
Wii Uソフト『スーパーマリオ 3Dワールド』操作説明シート
そう さ せつめい

他に使用できるコントローラー Wii U PROコントローラー・Wiiリモコン＋クラシックコントローラPROは
Wii U GamePadと同じ操作であそべます。 ※「ものをさわる」は操作できません。

Wiiリモコン＋ヌンチャクの操作や、他のいろいろなアクションについては、
画面で見る電子説明書をお読みください。

MAA-WUP-ARDJ-JPN

ジャンプ

急な坂道でしゃがむとすべります。 急な坂道でしゃがむとすべります。

しゃがむ
移動しながら

ダッシュ

移動 移動または または

またはまたはしゃがむ

ジャンプ

ダッシュ または
軽く振る

高くジャンプできるバランスのとれた操作 ふわふわジャンプできる

ポーズメニュー

ストックアイテム

カメラの操作

ポーズメニュー

ストックアイテム

ダッシュが速い

ヒップドロップ ものを持つ カベのぼり ひっかく スライディング とびつき

を押したまま触れる 仲間に触れたときに

を押したまま触れる

空中で

空中で

空中でカベにくっついて

空中でカベにくっついて

空中で 　  長押し

空中で 　  長押し

＋

＋仲間に触れたときに

仲間を持ち上げる シャボンに入る

冒険に役立つアクション みんなであそぶときのアクション ネコマリオのアクション

移動しながら

ものをさわる

きゅう さか みち きゅう さか みち

い どう

い どう

ゲ
ー
ム
パ
ッ
ド

い どう

そう さ

い どう

かる ふ

そう たか はやさ

ぼう けん やく だ

も

ほか し よう

くう お ふ ふまなかちゅう くうちゅう くうちゅう なが お

なか ま はいも あ

くう お ふ ふまなかちゅう くうちゅう くうちゅう なが お

おなゲームパッド そう さ さそう

さそう

が み でん し せつめん

ほか

よめいしょ



ニンテンドーネットワークIDを登録しよう

ニンテンドーネットワークIDとは、Wii Uのネットワーク機能
を利用するために必要な IDのことです。
ユーザーごとにニンテンドーネットワーク IDを登録することで、
Miiverseやニンテンドーeショップなどを利用したり、フレンド
の情報を管理したりできます。

※ニンテンドーネットワークID は、クラブニンテンドー会員 IDとは別のものです。
※ニンテンドーネットワークID は、不特定多数の人に公開されます。IDに、名前など個人を特定できる内容を含む言葉を使用しないでください。

ユーザー選択画面で「ユーザー設定」→「ユーザー情報を確認 / 変更する」の順にタッチしてください。
「ニンテンドーネットワーク IDを登録する」を選び、画面の案内に従って6～16文字の英数字を入力してください。

ニンテンドーネットワーク IDの登録方法

パスワードを忘れた場合など、ご本人（または保護者の方）であること
を確認するために、メールアドレスの登録が必要です。
13才未満のお子様用にニンテンドーネットワーク IDを登録する場合は、
保護者の方のメールアドレスを入力してください。

ニンテンドーネットワーク IDの登録には
メールアドレスが必要です

本品は著作権により保護されています。ソフトウェアや説明書の無断複製や無断配布は法律で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、この警告は著作権法上認められている私的使用を目的とする行為を制限するものではありません。
本品は日本仕様のWii U本体でのみ使用可能です。法律で認められる場合を除き、商業的使用は禁止されています。

未登録のユーザー
ニンテンドー

ネットワーク IDを
登録したユーザー

プレイ履歴・セーブデータ・
ユーザーのMii の管理

プレイ履歴・セーブデータ・
ユーザーのMii の管理

ネットワークを通じた
サービスや機能の利用

ダウンロードソフトの購入
履歴・フレンド情報の管理

紙資源の使用量を削減するため、
説明書の電子化に取り組んでいます。
Wii U のロゴ・Wii U は任天堂の商標です。
© 2013 Nintendo

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。

Wii U本体の取り扱い・
インターネット接続に関するお問い合わせ

0570 -020 -210
PHS、IP電話からは 03-4330-7570 におかけください。

任天堂テクニカルサポートセンター

　
● 電話受付時間：9:00 ～ 17:00（祝日、会社設定休日を除く）

（ナビダイヤル）

任天堂サービスセンター
0570 -021-010
PHS、IP電話からは 0774-28-3133 におかけください。
● 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 ）

（ナビダイヤル）

Wii U本体の取り扱い・
インターネット接続に関するお問い合わせ

0570 -011-120
PHS、IP電話からは 075-662-9611 におかけください。

お客様ご相談窓口

　
● 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）

（ナビダイヤル）

ソフトの内容に関するお問い合わせ
※攻略情報についてはお答えしておりません。

修理に関するお問い合わせ

修理のお申し込み方法について

パソコン（またはスマートフォン）や携帯電話から、
「オンライン修理受付」でお申し込みいただけます。

修理品の送り先・直接お持ちいただく場合
〒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
● 営業時間：月～金 9:00 ～ 17:00（土、日、祝日、会社設定休日を除く）
● 電話受付日時とは異なりますのでご注意ください。

ht tp://nintendo.jp/
携帯電話の場合

パソコンの場合
ht tp://www.nintendo.co.jp/support/

 　（説明書）をタッチする
ソフトの電子説明書が表示されます。
※ソフトを起動していない場合は、Wii U 本体の電子説明書が表示されます。

HOMEボタンメニュー

Wii Uメニュー

ディスクを入れてソフトのアイコンをタッチし、
ソフトを起動する

『コントローラーの設定』をタッチする

HOMEボタンメニュー

『登録』をタッチする
画面の案内に従って登録してください。

HOMEボタンメニューが表示されます。

Wii U GamePad の 　を押す

HOMEボタンメニューが表示されます。

Wii U GamePad の 　を押す

電子説明書の見かた コントローラーの登録方法
WiiリモコンやWii U PROコントローラーなどを使用する場合、Wii U本体に登録する必要があります。ソフトのくわしい遊びかたについては、画面で見る電子説明書をご覧ください。


