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1 ご使用になる前に

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。
このソフトは3D表示には対応しておりま
せん。あらかじめご了承ください。

 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 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。

の



 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
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。

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
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2 ユーザーコンテンツについて

ユーザーが作成する、テキストやメッセー
ジ、Mii、画像、写真、動画、音声を「ユ
ーザーコンテンツ」といいます。

●送信したコンテンツは、多くの人の目に
触れる可能性があります。また、送信先
にてコピー・改変・再送信などをされる
可能性があります。一度他人の手に渡っ
たものは、送信した人であっても削除し
たり、利用を制限したりすることはでき
ませんので、ご注意ください。

ユーザーコンテンツに関するご注意

●インターネット上のサーバーなどに送信
したコンテンツは、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、当社で不適切と判断したコンテンツ
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。

●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。
- 自分または他人の名前や住所などの個

人情報を送信する行為。
- 他人の名誉や信用を毀損したり、他人

を侮辱したり、または他人に不快感を
与える行為。

- 他人の著作物を権利者に無断で利用す
るなど、他人の著作物などの知的財産
権およびその他の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。

ほかのユーザーとユーザーコンテンツ（以
下、コンテンツ）をやりとりするソフト全
般のご注意です。扱うコンテンツは、ソフ
トによって異なります。



- 利用規約やガイドラインなどで禁止さ
れている行為。

- その他、当社が不適切と判断する行
為。

●他人の権利を侵害するコンテンツ、自分
や他人のプライベートな情報や他人に不
快な思いをさせるようなコンテンツなど
を、QRコード化してほかの人にあげた
り、公開したりしないでください。ほか
の人に読み取られる場合があります。

●コンテンツのインターネット上への送信
や、他人とのコンテンツの送受信など、
インターネットの利用によって生じた損
害などについては、当社は一切責任を負
いかねます。



3 インターネットでできること

●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。

インターネットに関するご注意

※Miiverseを利用するには、あらかじめ
Miiverseの初期設定を行う必要がありま
す。

※インターネットの接続には、本体のイン
ターネット設定が必要です。インターネ
ット設定については、本体の取扱説明書
をご覧ください。

このソフトでは、インターネットに接続し
てMiiverseにステージを投稿したり、投稿
されたステージで遊んだりできます。くわ
しくは、ステージやスター、コメントの投
稿に関するページ（→10、12、13）を
ご覧ください。

。すまいてし応対に
クーワトッネードンテンニ､はトフソ本

。すで称総のスビーサクーワト
ッネの堂天任、るめし楽がどなツンテ
ンコやび遊なまざまさてじ通をトッネ
ータンイ､はクーワトッネードンテンニ



●ゲームデータの改ざんなどにより、他の
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。

●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。



4 保護者の方へ

お子様の使用を制限したい場合は、「保護
者による使用制限」で項目を選んでくださ
い。このソフトでは、以下の内容を制限で
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。
●Miiverseの使用
「投稿のみ制限する｣でステージやコメン
トを送る機能を、「投稿・閲覧を制限す
る」でステージやスター、コメントを送
ったり、閲覧したりすることを制限しま
す。

●写真や画像・音声・動画・長文テキスト
の送受信

「コミュニティ（→12）」の使用を制限
できます。

●他のユーザーとのインターネット通信
「コミュニティ（→12）」の使用を制限
できます。

●他のユーザーとのすれちがい通信
すれちがい通信でオリジナルステージの
情報を交換する機能を制限できます。



5 どんなゲーム？

『マリオvs.ドンキーコング みんなでミニ
ランド』は、ミニマリオやミニピーチな
ど自動で歩くトイキャラクターを、タッ
チ操作でゴールまでみちびくパズルアク
ションゲームです。Miiverseを使うと、
自分の作ったステージを投稿したり、ほ
かの人のステージで遊んだりできるだけ
ではなく、スターやコメントをやりとり
するなど、プレイヤー同士のコミュニケ
ーションも体験できます。



6 ゲームの始めかた

※ 「ボーナス」は「メインゲーム」を進
めると、選べるようになります。

タイトル画面で遊びたいモードをタッチ
します。
※ 一部を除いて、ほとんどの操作をタッ

チペンで行います。
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7 データのセーブ（保存）と削除

データのセーブ

ゲームの進行状況は「メインゲーム」の
ステージをクリアしたときに、自動的に
セーブされます。

「エディター」のプレイテスト ）や
せって ）の「セーブ」をタッチす
ると、データをセーブします。

データの削除

HOMEメニューで「マリオvs.ドンキーコ
ング みんなでミニランド」を選んだあ
と、タイトル画面が表示されるまでの間、
+++を押し続けると、すべての
セーブデータを削除できます。

「エディター」で作成済みのオリジナルス
テージを選ん をタッチします。
※ コミュニティに投稿済みのステージ

は、投稿をやめてからでないと削除で
きません。

、で
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※ データを削除するときは、内容を十分
にご確認ください。削除したデータは
元にもどせません。

。いさだく意注ごに分十、で
のんせまきではとこるす元復に態
状の前るす造改、はに合場たれさ造
改をターデブーセてし用使を置装な
うよのこ一万。いさだくめやおに対
絶、でのすまりなと因原るすりたえ
消りたれ壊がターデブーセ、りたっ
なくなれらめ進に常正をムーゲ、は
用使の置装るす造改をターデブーセ●
。いさだく承了ご。んせまきでは元
復、合場たっましてえ消がターデて
っよに因原のどなれ汚の部子端、り
誤の作操、るすし差き抜をドーカ
DSやドーカムーゲに中ブーセのタ
ーデ、るすFFO/NOを源電にみやむ●



8 メインゲームで遊ぶ

画面の見かた

タッチ操作でセットできるしかけの種類

※ 選べるステージは「メインゲーム」を
進めると増えます。

※ 画面右 をタッチすると、ヘルプ
を確認できます。

ステージセレクト画
で、ステージをタッ
すると始まります。

チ
面

の上

5

4

3

2

1

4 報情のけかし

3 ムイタり残

2 ータクラャキイト

1 アコス



と数です。

5 アドルーゴ



9 ステージの進めかた

タッチペンでしかけをセットしたり外し
たりして、トイキャラクターを誘導しま
す。広いステージで をタッチするか、
／で画面をスクロールできます。

を押すとポーズメニューを開き
ます。

ステージクリア

ステージにはゴールドアかマルチドアが
あります。すべてのトイキャラクターが
ドアに入るとクリアとなり、トロフィー

（成績）に応じてスター（→13）が増え
ます。

1体目のトイキャラクターが入るとカウン
トダウンが始まります。ゲージがいっぱ
いになるとドアが閉まって、残りのキャ
ラクターが入れなくなります。

マルチドアは特定のトイキャラクター専
用のゴールドアです。顔の表示されたト
イキャラクターだけが入れます。

）ジ
ーテスアドチルマ（アドチルマ

）ジ
ーテスうょじうつ（アドルーゴ

は



ゲームオーバー

以下のときにゲームオーバーとなります。
・トイキャラクターが、敵や、はりブロ

ックに触れる。
・トイキャラクターが10ブロック以上の

高さから落ちる。
・「つうじょうステージ」でトイキャラク

ターを残したままドアが閉まる。
・残りタイムが0になる。
ゲームオーバーになると「リトライ」で
ステージをやり直したり、ステージセレ
クト画面にもどったりできます。

。すまりなにーバーオムーゲとるすり
たっま閉がアドルーゴままたし残、り
たれ触がータクラャキイトにオリマ
ニミクーダ。すまりなにうよるれ入に

アドルーゴ、とすどもにオリ
マニミてい叩でーマンハ。す
でオリマニミるいてれら操

オリマニミクーダ



10 オリジナルステージを作る

パーツを配置する

パーツを配置して、オリジナルステージ
を作ります。

しかけやキャラクターを選べます。

ステージの名前のほか、テーマやサムネ
イルを変えたり、データをセーブしたり
できます。

※ パーツ選択時に表示される数字は、ス
テージに配置できる個数を表します。

「エディター」では「つうじょうステー
ジ」や「マルチドアステージ」をベース
として、オリジナルステージを50まで作
れます。
※ ゲーム開始時には、3つの「テンプレ

ートステージ」が用意されています。

3

1 2

3 ーュニメトッセ

2 いてっせ

1 ツーパ



パーツを増やす

「エディタースト
でスター（→13）
交換すると、さまざ
なパーツを入手でき
す

ステージを投稿する

プレイテスト
ですべてのコインを
めてクリアすると、
ったステージ
Miiverseに投稿でき
す
※ 投稿したステージが「コミュニティ」

に現れるまでに、時間がかかります。

。すましを
トステイレプとブーセのターデ

。すまめすす階段一

。すましども階段一

。すまし消をツーパたし置配

。すまえ変をき
向の右左や下上のツーパの部一

。すまし動移をツーパたし置配

。
ま

を
作
集
）（

。
ま
ま
と
」ア



11 パーツ

ーマンハ

。すまき
でりたしに効無くらばしを
けかしの部一、りたし倒を
敵りたし壊をクッロブわい

グンコスカーサ

。すまげ投
り放に上をータクラャキイト

クッロブわい

。すまれ壊とるれ触が
ーマンハ、やータクラャキ
イトたしりたりおり滑を坂
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セを）（ツーパヤベンコ

トッベリつこってドッレ
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ツーパつこってドッレ



※ 配置できるパーツは、ほかにもありま
す。

んかどえかけつ

。すまきて出らかんかどえか
けつ、たい置に所場のかほ
、とる入。すまきでりたし外
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トたっ入に中とるすチッタ



12 投稿されたステージで遊ぶ

※ MiiverseについてはMiiverse電子説明
書をご覧ください。Miiverse電子説明
書は「Miiverse」をはじめたあと、

「マイメニュー」の「説明書・利用ガ
イド」から「説明書」を選ぶと表示さ
れます。

「コミュニティ」で
ほかの人が投稿した
リジナルステージで
べます。ステージを
ぶと右の画面が表示
れ、「プレイ」をタ
チするとそのまま遊び、「ダウンロード」
をタッチするとステージのデータをダウ
ンロードしま をタッチするとコメ
ント一覧画面を表示します。

カテゴリーを替える

「人気ステージ」を
ッチすると、オリジ
ルステージのカテゴ
ーを切り替えられ
す。また、「ニンテ
ドー公式」をタッチ
ると、任天堂から配信される追加ステー
ジで遊べます。

す
ン
ま
リ
ナ
タ

。す

ッ
さ
選
遊
オ
、は



共感の気持ちを伝える

で投稿に共感し でスターを送
ったりできます。コメント一覧画面では

でMiiverseを開いたり でコメン
トを送ることができます。また、コメン
ト一覧画面でMiiをタッチすると、ステー
ジを投稿した人のプロフィールを確認で
きます。

でコメントを送るときにハンコが
使えます。

※ 任天堂から配信される追加ステージに
は、スターを送ることはできません。

。すまりな異はとドンレフるれさ示表
にトスリドンレフのーュニメEMOH
。すまりなと」ーザーユるあに係関の

ーロォフかドンレフ、でDIクーワトッ
ネードンテンニ「、はのるれさ示表で
ーリゴテカの」ーロォフ&ドンレフ「

。すまきでもとこうらもでん遊にー
ザーユの版U iiW、をジーテスたっ作
で』ドンラニミでなんみ グンコーキ
ンド.svオリマ『版SD3がたなあ、ん
ろちもはとこぶ遊をジーテスルナジリ
オたれら作で版U iiW。すまえ行もと
ーザーユの』ドンラニミでなんみ グ
ンコーキンド.svオリマ『版U iiW、は
ンョシーケニュミコたっ使をesreviiM

すまべ遊もジーテスの版U iiW

 ※

、

りた



13 スター

スターを手に入れる

スターは以下のときに手に入ります。
・ステージをクリアして、トロフィーを

入手する。
・ほかのプレイヤーが、あなたの投稿し

たオリジナルステージを遊ぶ。
・ほかのプレイヤーが、あなたの投稿し

たオリジナルステージにスターを送る。

スターを使う

スターは以下の用途で使います。
・「エディターストア」でパーツと交換す

る。
・ほかのプレイヤーが投稿したオリジナ

ルステージに対して、「スターをあげ
る」を選んでスターを送る。

※ ほかのプレイヤーにスターを送ると、
ランダムで「ハンコ」が手に入り、
Miiverseにステージを投稿するとき
や、コメントを送るときに使えます。
ハンコを使ってほかのプレイヤーと楽
しくコミュニケーションしましょう。



。すまれさ理管に
別個で版U iiWと版SD3、は況状得取
のコンハとータス。んせまきで有共は
コンハとータス、もてし録登をDIク
ーワトッネードンテンニじ同で』ドン
ラニミでなんみ グンコーキンド.svオ
リマ『版U iiWと』ドンラニミでなん
み グンコーキンド.svオリマ『版SD3

んせまきで有共はと版U iiW



14 ステージを紹介する

ステージの情報を受け渡
する（すれちがい通

本ソフトのすれちがい通信を登録した本
体同士が近づくと、オリジナルステージ
の情報を紹介したり、受信したりできま
す。
※ オリジナルステージを紹介したい場

合、あらかじめセットしておく必要が
あります。

※ 紹介できるオリジナルステージは、1
回のすれちがい通信で1つです。

すれちがい通信」の登録と解除

すれちがい通信の解除は、「本体設定」
の「データ管理」にある「すれちがい通
信管理」で行います。登録は、以下の内
容をご覧ください。

「エディター」でMiiverseに投稿済みのオ
リジナルステージを選び をタ
ッチしてセットします。
※ Miiverseに投稿していないオリジナル

ステージは選べません。

「コミュニティ」から紹介したいオリジナ
ルステージを選び をタッチし
てセットします。

る見を報情のジーテスたし信受

、

るす介紹をジーテスの人のかほ

、

るす介紹をジーテスの分自

「

）信
し



すれちがったユーザーからオリジナルス
テージの情報を受信すると、タイトル画
面の「コミュニティ」ボタンにマーク

）が付きます。受信した情報は「コ
ミュニティ」のカテゴリーを「すれちが
い通信」に切り替えると確認できます。
※ 情報を受信したオリジナルステージで

遊ぶ場合は、インターネットに接続す
る必要があります。

（



15 プレイ状況を送信する

プレイ状況を送信する（い
つの間に通

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、自分のプレ
イ状況の記録を任天堂に送信できます。
いただいた記録は、今後の商品開発に活
用させていただきます。

いつの間に通信」を設定する

ゲームをプレイする際に、いつの間に通
信を使用して、プレイ状況を送信するか
を聞かれます。「はい」を選ぶと、いつ
の間に通信を設定して、プレイ状況を送
信します。
※ 「エディター」や「コミュニティ」で、

下画面右下のMiiのボタンをタッチし
て をタッチすると、い
つの間に通信の設定を変更できます。

、

「

）信



16 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

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 10:00～18:00 
(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

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：10:00～18:00
 (土、日、祝日、会社設定休日を除く)

0570-011-120
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