ラウン
ドをプレイすると、ハンデキャップを取得
できます。ハンデキャップがあれば、ハ
ンデ別の大会や選手権に出られるように
なります。



トーナメントに参加する（イン
ターネット通信）

※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。

※マリオオープン同様、いつの間に通信
で大会のお知らせを受け取ることがで
き、成績上位者にトロフィーが贈られ
ます。

あらかじめ決められた大会で上位入賞す
ると、メジャートーナメントに出場でき
るようになります。メジャートーナメン
トでは、世界中のプレイヤーと腕前を競う
ことができます。

Miiの設定
プリンセスクラブのポーズメニューで
Miiのコスチュームやメッセージを変
えたりできます。コスチュームは、
プリンセスクラブなどでラウンドを回
ると手に入る「コイン」を使って買う
ことができます。



16 キノピオショップでできること

追加コンテンツを購入する（有
料）（インターネット通信）

インターネット通信を使って、追加コン
テンツを購入します。
※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。

1.トップメニューで「キノピオショップ」
を選びます。

プレイ記録やチュートリ
アル、ゴルフ用語辞典が
確認できる場所です。ま
た、インターネット通信
で追加コンテンツが購入
できます。

2.「追加コンテンツを買いたい」を選んだ
後は、画面の案内にしたがって進めて
ください。

追加コンテンツの購入方法



●追加コンテンツの購入履歴はニンテン
ドーeショップの｢ご利用記録｣から見る
ことができます。

●購入した追加コンテンツの返品・返金・
交換はできません。

●一度購入した追加コンテンツは、消去
しても無料で再受信できます。
※｢ご利用記録の削除｣を行うと、再受

信できません。詳しくは、ニンテン
ドーeショップの電子説明書をお読み
ください。

※配信を中止または終了されたソフト
は再受信できなくなることがありま
す。あらかじめご了承ください。

●購入した追加コンテンツはSDカードに
保存されます。

●追加コンテンツは、ダウンロード時に
使用していた本体でのみ使用できます。
他の本体にSDカードを差し込んでも使
用できません。

追加コンテンツ購入に関するご
注意



追加コンテンツを購入するには、ニンテ
ンドーeショップに購入金額分の残高が必
要です。残高が足りない場合は、｢残高の
追加｣をタッチして、残高を追加してくだ
さい。
残高を追加するには、下記のいずれかが
必要です。
●ニンテンドープリペイドカード
●ニンテンドープリペイド番号
●クレジットカード
※クレジットカード情報を、本体に登録

することもできます。クレジットカー
ド情報を登録しておくと、次回から登録
時に入力したクレジットカード情報の
パスワードを入力するだけで、残高を
追加できるようになります。

※クレジットカード情報の削除は、ニン
テンドーeショップの｢設定・その他｣か
ら行えます。

残高を追加する



17 覚えておきたいルール

ラウンド

１コース18ホールをプレイすることを
「ラウンド」といいます。

パーティ

「パーティ」は、コースを回る4人1組の
単位のことです。

打数について

規定打数とホール終了後の打数の関係に
よって結果が決まり、打数が少ないほど
よい成績になります。

イーグル パーより2打少ない打
数のことです。

バーディ パーより1打少ない打
数のことです。

ダブルボギー パーより2打多い打数
のことです。

パー

規定打数のことです。
規定打数でカップに
入れた場合も「パー」
といいます。

ボギー パーより1打多い打数
のことです。



OB/ウォーターハザード/アン
プレヤブル
ショットしたボールがホール外に出る
と「OB」となり、1打追加されて元
の位置から打ち直しになります。
ボールが深い水の中に落ちた場合は

「ウォーターハザード」、ショットが
できない地形にボールが落ちた場合は

「アンプレヤブル」となります。この
場合、1打追加されて近くの位置から
打ち直しになります。



18 お問い合わせ先

〒601-8501 京都市南区上鳥羽鉾立町11番地1

商品･販売･取り扱いに関する
お問い合わせ

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、祝日、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

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、
祝日、会社設定休日を除く)

0570-011-120
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