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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。

 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。

 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。

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

の



●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。

© 2015 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。

本製品の一部にシャープ株式会社の
Ｃ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。

「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

Ｌ

要重

。すまいてれさ止禁は用使的業商
、き除を合場るいてれらめ認で律法。す

で能可用使みので体本の様仕本日は品本
。んせまりあはでのもるす限

制を為行るすと的目を用使的私るいてれ
らめ認上法権作著は告警のこ、おな。い
さだく意注ごでのすまれらせ罰は反違
。すまいてれらじ禁に重厳で律法は布配

断無や製複断無の書明説やアェウトフソ
。すまいてれさ護保りよに権作著は品本



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。
CTR-P-EDHJ-01



2 amiiboとは

このソフト に対応していま
す。amiibo™［アミーボ］は、Newニン
テンドー3DS/Newニンテンドー3DS LL
の下画面にタッチして使用します。

※amiiboにゲームデータを書き込めるソ
フトは1つです。すでにほかのソフトの
ゲームデータが入っているamiiboにゲ
ームデータを書き込みたい場合は、
HOMEメニュー の「amiibo設定」
でゲームデータを消去してください。

※amiiboは複数の対応ソフトで読み込め
ます。

※amiiboのデータが壊れていて復旧でき
ない場合は、HOMEメニュー の

「amiibo設定」で初期化してください。

amiiboは、さわってながめて楽しめるだ
けでなく、NFC（近距離無線通信）を利用
し、amiibo対応ソフトと連動して遊べる商
品です。
くわしくは、任天堂ホームページ(http://
www.nintendo.co.jp/amiibo/) をご覧く
ださい。

の

の

は



amiiboに関するご注意
●amiiboは下画面に軽くタッチするだけ

で反応します。強い力でこすったり、押
したりしないでください。

。すで要必がータイラ/ーダーリCFN
SD3ードンテンニ、は合場るす用使を
obiimaでLL SD3/SD3ードンテンニ



3 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。



4 インターネットでできること

このソフトではインターネットに接続し
て、以下のことができます。

●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

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。

●ツクッターで部屋を見せ合う（→17）
●MiiverseやSNSに部屋の写真を投稿す

る（→16）
●特別な依頼を受ける（→13）

。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



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

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。



5 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。
●インターネットブラウザーの使用

ニンテンドー3DS画像投稿ツール（→
16）の使用を制限できます。

●Miiverseの使用
写真やテキスト、手書きの投稿を制限で
きます。

●写真や画像・音声・動画・長文テキスト
の送受信
ニンテンドー3DS画像投稿ツールと、
ツクッター（→17）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
ツクッターの使用を制限できます。



6 どんなゲーム？

たぬきハウジングの一員となって、ニ
ュータウンの住民たちの「こんな家に
住みたい！」をかなえていきます。

「どうぶつの森amiiboカード」を使う
と、カードに描かれている住民がゲー
ム中に登場します。

インターネットに接続すると、コー
ディネートした部屋をツクッターで
見せ合うことができます。Miiverse
やSNSに、部屋の写真を投稿するこ
ともできます。

んまじ屋部おでトッネータンイ

び遊るが広でドーカobiima



7 操作方法

フィールドやメニューでは、おもにボ
タンで操作します。
※ 部屋のコーディネート中は、タッ

チペンで操作します。

作操のでドルーィフ

!kcehC

。すまれ撮が
真写の屋部

、とす押に時
同を＋

る撮を真写

。すまきで認確でラメカSD3
ードンテンニ、は真写たっ撮 ※

う使を具家

す話

＋//る走

く歩

す回見を屋部

るけ開をアド



作操のどなーュニメ

ルセンャキ

定決

/択選の目項

//り送早ジーセッメ

/り送ジーセッメ



8 ゲームのはじめかた

ゲームを起動すると、タイトル画面
が表示されます。

前回の続きからはじめます。

いつの間に通信（→18）の設定を変
更できます。

新しいプレイヤーをつくって、最初
からゲームをはじめます。
※ はじめて遊ぶときに表示されます。

らかめじは

信送のターデイレプ

らかきづつ

!kcehC

意注ごるす関に前名

。いさだく意注ごにうよ
いなけつは前名なうよるせさ
にち持気なやい、りたけつ傷
を人のかほ、でのすまりあが
性能可るれ触に目の人のかほ ●

。んせまきで更変
でとあ、は前名のーヤイレプ ●



9 データのセーブ（保存）と消去

※ コーディネートが終わると、自動
でセーブされます。

を押すと、セーブして中断
できます。

たぬきハウジングのデスク（→13）
で日報を書くと、これまでの出来事を
セーブできます。

るすブーセ

!kcehC

存保のへドーカDS

）31→（ドーコRQ ●
真写たっ撮に中ムーゲ ●

。すまれさ存
保にドーカDS、はターデの下以

ブーセの中トーネィデーコ



※ 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。

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

るす去消

。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●



10 コーディネートの基本

街で依頼を受けると、部屋のコーディ
ネートがはじまります。

カタログ

ジャンル別に家具を選んで、置く
ことができます。（→11）

6543

21

1

面画トーネィデーコ



アイテム検索

新しく追加された家具をチェック
したり、色や名前から家具を探し
たりできます。

ゴミ箱

家具をタッチ までスライド
すると、片付けることができま
す。

お客様リスト

担当した住民や部屋などを確認で
きます。

バインダー

リクエストや必要な家具を確認で
きます。家具をタッチして、部屋
に出すこともできます。

スイッチ

部屋の照明をつけたり、消したり
できます。

グラ

具家るけかに壁

具家

どな床や紙壁

6

5

4

てし

3

2



11 家具の置きかた

家具をタッチして、置きたい場所ま
でスライドします。

家具をタッチします。

をスライドし
重ねることで、机など
上にものを置けます

※ 左右にスライドすると、ページを
切り替えることができます。

カタログを開
出したい家具を
ッチします。

タ
、き

す出を具家

。
の
にて

く置に上

るえ変をき向

るす動移

!kcehC

。すまきでがとこる
見をジーメイで面画上
、とぶ選を具家で

る見をジーメイ



❶ 空いた場所でスライ
して、家具を囲みます

❷ この状態で家具をス
イドすると、まとめ
移動できます

※ ラグや壁にかける家具は、まとめ
て移動できません。

またはを押しなが
家具をタッチすると、
じものが出せます

※ ゲームを進めると、できるように
なります。

。
同
ら

す出を具家じ同

。
て
ラ

。
ド

るす動移てめとま



12 ゲームを進めるとできること

学校やお店
どの施設が
くれます

土地や家の
観などが選
ます

庭に植物を
えたり、家
を置いたり
きます

ゲームを進めると、いろいろなこと
ができるようになります。

。
で
具
植

ンイザデの庭

。
べ
外

トーネィデーコの体全家

。す
まきでがとこる見を子様るいてっ
きりなに役のどな生先がちた民住
、とるす）41→（けかでおに設施

。
つ
な

るくつを設施



自由に絵を描いて、家具や服などの柄
をつくれます。

!kcehC

うらも・るげあ

。すまきでりたっらも
、りたげあに人のかほをンイザデ

イマ、とう使を）31→（ンシミ

るくつをンイザデイマ



13 たぬきハウジング

1階と2階があり、使える設備が少し
ずつ増えていきます。

イスに座って日報を書
と、セーブできます。

く

クスデ

備設

!kcehC

座講信通

）。いさだくみ読お
を書明説扱取の体本、は合場
のい使おをLL SD3/SD3ード
ンテンニ（。いさだくみ読お
を」書明説のーュニメEMOH「
るあにのーュニメEMOH
、はていつにンイコムーゲ ※

。すまりなにう
よるきで、とるめ進をムーゲ ※

。すませや増をのも
るきでトーネィデーコ、どな井天
やり取間、でとこぶ学をウハウノ
のりくづ家てっ使をンイコムーゲ



amiiboカード（→15）
使うことができます

ツクッター（→17）を
うことができます

着替えができます。ゲ
ムを進めると、選べる
やアクセサリーが増え
いきます

インターネットを通じ
特別な依頼を受けるこ
ができます

プレイヤーの髪型や顔
変えることができます。

を

ンシママーパ

。
と
、て

SD3ードンテンニ

。
て
服
ー

室衣更

。
使

ンコソパ

。
を

ンォフobiima

。いさだく覧ごをジーペム
ーホ式公』ーナイザデムーホーピ
ッハ 森のつぶうど『はくしわく



マイデザイン（→12）
QRコードにしたり、も
ったQRコードを読み取
たりできます

外に出て住
と話すと、
ーディネー
の依頼を受
ることがで
ます

るけ受を頼依

。
き
け
ト
コ
民

。
っ
ら
を

ンシミ

。すまれ取み読もドーコRQ
たし成作で』森のつぶうど せだ
びと『トフソSD3ードンテンニ



14 家や施設におでかけする

お客様リス で行き先を選んで
「しゅっぱつ」をタッチすると、住民
の家や施設におでかけできます。
※ 家や施設を出ると、街に帰ります。
※ コーディネート中は、おでかけで

きません。

ゲームを進めると、住民に話しかけた
ときに家のリフォームや建て直しを提
案できるようになります。

住民やプレイヤーをタ
チし までスライド
ると、着替えができます

住民との会
や、以下の
とができ
す。

ま
こ
話

と
こるきでで先けかでお

。
すて
ッ

え替着のなんみ

し直て建・ムーォフリ

ト



をタッチすると、amiiboカードを
読み込めます。

amiiboカードに描かれている住民
を招くことができます。

住民の家で

※ 一部、役を演じてもらうことが
できない住民もいます。

誰がどの役をするか、お好みで指
名できます。

施設で

う使をドーカobiima

!kcehC

真写のトスリ様客お

。すましチッタをらか
てっ撮を真写で先けかでお、はき
といたえ変を真写のトスリ様客お



15 amiiboカードを使う

このソフトでは、「どうぶつの森
amiiboカード」が使えます。

amiiboカー
に描かれて
る住民の依
を受けるこ
ができます

住民の家のデータをamiiboカードに
書き込めます。また、amiiboカード
で覚えた家具をカタログに追加するこ
ともできます。
※ 書き込んだ家のデータは、「どう

ぶつの森amiiboカード」に対応し
ているほかのソフトで使えます。

amiiboフォン（→13）を使うと、売
り込みの電話をかけたり、amiiboカ
ードのお客様情報を更新したりできま
す。

でグンジウハきぬた

新更の報情様客お

。
と
頼
い
ド

るけかを話電



をタッチしてamiiboカードを読
み込むと、カードに描かれている住
民が登場します。（→14）

で設施や家

!kcehC

るえ覚でドーカobiima

らたけつ見を具家いしほ

るす加追にグロタカ

。すまいらもてえ
覚を具家に民住、でん込み読
をドーカobiimaじ同度一うも ❷

。すませさ場登を民住ら
かドーカobiima、てしチッタ
をで所場るあが具家いしほ ❶
。すまし作操で面画ムーゲの手相

。すまみ込み読をドーカobiima
の民住るいてえ覚を具家 ❷

。すまび選を」新更の
報情様客お「でンォフobiima ❶
。すまし作操で面画ムーゲの分自

。すまきで加追にグロタカを
具家のそ、でとこうらもてっ伝手
に手相、は合場たいてっ持が人な
近身を具家いなにグロタカの分自

。んせまきで
がとこるえ覚、は具家の設施 ※



16 Miiverse・画像投稿ツール

インターネットに接続 を
タッチすると、部屋の写真を
MiiverseやSNS（ソーシャル・ネッ
トワーキング・サービス）に投稿でき
ます。

その場で写真を撮って、Miiverseに
投稿できます。

● Twitter
● Facebook など

SDカードに保存されている写真を、
以下のSNSに投稿できます。

。いさだくみ読おを」ていつに
ルーツのこ「の』ルーツ稿投像画
SD3ードンテンニ『はくしわく

ルーツ
稿投像画SD3ードンテンニ

）信通トッネ
ータンイ（稿投の真写

esreviiM

やてし



17 ツクッター

インターネット通 で、自分がコ
ーディネートした作品（家や施設）を
投稿して評価をもらったり、ほかの
人の作品を見学したりできます。

※ 作品は、住民や施設ごとに1つず
つ投稿できます。リフォームして
再度投稿すると、古いデータは消
去されます。

お客様リス で作品を選び を
タッチすると投稿できます。コーディ
ネートを終えたときに投稿することも
できます。

※ ツクッターは、たぬきハウジング
のパソコン（→13）で使えます。

※ 投稿した作品は、一定期間経つと
ツクッターから消去されます。

ツクッターの「あなたへのひょうか」
で公開をとりやめたい作品を選び、

をタッチします。

。すまりあがとこるすりたし止禁
を用利のータックツ、りたし去消
を品作らかータックツ、は合場た
し断判が堂天任とだ品作な切適不

るめやりとを開公

、ト

るす稿投

信



たぬきハウジン
のパソコンでツ
ッターを使う
ほかの人の作品
見学できます

見たい作品が決まっているときは、
以下の方法で探せます。

す探てし定指を品作

。すまし
探てっ取み読をドーコRQ

。す
まし探てし力入を号番品作

るす学見

。
を
、と

ク
グ

!kcehC

ドーコRQと号番品作

。すまきで存
保にきとたえ変を真写のトス
リ様客おの品作たし稿投や時
稿投、は真写のきつドーコRQ ●

。すまきで認確で
」かうょひのへたなあ「のータ

ックツや時稿投、は号番品作 ●
。うょしまいらもて見を

品作のんまじ、てえ教に人のかほ



※ コンテストに投稿した作品は、期
間を過ぎると見ることができなく
なります。

期間限定でコンテストが開かれること
があります。その場でテーマに合った
作品をコーディネートして、評価を
競います。

検索で見つけた
品は をタ
チすると見学で
ます をタ
チすると、条件
合う別の作品を
ることができます。

見
に
ッ。
き
ッ、
作

く行に見を品作

。すまきで定設で法方の
下以、にうよいなれさ示表と
度二でータックツの分自が品
作の者作のそ、はきとたけつ
見を品作るなにち持気なやい ●

る
すチッタをの面画果結索検 ・

るけかし話にミクタに中学見 ・

。すましたいい願おうよす
まいさだくえ伝おを号番品作
に）02→（口窓談相ご様客お
、は合場たけつ見を品作るあの

題問、どなるいでん含を報情
人個、るいてし反に俗良序公 ●

トステンコちうお



18 いつの間に通信

スリープモード中に、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、このゲ
ームのプレイデータを任天堂に送信す
る機能があります。
いただいたプレイデータは、最新の利
用規約に沿ってゲームづくりの参考
などに使わせていただきます。

※ やめるときは「プレイデータを送
らない」を選びます。

タイトル画面で「プレイデータの送
信」→｢プレイデータを送る」の順に
選びます。

）信通に間のつい（
信送のターデイレプ

るす用使を」信通に間のつい「



19 登場する名画と彫刻の紹介

ゲーム中の名称、作品名、作者名の
順に記載しています。

ひまわり
ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ

たぐいまれなるめいが

落穂拾い
ジャン＝フランソワ・ミレー

よくみるめいが

ヴィーナスの誕生
サンドロ・ボッティチェリ

きれいなめいが

笛を吹く少年
エドゥアール・マネ

いいめいが

夜警
レンブラント・ファン・レイン

すごいめいが

リンゴとオレンジ
ポール・セザンヌ

すばらしいめいが

モナ・リザ
レオナルド・ダ・ヴィンチ

ゆうめいなめいが

青衣の少年
トマス・ゲインズバラ

いさましいめいが

牛乳を注ぐ女
ヨハネス・フェルメール

おちついためいが

ラス・メニーナス
ディエゴ・ベラスケス

おごそかなめいが

冨嶽三十六景神奈川沖浪裏
葛飾北斎

いきなめいが



見返り美人図
菱川師宣

しなやかなめいが

風神雷神図屏風
俵屋宗達

あらぶるめいが

雪中の狩人
ピーテル・ブリューゲル

みごとなめいが

白貂を抱く貴婦人
レオナルド・ダ・ヴィンチ

たおやかなめいが

真珠の耳飾りの少女
ヨハネス・フェルメール

すてきなめいが

種まく人
ジャン＝フランソワ・ミレー

ちからづよいめいが

グランド・ジャット島の日曜日の午後
ジョルジュ・スーラ

おだやかなめいが

民衆を導く自由の女神
ウジェーヌ・ドラクロワ

かちのあるめいが

果物籠
カラヴァッジョ

うまいめいが

フォリー・ベルジュールのバー
エドゥアール・マネ

にぎやかなめいが

三世大谷鬼次の奴江戸兵衛
東洲斎写楽

いなせなめいが

アレアレア
ポール・ゴーギャン

たいへんなめいが

四季「夏」
ジュゼッペ・アルチンボルド

おもしろいめいが

着衣のマハ
フランシスコ・デ・ゴヤ

いいかんじのめいが



カピトリーノの雌狼
作者不明

ははなるちょうこく

遮光器土偶
作者不明

いにしえのちょうこく

ネフェルト・イティの胸像
トトメス

しんぴてきなちょうこく

カメハメハ大王像
トーマス・R・グールド

いだいなちょうこく

円盤投げ
作者不明

たくましいちょうこく

ダビデ像
ミケランジェロ・ブオナローティ

りりしいちょうこく

サモトラケのニケ
作者不明

こうごうしいちょうこく

ミロのヴィーナス
作者不明

うつくしいちょうこく



20 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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