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1 ご使用になる前に

ごあいさつ

このたびは『トモダチコレクション 新生
活』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。

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



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⺬に従ってく
ださい。



本ソフトは、ローカルプレイ（→12）で
Miiなどを交換したり、すれちがい通信

（→13）で他の人の島と交流したりできま
す。また、いつの間に通信（→14）で特
別な品や手紙を受け取れます。
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（Miiや島の名前など）が多くの
人の目に触れる可能性があります。Mii
のプロフィールや口癖、自分の呼び方、
替え歌（→10）、旅人のメッセージは
第三者に保存されたり、改変して使用さ
れる場合があります。
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。

●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。

通信機能のご利用に関するご注意

- 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⻑する行為
- 公序良俗に反する行為
- その他任天堂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。



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。

© 2013 Nintendo
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

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



本製品の一部にシャープ株式会社の
ＬＣフォントを使用しております。

ＬＣＦＯＮＴ、エルシーフォント及びＬＣ
ロゴマークはシャープ株式会社の商標で
す。

本ソフトウェアではDynaFontを使用して
います｡DynaFontは、DynaComware
Taiwan Inc.の登録商標です。

本製品は、PUX株式会社の画像認識エン
ジ ン "Fa ce U ®"を 使 用 し て い ま す 。
FaceUはパナソニック株式会社の登録商
標です。

本製品は、PUX株式会社のジェスチャー
認識エンジンを使用しています。

「QRコードリーダ」は株式会社アイエスピ
ーと株式会社高度圧縮技術研究所のソフト
ウェアを利用しています。
QRコードは株式会社デンソーウェーブの
登録商標です。

本製品には、シャープ株式会社の音声合成
エ ン ジ ン 「 ス ピ ー ク パ ル （ コ ン パ ク ト
版）」を使用しております。スピークパル
はシャープ株式会社の登録商標です。
CTR-P-EC6J-JPN-00



2 インターネットでできること

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

このソフトでは、インターネット通信で
『トモダチコレクション 新生活 Mii引越
しソフト』（無料）をダウンロード（→
11）したり、いつの間に通信で特別な品
や手紙（→14）を受け取ったりできます。
詳しくは、通信プレイの項目をご覧くださ
い。

本ソフトは、Nintendo Network対応ソ
フトです。



●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。詳しくは、任天堂のホー
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。

インターネットに関するご注意



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、次の機能を制限することができま
す。

●インターネット通信・いつの間に通信
●他のプレイヤーとのすれちがい通信
●ローカルプレイによるMiiの情報の一部

の送受信

※「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。



4 どんなゲーム？

『トモダチコレクション 新生活』は、あ
なたや友だち、家族などの分身（Mii）を
作って、Miiの暮らしを見守るゲームです。

舞台は、海に浮かぶ小さな島。
Miiたちと話したり、悩み事を解決したり。
触れ合いながら、日々の暮らしを見守っ
ていきます。
彼らには、友情や恋心が芽生えることも。
協力してあげると…？



5 基本操作

このソフトでは、本体を動かして遊
ぶことがあります。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。

インテリアをプレゼン
トしたあとなど、一部
の場面では本体を傾け
るなどの操作がありま
す。画面の案内に従っ
て、操作してください。

その他の操作

※ をタッチすると、前の画面に戻りま
す。

会話のスキップ /

写真（上画面）を撮る 

写真（下画面）を撮る 

本ソフトは、基本的にタッチペンで操作
します。いろいろな場所をタッチしましょ
う。一部の操作は、ボタンでもできます。



6 はじめてプレイするとき

※住所は変更できません。

データを作成す
ると、島の住所
が自動的に決ま
り ま す 。 住 所 は
すれちがい通信

（→13）のデータやMiiのQRコード
（→10）についているため、他のプ
レイヤーに知られることがあります。

島の住所について

※1～2日経つと、通常に戻ります。

・募金が行われない
・お店の品ぞろえが変わらない
・遊園地での夜市が行われない

島の時間は、本体の時計に合わせて
流れます。時間を変えたり、前回遊
んでいた本体と違う本体で遊ぶと、
以下のペナルティーが発生します。

時間に関するご注意

『トモダチコレクション』からMiiを引越
ししない場合は「いいえ」を選び、画面の
案内に従って日付や島の名前を決めてく
ださい。

※詳しくは、（→11）をお読みください。

ニンテンドーDS専用ソフ
ト『トモダチコレクショ
ン』からMiiを引越しする
場合は右の画面で「はい」
を選び、画面の案内に従
ってください。



7 Miiを作る

Wii Uから連れて来る

Wii Uの『Miiスタジオ』→3DSの『Miiス
タジオ』へMiiを連れて来ます。以後の手
順は、「Miiスタジオから連れて来る」と
同じです。

画面の案内に従って、『Miiスタジオ』か
らMiiを連れて来ます。続けて、プロフィ
ールなどを設定します。

Miiスタジオから連れて来る

顔と体型の決めかたは『Miiスタジオ』と
同じです。続けて、プロフィールや声、
性格をタッチ操作で設定します。
※詳しくは、『Miiスタジオ電子説明書』

をご覧ください。

はじめから・写真から作る

※Miiの作成・利用にあたっては、本体の
取扱説明書に記載のMiiに関する利用規
約をお読みください。

住人（Mii）は、最大100人まで登録でき
ます。



8 ゲームの保存（セーブ）と消去

※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。

※SDカードに保存されている、MiiのQR
コードや写真は消去されません。

ソフトを起動したあと、ニンテンドー
3DSロゴが消えてからタイトル画面が表
⺬されるまでの間に、＋＋＋を
同時に押し続けると、セーブデータを消
去できます。

すべてのデータを消去する

市役所の「オプション」（→10）で「セ
ーブデータ消去」を選ぶと、保存したデ
ータが消去されます。

消去する

SDカードに保存され、
『ニンテンドー3DSカ
メラ』で見ることがで
きます。

写真について

マップ画面（→9）で「セーブ」をタッチ
するか、 を押すと保存できます。

保存する

島の様子は、1つだけセーブできます。



●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。



9 島と住人

建物

島には、いろいろな建
物があります。建物→

「入る」の順にタッチし
ます。

マップ画面



その他の場所

※屋上に行きたいときは、下画面の上部
をタッチします。

屋上
ときどき、住人がく
つろいでいます。

管理人室
島の情報を見たり、
部屋の場所替えが
できます。

窓→「入る」の順にタッ
チすると、部屋に入れま
す。ふきだしは、Miiが悩
んでいると表⺬されます。
住人が増えてマンション
が大きくなったら、下画面の上部をタッ
チするかを押すと、上の階の住人が見
えます。

マンション



悩み事を解決したり、プレゼントしたり
すると、住人の満足度がアップします。
満足度がいっぱいになると、住人がレベ
ルアップ。歌・道具・インテリア・言葉・
おこづかいから1つプレゼントできます。

住人を喜ばせてあげると

メニュー

※ゲームを進めて住人と触れ合う
と、できることが増えていきます。

タッチすると、プレゼントや着替
え、模様替えなどができます。

メニュー

ふきだしをタッチする
と、住人が話します。
/を押すと、人間関
係を見ることができま
す。

部屋の中



10 建物とお店

いろいろな設定をしたり、前作の『トモ
ダチコレクション』から住人の引越し

（→11）をしたりできます。

オプション

※作成したQRコードには、島の名前、
Miiのプロフィールなどの情報が含まれ
ます。

QRコードを読み取ったり、住人のQRコ
ードを作成します。作成したQRコード
は、SDカードに保存されます。

QRコード

※もらった住人を選んでを押し続ける
と、そのMiiを作ったプレイヤーからMii
の受け取りを拒否できます。

住人のプロフィールなどを編集できます。

トモダチリスト

Miiの新規登録をしたり、『トモダチコレ
クション 新生活』同士で通信（→12）
したりできます。

市役所

ゲームを進めると、建物やお店が増えて
いきます。



※ゲームコインについては、本体の取扱
説明書をお読みください。

旅人が一晩、テントを張
って過ごします。ゲーム
コインを使って、特産品
と交換できます。

空き地

す れ ち が い 通 信 （ →
13）で旅人がやって
来たり、輸入品が運ば
れてきたりします。

波止場

※ソロの場合、住人ごとに各ジャンルの
替え歌を持てます。

タイトルや歌詞をタッチ
す る と 、 変 更 で き ま す 。
一度変更し、保存すると
元に戻せません。

替え歌の作りかた

住人がステージで歌ってくれます。ソロ・
グループが選べるほか、替え歌も作れま
す。

音楽堂



11 前作からMiiを引越す

HOMEメニューで『引越しソフト』
を起動し、画面の案内に従って操作
します。

画面の案内に従って、『引越しソフ
ト』をダウンロードします。

はじめに、住人を引越しするか質問
されます。「はい」を選ぶと、『引
越しソフト』をダウンロードする画
面に進みます。

はじめてプレイしたときに引越
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。

インターネットに接続すると、ニンテン
ドーeショップから『トモダチコレクショ
ン 新生活 Mii引越しソフト』（以下、

『引越しソフト』）（無料）をダウンロー
ドできます。『引越しソフト』を使うと、
ニンテンドーDS専用ソフト『トモダチコ
レクション』から住人を引越しできます。

引越しソフトのダウンロー
ド（インターネット通信）



引越しについて

・住人のプロフィールは引き継がれ
ますが、人間関係やレベル、持っ
ている服などは引き継がれません。

・コピーされて送られるため、『ト
モダチコレクション』から住人が
いなくなることはありません。

「市役所」→「オプション」→「前作
から住人の引越し」の順に選び、画
面の案内に従って『引越しソフト』
をダウンロードします。

HOMEメニューで『引越しソフト』
を起動し、画面の案内に従って操作
します。

「市役所」→「オプション」→「前作
から住人の引越し」の順に選び、引
越しするMiiを選んで「引越し」をタ
ッチします。引越しが完了すると、
Miiがマンションにやって来ます。

ゲームをはじめたあとで引越す



12 Miiなどを交換する

相手とつながります。画面の案内に
従って、交換するものを選んでくだ
さい。

相手が見つかると、島の名前が表⺬
されます。タッチして選びます。

相手を見つける

相手が操作すると、つながります。画面
の案内に従って、交換するものを選んで
ください。

相手を募集する

お互いに「市役所」→「送る・もらう」
→「Miiや食べ物などを交換」→「はい」
の順に選びます。
そのあとに1人が「相手を募集する」、も
う1人が「相手を見つける」を選びます。

操作手順

ニンテンドー3DS LL/3DS本体：2台
『トモダチコレクション 新生活』：2本

用意するもの

プレイする人数分の『トモダチコレクショ
ン 新生活』と本体があれば、2人でMii
を送り合ったり、食べ物や服などを交換
したりできます。
Miiに替え歌、自分の呼び方、言葉を覚え
させているとMiiの交換で相手に送られま
す。

Miiや食べ物などを交換する
（ローカルプレイ）



※詳しくは、『Miiスタジオ電子説
明書』をお読みください。

・生まれ年と人間関係は消去されま
すが、プロフィールの内容や持っ
ている服、インテリアなどはその
ままで移住してきます。

・「その他設定」でコピーを「許可
しない」に設定してある場合、顔
や体型、一部のプロフィールは変
更できません。

送られてきたMiiについて



13 島との交流

すれちがい通信は、あとで設定すること
もできます。「市役所」→「オプション」
→「ネットワーク設定」の順に選び、す
れちがい通信の項目を「する」に設定し
てください。

操作手順

ゲームを進めて右のよう
な画面が表⺬されたとき、

「はい」を選ぶと設定でき
ます。

「すれちがい通信」を設定する

旅人について

※他の島から来島した旅人を、住人
として迎えることはできません。

住人の間に生まれた子供が一人前に
なると、旅に出すことができます。
旅に出した子供は他の島から手紙を
くれるほか、一時的に帰ってくるこ
ともあります。（→14）

※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。

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、お互いの島を旅人が
行き来したり、輸入品が交換されたりし
ます。

旅人の来島・輸入品の交換
（すれちがい通信）



交流名簿

波止場の「交流名簿」では、交流し
た島と旅人のデータを見ることがで
きます。
※旅人を選んでを押し続けると、

そのMiiを作ったプレイヤーとの
通信を拒否できます。拒否設定を
行った島の旅人は、あなたの島に
来島しなくなります。

やめる場合は、上記のすれちがい通信の
項目を「しない」に設定してください。

「すれちがい通信」をやめる



14 特別な品や手紙を受け取る

※あなたの島の名前、住人のMiiやMiiのニ
ックネーム、すれちがい通信で来島し
た旅人にたくした伝言は、来島した旅
人を送り出したプレイヤーへ伝わりま
す。

※手紙を受け取ったり、一時的に旅人が
帰ってきたときのイベント中にを押
し続けると、イベント終了後に、旅人
が滞在していた島のプレイヤーを拒否
することができます。

※ゲームカードと本体の組み合わせを変
えたり、初期化した本体を使うと利用
できなくなります。

※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
はいつも本体に差し込んでおくことを
おすすめします。

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、特別な品やあ
なたの島から旅に出した旅人の手紙など
を受け取れたり、一時的に旅人が帰って
きたりします。

特別な品や手紙を受け取る
（いつの間に通信）



やめる場合は、上記のいつの間に通信の
項目を「しない」に設定してください。

「いつの間に通信」をやめる

※ゲームを進めると、設定できるように
なります。

「市役所」→「オプション」→「ネットワ
ーク設定」の順に選び、いつの間に通信
の項目を「する」に設定してください。

操作手順

※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。

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。

「いつの間に通信」を使用する



15 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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