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1 このチャンネルは

『デジカメプリントチャンネル』は、任天堂株式会
社とプリントサービスを提供する富士フイルム株式
会社とが共同で行うサービスです。
このチャンネルでは、デジタルカメラや携帯電話で
撮影した画像を写真やアルバムにしたり、名刺にし
たりして購入することができます。また、名刺には
Miiを使うこともできます。

※各種プリント関連商品の製造・販売は、富士フイ
ルムイメージングシステムズ株式会社にて行いま
す。

※購入された商品は、お客様の自宅または指定の住
所へお届けします。

※購入された商品は、ご注文1件ごとに別々にお届け
します。

※ご注文の際には、クレジットカード（→P.5：4.ク
レジットカード）またはWii名刺引換番号
（→P.16：Wii名刺引換番号を使う）が必要です。

※Wii名刺引換番号で注文する場合は、｢Wii名刺
(Mii)」(→P.14〜15：Wii名刺）のみ選ぶことがで
きます。

 



2 Wiiリモコンの使いかた

ポインター
向けた先にカーソルを動かす（ポイ
ントする）

ポイントしたボタンや項目を選ぶ

画像を拡大する／元に戻す

画面中央の「選んだ画像」や商品を
左右に動かす
（画面の をポイントして を押
しても動かせます）

／

画面下部の「画像の一覧」を左右に
動かす
（画面の をポイントして を押
しても動かせます）

HOMEボタンメニューを表示する

※ポインターでポイントして を押すことで、項目
や商品、入力欄などを選ぶことができます。

 



3 使用上のご注意

『デジカメプリントチャンネル』
のご利用に関するご注意

『デジカメプリントチャンネル』では、注文の依頼
元や商品の配送先などの情報として、Wii本体に保存
された氏名や電話番号、住所などの情報（以降、
「住所情報」といいます）を使用します。ご利用に
関して、以下の点に注意してください。また、商品
を選ぶ際に表示される『デジカメプリントチャンネ
ル』の利用規約もあわせてご覧ください。

● Wii本体に保存された住所情報、およびご注文に際
してお客様が送信された画像や入力した文字情
報、クレジットカードの情報は、富士フイルムイ
メージングシステムズ株式会社が各種プリント関
連商品の作成・配送・代金決済などに使用しま
す。

任天堂株式会社がこれらの住所情報や画像、クレ
ジットカードの情報を取得したり、使用したりす
ることはありません。個人情報の取扱いについて
詳しくは、『デジカメプリントチャンネル』の利
用規約をご覧ください。

● 住所情報はWii本体に保存されています。『デジカ
メプリントチャンネル』をWii本体から削除して
も、住所情報は削除されません。住所情報を削除
するには、『デジカメプリントチャンネル』で
「住所情報設定」を選び、「住所情報」画面から
「全情報消去」を行ってください（→P.19：登録
した住所を修正・削除する）。なお、Wii本体から
住所情報を削除した場合、同じ住所情報を使って
サービスを提供している他のチャンネルが利用で
きなくなることがあります。

● 第三者による住所情報の閲覧などを防ぐために、
暗証番号による保護をおすすめします
（→P.6：「自宅住所」に住所を登録する、
P.20：暗証番号について）。暗証番号による保護
を行わない場合、お客様以外の方にも、登録して
いる住所情報が知られる可能性があります。

● 「住所情報設定」の暗証番号についてのお問い合
わせは受け付けておりません。暗証番号は忘れな
いように注意してください。暗証番号を忘れてし
まった場合、登録しているすべての住所情報の閲
覧・編集ができなくなります。その際は住所情報
の「全情報消去」を行い、住所情報を登録し直し
てください。



● Wii本体を譲渡・廃棄する前には、第三者に住所情
報を知られないように、必ずWii本体の初期化を
行ってください。詳しくは、Wii本体の取扱説明書
「機能編（Wiiオプションの項目）」をご覧くださ
い。

● 任天堂株式会社がWii本体を修理する際は、個人情
報保護のため、修理内容にかかわらず、保存され
ている住所情報をすべて消去します。ご了承くだ
さい。

● お客様が送信された注文画像の元データは、お客
様ご自身で必ず保管してください。

 



4 お問い合わせ先

『デジカメプリントチャンネル』は、任天堂株式会
社とプリントサービスを提供する富士フイルムイ
メージングシステムズ株式会社とが共同で行うサー
ビスです。
『デジカメプリントチャンネル』でお客様がご注文
された内容や決済に関すること、お手元に届いた商
品に関するお問い合わせは、「富士フイルム　デジ
カメプリントチャンネルサポートセンター」で承り
ます。
『デジカメプリントチャンネル』やWiiの使いかたに
ついてのお問い合わせは、任天堂テクニカルサポー
トセンターで承ります。

ご注文された内容や決済に関すること、
お手元に届いた商品に関するお問い合わせ先

富士フイルムイメージングシステムズ株式会社
・富士フイルム　デジカメプリントチャンネルサ

ポートセンター
TEL：042-481-0214
電話受付時間：10:00～17:00

（土日祝日、年末年始を除く）
FAX：042-481-8153
Eメール：digicameprintchannel@fujifilm.co.jp

『デジカメプリントチャンネル』や
Wiiの使いかたについてのお問い合わせ先

任天堂株式会社
・任天堂テクニカルサポートセンター

TEL：0570-020-210（ナビダイヤル）
PHS、IP電話からは、03-4330-7570におかけく
ださい。
電話受付時間：9:00～17:00

（祝日、会社特休日を除く）

※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。

● 権利表記
© 2008 Nintendo

は任天堂の登録商標です。
Trademarks registered in Japan.
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。
禁無断転載
RVL-HCDJ-JPN-6

 



5 準備をする

ご利用になる前に、以下の準備をしてください。

● Wii本体がインターネットに接続されていることを
確認する

インターネット接続の設定方法は、Wii本体の取扱
説明書「機能編（Wiiオプションの項目）」をご覧
ください。

● 必要なものを用意する

 1.SDメモリーカード
（「Wii名刺（Mii）」以外を注文する場合）

 ■使用できる保存メディアは、以下の通りです。

SDメモリーカード
（SDHCメモリーカード／miniSDカード／
microSDカード／miniSDHCカード／microSDHC
カードを含む）

※上記のうち、miniSDカード／microSDカード／
miniSDHCカード／microSDHCカードをご使用
になる場合は、それぞれに対応した「カードア
ダプタ」を別途ご用意ください。そのまま使用
するとWii本体から抜けなくなり、故障の原因と
なります｡

※任天堂株式会社製の「SDメモリーカード
512MB」［RVL-020］および「SDメモリー
カード2GB」［RVL-033］以外は、Wiiでの動
作を任天堂株式会社が保証するものではありま
せん。

 2.上記のSDメモリーカードに保存した画像
（「Wii名刺（Mii）」以外を注文する場合）
『デジカメプリントチャンネル』を利用するには､
デジタルカメラや携帯電話内のデータを、SDメモ
リーカードに保存しておく必要があります。 お持
ちのデジタルカメラや携帯電話、パソコンなどか
ら画像のデータをSDメモリーカードに保存する方
法については、各機器の取扱説明書をご覧くださ
い。



 ■使用できる画像は、以下の条件を満たすものです｡

画像のファイル形式：
JPEG形式（プログレッシブJPEGは除く）

画像のサイズ：
320×240ピクセル～6144×6144ピクセル
（Wii名刺）
640×480ピクセル～6144×6144ピクセル
（Wii名刺以外）

縦横比：1:20以下

※ファイル名にはJPEG画像であることを示す拡張
子「.jpeg」「.jpg」（どちらも大文字でも可）
が付いていることを確認してください。

※ファイル名・フォルダ名は、日本版のWiiで表示
できる文字を使用してください。

 ■使用できない、あるいは使用を推奨しない画像に
は、一覧の画像に次のようなマークが表示されま
す。画像の上で を押すと、詳しい原因を知るこ
とができます。

※すべての商品においてマークの出ない画像のサ
イズは、1286×1286ピクセル以上です。

※JPEG形式の画像でも、保存された状態によって
は使用できない場合があります。

※複数のSDメモリーカードに保存された画像を合
わせて商品を注文することはできません。商品
に使いたい画像は､1枚のSDメモリーカードにま
とめておいてください。

 3.Mii
（「Wii名刺（Mii）」を注文する場合）
Miiのつくりかたは、Wii本体の取扱説明書「機能
編（似顔絵チャンネルの項目）」をご覧くださ
い。

 4.クレジットカード
（クレジットカードで注文する場合）
JCB、VISA、MasterCard、AMEX、Dinersの提携
カードが使用できます。



 5.Wii名刺引換番号
（Wii名刺引換番号で注文する場合）
Wii名刺引換番号とは、クラブニンテンドーのポイ
ント（150ポイント）と交換で取得できる16桁の
番号です。この16桁のWii名刺引換番号を『デジ
カメプリントチャンネル』で入力すると、「Wii名
刺（Mii）」1セット（30枚）と引き換えることが
できます。
クラブニンテンドーのポイントをWii名刺引換番号
と交換するには、パソコンまたは携帯電話から、
クラブニンテンドーのホームページ（http://
club.nintendo.jp/）にアクセスしてください。詳
しい内容についてはP.16：Wii名刺引換番号を使
うをご覧ください。

 6.パソコンもしくは携帯電話のメールアドレス
注文が確定した際に、確認のメッセージが届きま
す。

 7.USBキーボード
（文字の入力に使用する場合）
文字を入力する際には、市販のUSBキーボードを
使用することもできます。USBキーボードを使用
する場合は、当社が動作確認したUSBキーボード
を使用してください。詳しくは、任天堂ホーム
ページ（http://www.nintendo.co.jp/）に掲載さ
れていますので、ご確認ください。

● 住所を登録する
登録する方法は、次ページをご覧ください。

 



6 住所を登録する

『デジカメプリントチャンネル』で商品を購入する
には、配送先の住所情報などを、あらかじめ「住所
情報」画面から登録しておく必要があります。
はじめに、このWiiをお使いの場所を「自宅住所」と
して登録します。「自宅住所」以外の場所に商品を
送る場合は、「その他の住所」として登録してくだ
さい。
「その他の住所」は、あとから登録することもでき
ます。
※依頼元や配送先として登録できる住所は、日本国

内のみです。海外への発送はできません。
※文字の入力方法については、Wii本体の取扱説明書

「機能編（キーボードの項目）」をご覧くださ
い。

● 「住所情報」画面の使いかた
『デジカメプリントチャンネル』で「住所情報設
定」を選ぶと、「住所情報」画面が表示されま
す。
※「自宅住所」が未登録の場合、注意事項の画面

が表示されます。画面の説明をよくお読みいた
だき、暗証番号の設定と住所の登録を行ってく
ださい。

※暗証番号が設定されている場合、「暗証番号確
認」画面が表示されます。



● 「自宅住所」に住所を登録する
Wii本体に、このWiiをお使いの場所を登録しま
す。登録済みの場合は、この手順は不要です。

 1.タイトル画面で「住所情
報設定」を選ぶ

 2.「はい」を選ぶ
「はい」を選んだ後に表
示される注意事項をよく
お読みいただき、「OK」
を選んで先に進んでくだ
さい。

 3.画面の指示に従って暗証
番号を設定する
暗証番号を設定すると、
登録した住所情報を第三
者が閲覧するのを制限す
ることができます。「い
いえ」を選んだ場合は、
暗証番号を設定せずに次の画面に進みます。暗証
番号は、あとから設定することもできます
（→P.20：暗証番号について）。
※ここで設定する暗証番号は、住所情報を保護す

るための暗証番号です。ペアレンタルコント
ロールで設定する暗証番号とは異なります。

※暗証番号を忘れると、住所情報の表示や修正が
できなくなります。忘れないように注意してく
ださい。

 4.画面の指示に従って、各
項目を入力する
入力欄をポイントして
を押し、氏名や電話番
号、住所などを入力して
ください。
※『デジカメプリント

チャンネル』では、ご注文内容の控えをEメー
ルでお送りします。パソコンや携帯電話のメー
ルアドレスを必ず登録してください（Wii番号に
よるWiiのメールアドレスは使えません）。

※Wii本体設定で「WiiConnect24」を「ON」にし
ておくと、郵便番号から該当する住所を検索し
て都道府県や市区郡、町名を自動で入力するこ
とができます。設定方法は、Wii本体の取扱説明
書「機能編（Wiiオプションの項目）」をご覧く
ださい。



 5.入力した内容を確認
し、「保存」を選ぶ

で画面をスクロー
ルできます。
入力した内容に間違いが
あると、注文された商品
をお届けできない場合が
あります。ご注意ください。

住所の登録を終了する場合は、「住所情報」画面で
「終了」を選んでください。自宅以外の住所を続け
て登録する場合は、次の説明をご覧になり、「その
他の住所」に登録してください。

● 「その他の住所」に住所を登録する
「住所情報」画面で「その他の住所」を選
び、「新規追加」を選びます。画面の指示に従っ
て、住所を登録してください。「その他の住所」
には、7件まで登録することができます。

 



7 チャンネルをはじめる

以下の手順で、チャンネルをはじめてください。

 1.SDメモリーカードを差し込む
撮影した画像が入ったSDメモリーカードを、Wii
本体の前面にあるSDカードスロットに差し込みま
す。

※「Wii名刺（Mii）」を注文する場合は、この手順は
必要ありません。

 2.Wiiメニューで『デジカメプリントチャンネル』を
選ぶ
『デジカメプリントチャンネル』を選ぶと、チャ
ンネル画面が表示されるので、「はじめる」を選
びます。チャンネルがはじまると、タイトル画面
が表示されます。

※SDメモリーカードの必要な商品を注文するとき、
注文が完了するまでにSDメモリーカードを抜く
と、タイトル画面に戻ります。

前回のつづきから注文する

注文を中断すると、情報が自動的に保存されます｡
前回のつづきから注文する場合には、前回と同じ
SDメモリーカードを使用して「つづきから」を選
んでください。前回の情報がないときには「つづ
きから」の色が灰色になります。
また、注文を終えて新たに注文する前に「つづき
から」を選ぶと、最後に行った注文と同じ内容の
注文を手軽に行うことができます。
※｢Wii名刺｣では個人情報を扱うため、Wiiメニュー

に戻る、リセットをする、Wii本体の電源を切る､
もしくは取扱説明書へ行くと、「つづきから」
は選べません。



 3.商品を選ぶ
メニュー画面で、商品を

または で左右に動
かします。購入したい商
品を画面の中央に表示さ
せたら、「決定」を選び
ます。

商品は次の6種類です。
「デジカメプリント」
「Wiiフォトブック（スクエアタイプ）」ヨコとじ
「Wiiフォトブック（スクエアタイプ）」タテとじ
「Wiiフォトブック（スタンダードタイプ）」
「Wii名刺（写真）」画像を使用
「Wii名刺（Mii）」Miiを使用
※Wii名刺引換番号で注文する場合は、「Wii名刺

（Mii）」のみ選ぶことができます。

 4.利用規約を読む
商品を選ぶと利用規約が表示されます。内容をよ
くお読みいただき、同意いただける場合は「同意
する」を選んでください。次の画面に移り、商品
を注文することができます。
※「同意しません」を選んだ場合、このチャンネ

ルは利用できません。
※富士フイルムイメージングシステムズ株式会社

からお知らせがある場合は、利用規約の前に表
示されます。

※利用規約を再度確認したい場合は、「Wiiメ
ニューに戻る」または「Wii本体の電源をOFFに
する」のどちらかを行ってから、再度『デジカ
メプリントチャンネル』をはじめてください。

 



8 手順1

デジカメプリント

「デジカメプリント」では、画像を選んでLサイズ
（127mm×89mm）の写真をつくることができま
す。

● 画面の見かた

● 「デジカメプリント」のつくりかた

 1.画像を決める
1回のご注文で、画像を50種類まで選ぶことがで
きます。

 ・画像を選ぶ
一覧からプリントしたい画像を選びます。選んだ
画像は で、一覧は で左右に動かせます。

 ・選んだ画像を取り消す
取り消したい画像を画面の中央に合わせて を選
びます。取り消した画像は一覧に戻ります。
※一覧の画像の上で を押すと画像が拡大され、

再び押すと元に戻ります。

 2.「確認へ」を選ぶ
画像をすべて選んだら「確認へ」を選びます。

注文の手順については、次の項目をご覧ください。
 



9 手順2

「デジカメプリント」の画像を決めたら、以下の手
順で注文します。

 3.枚数を決める
で、注文する枚数を

指定できます。枚数を指
定する方法は、次の2つ
から選べます。

 ・「個別に設定」
それぞれの画像に枚数を指定して注文します。
99枚まで指定できます。

 ・「一括で設定」
選んだ画像すべてに同じ枚数を指定して注文しま
す。20枚まで指定できます。

 4.注文する
商品の完成イメージを確認し、「注文へ」を選び
ます。
注文にはクレジットカードを使用します。Wii本体
のペアレンタルコントロール機能の、対象となる
項目を設定している場合は、暗証番号の入力が必
要となります。
画像のデータ送信が終わると、お届け先設定の手
順に移ります。詳しくはP.17：依頼元や配送先を
決めるをご覧ください。
※ペアレンタルコントロールの設定方法について

は、P.21：ペアレンタルコントロールをご覧く
ださい。

※画像のデータ送信には時間がかかる場合があり
ます。送信中は、画像を使った絵合わせパズル
で遊ぶことができます。

 



10 手順1

Wiiフォトブック（スクエアタイプ）

「Wiiフォトブック（スクエアタイプ）」では、画像
を選んで全21ページの正方形アルバム
（152mm×152mm）をつくることができます。ま
た、タイトルページ（一番左のページ）には、題名
やメッセージなどを入力できます。
メニュー画面で、ヨコとじとタテとじの2種類から選
びます。

● 画面の見かた

● 「Wiiフォトブック（スクエアタイプ）」のつくり
かた

 1.デザインを選ぶ
表示された一覧を で左
右に動かし、選びたいデ
ザインを画面の中央に表
示させたら「OK」を選び
ます。
※デザインは、あとから

変更することもできます（→P.11：4.デザイン
を変更する）。



 2.画像を決める

 ・画像を選ぶ
画像を入れたいページを画面の中央に合わせ、一
覧からプリントしたい画像を選びます。ページは

で、一覧は で左右に動かせます。

 ・選んだ画像を取り替える
取り替えたい画像のあるページを画面の中央に合
わせ、一覧から別の画像を選びます。
※画像の上で を押すと画像が拡大され、再び押

すと元に戻ります。
※複数のページに同じ画像を使うこともできま

す。

 3.タイトルページをつくる
一番左のページがタイト
ルページになります。タ
イトルページには、画像
の上に15字、下に30字
までタイトルやメッセー
ジを入力することができ
ます。入力欄を選んで入力してください。
文字の入力方法については、Wii本体の取扱説明書
「機能編（キーボードの項目）」をご覧くださ
い。
タイトルページに文字を入力しない場合は、次の
項目の「4.デザインを変更する」に進んでくださ
い。

デザインの変更と注文の手順については、次の項目
をご覧ください。

 



11 手順2

 4.デザインを変更する
「Wiiフォトブック（スク
エアタイプ）」で を選
ぶと、デザインやページ
の順序を変更することが
できます。それぞれの項
目を選ぶと、次の画面に
進みます。
デザインやページの順序を変更しない場合は、次
の手順に進んでください。

 ・デザインを選ぶ
デザインの選びかたは、P.10：1.デザインを選ぶ
をご覧ください。

 ・ページ順序の入れ替え
表示された一覧を で左
右に動かし、移動させた
いページをポイントして

を押します。 を押し
たまま、目的の位置まで
移動させ、 を離しま
す。

 5.「確認へ」を選ぶ
すべてのページの画像と、デザインやページの順
序を決めたら「確認へ」を選びます。
（文字の入力欄は空欄でも注文できます）

 6.冊数を決める
で、注文する冊数を

指定できます。1回に注
文できるのは99冊までで
す。

 7.注文する
商品の完成イメージを確認し、「注文へ」を選び
ます。
注文にはクレジットカードを使用します。Wii本体
のペアレンタルコントロール機能の、対象となる
項目を設定している場合は、暗証番号の入力が必
要となります。
画像のデータ送信が終わると、お届け先設定の手
順に移ります。詳しくはP.17：依頼元や配送先を
決めるをご覧ください。
※ペアレンタルコントロールの設定方法について

は、P.21：ペアレンタルコントロールをご覧く
ださい。

※画像のデータ送信には時間がかかる場合があり
ます。送信中は、画像を使った絵合わせパズル
で遊ぶことができます。

 



12 手順1

Wiiフォトブック（スタンダードタイプ）

「Wiiフォトブック（スタンダードタイプ）」では、
選んだ画像を配置して全6ページのA4アルバム
（210mm×297mm）をつくることができます。

● 画面の見かた

● 「Wiiフォトブック（スタンダードタイプ）」のつ
くりかた

 1.デザインを選ぶ
表示された一覧を で左
右に動かし、選びたいデ
ザインを画面の中央に表
示させたら「OK」を選び
ます。
※デザインは、あとから

変更することもできます（→P.13：3.デザイン
を変更する）。



 2.画像を決める

 ・画像を選ぶ
画像を入れたいページの枠を選んだあと、選んだ
枠に入れたい画像を一覧から選びます。ページは

で、一覧は で左右に動かせます。

 ・選んだ画像を取り消す
取り消したい枠の画像を選んだあと、 を選びま
す。画像は1枚ずつ取り消せます。

 ・選んだ画像を取り替える
取り替えたい枠の画像を選んだあと、一覧から別
の画像を選びます。画像は1枚ずつ取り替えられ
ます。

 ・選んだ画像を回転させる
回転させたい画像を選んだあと、 を選びます。

※画像の上で を押すと画像が拡大され、再び押
すと元に戻ります。

※複数の枠に同じ画像を使うこともできます。
※フレームを変えると、変えたページの画像はす

べて取り消されます（→P.13：フレームを選
ぶ）。

※画像とページの枠との縦横比の違いにより、画
像が拡大されたり、一部欠けたりすることがあ
ります。「確認へ」を選んだあとの画面で、プ
リント範囲を確認してください。

デザインの変更と注文の手順については、次の項目
をご覧ください。

 



13 手順2

 3.デザインを変更する
「Wiiフォトブック（スタ
ンダードタイプ）」で
を選ぶと、デザインやフ
レームを変更することが
できます。
それぞれの項目を選ぶ
と、次の画面に進みます。
デザインやフレームを変更しない場合は、次の手
順に進んでください。

 ・デザインを選ぶ
デザインの選びかたは、P.12：1.デザインを選ぶ
をご覧ください。

 ・フレームを選ぶ
フレームを変えること
で、1ページごとに入れ
る画像の数を変えられま
す。フレームを変える
と、そのページの画像は
すべて取り消されるの
で、入れ直す必要があります。

を選ぶ前に、ページを で左右に動かし、フ
レームを変えたいページを中央に合わせておきま
す。表示されたフレームの一覧を で左右に動か
し、選びたいフレームを画面の中央に表示させた
ら「OK」を選びます。

 4.「確認へ」を選ぶ
すべてのページの画像と、デザインやフレームを
決めたら「確認へ」を選びます。

 5.冊数を決める
で、注文する冊数を

指定できます。1回に注
文できるのは99冊までで
す。



 6.注文する
商品の完成イメージを確認し、「注文へ」を選び
ます。
注文にはクレジットカードを使用します。Wii本体
のペアレンタルコントロール機能の、対象となる
項目を設定している場合は、暗証番号の入力が必
要となります。
画像のデータ送信が終わると、お届け先設定の手
順に移ります。詳しくはP.17：依頼元や配送先を
決めるをご覧ください。
※ペアレンタルコントロールの設定方法について

は、P.21：ペアレンタルコントロールをご覧く
ださい。

※画像のデータ送信には時間がかかる場合があり
ます。送信中は、画像を使った絵合わせパズル
で遊ぶことができます。

 



14 手順1

Wii名刺

「Wii名刺」では、画像やMiiを使って名刺
（91mm×55mm）をつくることができます。メ
ニュー画面で、「Wii名刺（写真）」「Wii名刺
（Mii）」のどちらかを選びます。
※「Wii名刺」に氏名・住所・電話番号などの個人情

報を記載する場合、お取り扱いには十分ご注意く
ださい。

● 画面の見かた

● 「Wii名刺」のつくりかた

 1.デザインを選ぶ
表示された一覧を で左
右に動かし、選びたいデ
ザインを画面の中央に表
示させたら「OK」を選び
ます。
※デザインは、あとから

変更することもできます（→P.15：4.デザイン
を変更する）。
どのデザインも、裏面は白になります。



 2.文字を入力する
登録している「自宅住所」の住所情報のうち、氏
名・住所・電話番号を「Wii名刺」に自動で入力す
ることができます。画面の指示に従って操作して
ください。また、入力欄を選ぶことで、それぞれ
の文字の入力・編集ができます。文字の入力方法
については、Wii本体の取扱説明書「機能編（キー
ボードの項目）」をご覧ください。
入力欄に文字を入力しない場合、次の手順に進ん
でください。

※「Wii名刺（Mii）」を選んだ場合に名前の入力欄が
未入力のときは、Miiを選ぶとMiiのニックネームが
表示されます。

※ を選ぶと、あとからでも「自宅住所」の住所情
報を反映できます。

※住所情報が長い場合、入りきらないことがありま
す。

 3.画像やMiiを決める

 ・画像やMiiを選ぶ
一覧を で左右に動かし、一覧から名刺にした
い画像やMiiを選びます。

 ・画像やMiiを取り替える
一覧から別の画像やMiiを選びます。元の画像や
Miiは一覧に戻ります。

※選べるMiiは、似顔絵チャンネルの似顔絵広場に
いるMiiのみです。

※スペシャルMii（任天堂株式会社から配信された
特別なMii）には対応していません。

※画像の上で を押すと画像が拡大され、再び押
すと元に戻ります。

デザインの変更と注文の手順については、次の項目
をご覧ください。

 



15 手順2

 4.デザインを変更する
「Wii名刺」で を選ぶ
と、デザインを変更した
り、2種類の番号を切り
替えたりすることができ
ます。それぞれの項目を
選ぶと、次の画面に進み
ます。デザインの変更や番号の切り替えを行わな
い場合は、次の手順に進んでください。

 ・デザインを選ぶ
デザインの選びかたは、P.14：1.デザインを選ぶ
をご覧ください。

 ・番号を切り替える
「Wii名刺」の左下の表示
内容を切り替えることが
できます。Wii番号を表示
するか電話番号を入力す
るか、どちらかを選んで
ください。

 5.「確認へ」を選ぶ
画像やMiiを選び、デザインや入力項目を決めたら
「確認へ」を選びます。
（文字の入力欄は空欄でも注文できます）

 6.セット数を決める
で、注文するセット

数を指定できます。1回
に注文できるのは5セッ
ト（1セット＝30枚）ま
でです。
※Wii名刺引換番号で注文

する場合には、セット数の指定はできませ
ん。1セットのみ注文できます。



 7.注文する
商品の完成イメージを確認し、「注文へ」を選び
ます。
Wii名刺引換番号以外での注文には、クレジット
カードを使用します。Wii本体のペアレンタルコン
トロール機能の、対象となる項目を設定している
場合は、暗証番号の入力が必要となります。
画像のデータ送信が終わると、お届け先設定の手
順に移ります。詳しくはP.17：依頼元や配送先を
決めるをご覧ください。
※ペアレンタルコントロールの設定方法について

は、P.21：ペアレンタルコントロールをご覧く
ださい。

※画像のデータ送信には時間がかかる場合があり
ます。送信中は、画像を使った絵合わせパズル
で遊ぶことができます。

 



16 Wii名刺引換番号を使う

● Wii名刺引換番号とは

Wii名刺引換番号とは、クラブニンテンドーのポイ
ント（150ポイント）と交換で取得できる16桁の
番号です。この16桁のWii名刺引換番号を『デジ
カメプリントチャンネル』で入力すると、「Wii名
刺（Mii）」1セット（30枚）と引き換えることが
できます。

● クラブニンテンドーとは

クラブニンテンドーは、会員登録をすることで利
用できる任天堂の公式サイトのひとつです。対象
商品のシリアルナンバーを登録してポイントを貯
めると、交換で特典を得ることができます。
クラブニンテンドーのポイントをWii名刺引換番号
と交換するには、パソコンまたは携帯電話から、
クラブニンテンドーのホームページ（http://
club.nintendo.jp/）にアクセスしてください。

● Wii名刺引換番号で注文する

タイトル画面（→P.7：2.Wiiメニューで『デジカ
メプリントチャンネル』を選ぶ）で「Wii名刺引換
番号で注文」を選ぶと、「Wii名刺（Mii）」を選
ぶことができます。
以降は、P.14～15：Wii名刺の手順に従って注文
してください。

 
 



17 依頼元や配送先を決める

注文に必要な情報を以下の手順で入力していきま
す。クレジットカードとWii名刺引換番号のどちらで
注文するかで、手順が異なります。
※以下の画面は参考画面です。実際の画面とは価格

などが異なる可能性がありますので、ご了承くだ
さい。

● クレジットカードで注文する場合

 1.価格を確認する
商品の価格を確認し、
「進む」を選びます。
※配送料は、「注文内容

のご確認」の画面に表
示されます。

 2.暗証番号を入力する
「住所情報」画面で設定
した暗証番号を入力しま
す。
※暗証番号

（→P.6：「自宅住
所」に住所を登録する､
P.20：暗証番号について）を設定していない場
合や、「Wii名刺」に住所情報を反映した場合
は、この手順は必要ありません。

 3.ご依頼元を選択する
商品を注文する人の住所
を選びます。選んだ住所
は青色の太枠で囲まれま
す。
※初めて住所を登録する

とき、または一覧にな
い住所を追加したいときには「住所情報設定」
を選び、P.6：「自宅住所」に住所を登録する
の手順に従って登録してください。

 4.お届け先を選択する
商品を届けたい住所を、
登録されている住所の中
から選びます。選んだ住
所は青色の太枠で囲まれ
ます。
※初めて住所を登録する

とき、または一覧にない住所を追加したいとき
には「住所情報設定」を選び、P.6：「自宅住
所」に住所を登録するの手順に従って登録して
ください。



 5.配送方法を選択する
注文が規定数（デジカメ
プリント：合計400枚／
Wiiフォトブック：2冊／
Wii名刺：5セット）以下
の場合は、メール便と宅
配便の2種類から選べま
す。規定数以上の場合は宅配便のみになります。
※ご注文を受け付けてから発送までにかかる日数

については、「価格確認」の画面の「仕上り目
安」でご確認ください。仕上り日は土日祝日・
年末年始などの休日により延長することがあり
ます。

※発送からお届けまでに、宅配便は1〜2日程度、
メール便は2〜4日程度かかります。ただし、一
部離島などへのお届けは若干遅れる場合があり
ます。

※配送料は「注文内容のご確認」の画面に表示さ
れます。

※日時指定はできません。
※商品はご注文1件ごとに別々に配送されます。



● Wii名刺引換番号で注文する場合

 1.暗証番号を入力する
「住所情報」画面で設定
した暗証番号を入力しま
す。
※暗証番号

（→P.6：「自宅住
所」に住所を登録する､
P.20：暗証番号について）を設定していない場
合や、「Wii名刺」に住所情報を反映した場合
は、この手順は必要ありません。

 2.お届け先を選択する
商品を届けたい住所を、
登録されている住所の中
から選びます。選んだ住
所は青色の太枠で囲まれ
ます。
※初めて住所を登録する

とき、または一覧にない住所を追加したいとき
には「住所情報設定」を選び、P.6：「自宅住
所」に住所を登録するの手順に従って登録して
ください。

※お届け先は、クラブニンテンドーの会員情報と
は関係なく、「住所情報設定」で登録した住所
になります。

※配送方法はメール便のみになります。尚、配送
料は無料です。

※ご注文を受け付けてから発送までにかかる日数
については、「注文内容のご確認」の画面の
「仕上り目安」でご確認ください。仕上り日は
土日祝日・年末年始などの休日により延長する
ことがあります。

※発送からお届けまでに2〜4日程度かかります。
ただし、一部離島などへのお届けは若干遅れる
場合があります。

※日時指定はできません。
※商品はご注文1件ごとに別々に配送されます。

支払いの手続きをする手順については、次の項目を
ご覧ください。

 



18 支払いの手続きをする

依頼元や配送先を決めたら、以下の手順で支払いの
手続きをします。クレジットカードとWii名刺引換番
号のどちらで注文するかで、手順が異なります。
※以下の画面は参考画面です。実際の画面とは価格

などが異なる可能性がありますので、ご了承くだ
さい。

● クレジットカードで注文する場合

 6.支払い方法を選択する
クレジットカードの種類
を選びます。
※利用できるカードは次

の5種類です。
【JCB／VISA／
MasterCard／AMEX／Diners】

※クレジットカードの情報は、富士フイルムイ
メージングシステムズ株式会社を通じて、各
カード会社に送信されます。
Wii本体に保存されたり任天堂株式会社に送信さ
れたりすることはありません。

※支払いは一括払いのみです。

 7.カード情報を入力する
入力欄をポイントして
を押し、カード番号とセ
キュリティーコードを入
力します。有効期限は

で選びます。
※セキュリティーコード

とは、主にクレジットカード裏面の署名欄の上
部に記載されている数字の末尾3桁です。AMEX
のみ表面に4桁で記載されています。詳しくは
画面上の「セキュリティーコードとは?」をご
覧ください。

※Dinersをご利用の場合、セキュリティーコード
の記入欄は表示されません。

 8.注文内容を確認する
表示された内容で問題が
なければ「注文を確定す
る」を選びます。
これで注文が完了しま
す。
※注文が確定すると、Wii

伝言板および「住所情報設定」で登録した「ご
依頼元」のメールアドレスに、確認のメッセー
ジが届きます。



● Wii名刺引換番号で注文する場合

 3.Wii名刺引換番号を入力す
る
入力欄をポイントして
を押し、16桁のWii名刺
引換番号（→P.16：Wii
名刺引換番号を使う）を
入力します。
 

 4.注文内容を確認する
表示された内容で問題が
なければ「注文を確定す
る」を選びます。
これで注文が完了しま
す。
※注文が確定すると、Wii

伝言板および「住所情報設定」で登録した「配
送先」のメールアドレスに、確認のメッセージ
が届きます。

 



19 登録した住所を修正・削除する

登録した住所をあとから修正・削除するには、次の
手順を行ってください。

● 登録した住所を修正する

 1.タイトル画面で「住所情
報設定」を選ぶ

 2.「はい」を選ぶ

 3.暗証番号を入力し、
「OK」を選ぶ
暗証番号を設定していな
い場合は、この画面は表
示されません。次の手順
に進んでください。

 4.修正したい住所を選ぶ
「その他の住所」を選ん
だ場合は、表示される一
覧から修正したい登録名
を選んでください。

 5.各項目を入力し、
「保存」を選ぶ

でページの切り替え
ができます。
文字の入力方法について
は、Wii本体の取扱説明書
「機能編（キーボードの
項目）」をご覧ください。



 6.入力した内容に間違いが
ないか確認し、「保存」
を選ぶ

で画面をスクロー
ルできます。

ほかの住所を続けて修正する場合は、手順4〜6を繰
り返してください。
住所の修正を終了する場合は、「住所情報」画面で
「終了」を選んでください。

● 登録した住所を削除する
「その他の住所」に登録した住所を削除したい場
合は、「その他の住所」で削除したい住所（登録
名）を選び、「削除」を選びます。以降は、画面
の指示に従って操作してください。

「自宅」の住所を削除したい場合は、「住所情
報」画面で「全情報消去」を選びます。
「全情報消去」を行うと、「その他の住所」を含
むすべての住所情報と登録している暗証番号が消
去されます。ご注意ください。

 



20 暗証番号について

「住所情報」画面の「暗証番号」で、暗証番号の変
更や暗証番号による保護の解除を行うことができま
す。また、P.6：「自宅住所」に住所を登録するで暗
証番号を設定しなかった場合は、ここで設定するこ
ともできます。
※暗証番号を忘れると、住所情報の表示や修正がで

きなくなります。忘れないように注意してくださ
い。

※ここで設定する暗証番号は、住所情報を保護する
ための暗証番号です。ペアレンタルコントロール
で設定する暗証番号とは異なります。

※暗証番号による保護を行わない場合、Wii本体を譲
渡・廃棄した際などに第三者に住所情報が知られ
る可能性があります。ご注意ください。

● 暗証番号を設定する
暗証番号を設定すると、
登録した住所情報を第三
者が閲覧するのを制限す
ることができます。
「住所情報」画面で「暗
証番号」を選び、画面の
指示に従って暗証番号を設定してください。

● 暗証番号を変更する
「住所情報」画面で「暗証番号」を選び、「暗証
番号の変更」を選びます。以降は、画面の指示に
従って操作してください。

● 暗証番号による保護を解除する
「住所情報」画面で「暗証番号」を選び、「暗証
番号による保護の解除」を選びます。以降は、画
面の指示に従って操作してください。

暗証番号を忘れた場合

暗証番号を忘れてしまっ
た場合は、「暗証番号確
認」画面で「忘れた」を
選び、画面の指示にした
がって住所情報の「全情
報消去」を行ってくださ
い。
「全情報消去」を行うと、登録している暗証番号
とすべての住所情報が消去されます。「住所を登
録する」（→P.6：「自宅住所」に住所を登録す
る）をご覧になり、再度住所の登録を行ってくだ
さい。

 



21 ペアレンタルコントロール

ペアレンタルコントロールとは、未成年の方が使用
される場合、その保護者が対象となるコンテンツの
使用を制限するための機能です。保護者の方が『デ
ジカメプリントチャンネル』での注文を制限したい
場合は、次の手順に従って設定を変更してください｡
以下の設定を行った場合には、『デジカメプリント
チャンネル』におけるクレジットカードでの注文の
際に、「注文へ」を選んだあと暗証番号の入力が必
要となります。

 1.WiiメニューのWiiオプ
ションを選んでくださ
い。

 2.「Wii本体設定」→「ペア
レンタルコントロール」
→「その他の制限」の順
に選び、「Wiiポイントの
使用と物品・サービスの
注文」（※）を「制限す
る」に設定してくださ
い。
※お使いのWiiメニューのバージョンによっては、

表示される項目名が異なる場合があります。
 



22 Q&A

● 撮影について

Q: 富士フイルム以外のデジタルカメラや、携帯電
話で撮影しても注文できますか？

A: できます。撮影された画像が受付条件を満たし
ていれば、メーカー・機種についての制限はあ
りません。
ただし、Wii本体で使用できる保存メディアは､
SDメモリーカード（SDHCメモリーカード／
miniSDカード／microSDカード／miniSDHC
カード／microSDHCカードを含む）のみで
す。
SDメモリーカードについて詳しくは､
P.5：1.SDメモリーカードをご覧ください。

● 画像について

Q: 対応している画像は何ですか？

A: SDメモリーカード内の拡張子が
「.jpeg」「.jpg」（どちらも大文字でも可）の
ファイルです。ただし、一部対応していない
JPEG形式もあります。また、画像が以下の条
件を満たす必要があります。
・画像のサイズが320×240ピクセル～

6144×6144ピクセル（Wii名刺）
・画像のサイズが640×480ピクセル～

6144×6144ピクセル（Wii名刺以外）
・画像の縦横比が1:20以下

Q: 画像が読み込めないのですが。

A: Wii本体からSDメモリーカードを抜き､ パソコ
ンなどでSDメモリーカードに入った画像が、
対応している画像であることを確認してくださ
い。確認したら、再度Wii本体にカチッと音が
するまでしっかりと差し込んでください。

Q: 画像のファイル形式がわかりません。どうやっ
て確認したらいいですか？

A: パソコンの画像閲覧ソフトなどでご確認くださ
い。

Q: 注文したい画像が「使用できない」と表示され
ますが、使用するにはどうしたらいいですか？

A: パソコンの画像編集ソフトなどで、拡張子が
「.jpeg」「.jpg」（どちらも大文字でも可）の
対応する画像に変換し、SDメモリーカードに
保存してください。



Q: 注文したい画像が「推奨しない」と表示されま
すが、使用するにはどうしたらいいですか？

A: 使用は可能ですが、商品がきれいにプリントで
きない場合があります。

Q: 画像の加工や修正はできますか？

A: 『デジカメプリントチャンネル』内で、画像に
加工や修正を加えることはできません。ただ
し、背景やフレームと合成する前に、富士フイ
ルムの画像処理技術により、1枚1枚の画像に
ついて最適な色補正が自動的に行われます。

Q: 使用された画像は破棄されますか？

A: 商品の確認が済み次第、富士フイルムイメージ
ングシステムズ株式会社はお客様が送信された
画像を破棄いたします。画像データは、お客様
のお手元で保管しておいてください。

Q: どんな画像でも受け付けてもらえますか？

A: 富士フイルムイメージングシステムズ株式会社
が、猥雑、暴力的、公序良俗に反する画像と判
断した場合は、ご注文をお受けできません。こ
れらの理由により商品をお届けできない場合で
もご返金はいたしませんので、あらかじめご了
承ください。

Q: 『デジカメプリントチャンネル』の画面に一部
の画像が表示されないのですが。

A: 表示できる画像の最大数は約1000枚です。SD
メモリーカード内のすべての画像が表示できな
い場合はいったんSDメモリーカードを抜き、
お手持ちのパソコンやデジタルカメラなどで
SDメモリーカード内のデータを整理してくだ
さい。

Q: ある商品のときにだけ写真に が入るのはな
ぜですか？

A: 商品に対して画像のサイズが小さいとき、
が表示されます。この場合、商品がきれいにプ
リントできない可能性があります。また、商品
によって必要となる画像のサイズが異なりま
す。すべての商品において の出ない画像の
サイズは、1286×1286ピクセル以上です。



Q: Wiiから画像を送信するときに、どれくらい時
間がかかりますか？

A: 通信環境や画像サイズによって変化します。

● 商品について

Q: Wiiフォトブック（スクエアタイプ）やWii名刺
に入力する文字の形（フォント）は選べます
か？

A: フォントの指定はできません。

Q: 日付プリントはできますか？

A: 日付プリントには対応しておりません。

Q: 途中で中断できますか？

A: できます。途中で『デジカメプリントチャンネ
ル』を終えても、情報は自動的に保存されま
す。次回はじめる際に「つづきから」を選べ
ば、前回のつづきから注文することができま
す。ただし、「Wii名刺｣では個人情報を扱うた
め、Wiiメニューに戻る、リセットをする、Wii
本体の電源を切る、もしくは取扱説明書へ行く
と、「つづきから」は選べません。詳しくは
P.7：前回のつづきから注文するをご覧くださ
い。

● 注文について

Q: 住所や電話番号などの登録情報は変更できます
か？

A: できます。変更の手順についてはP.19：登録
した住所を修正・削除するをご覧ください。

Q: 「住所情報設定」の暗証番号を忘れました。ど
うしたらいいですか？

A: 任天堂株式会社、富士フイルムイメージングシ
ステムズ株式会社では、「住所情報設定」の暗
証番号のお問い合わせは受け付けておりませ
ん。住所登録の「全情報消去」を行い、登録し
直してください。手順についてはP.6：「自宅
住所」に住所を登録するとP.19：登録した住
所を修正・削除するをご覧ください。



Q: 「ペアレンタルコントロール機能」の暗証番号
を忘れました。どうしたらいいですか？

A: 「ペアレンタルコントロール機能」の暗証番号
を忘れた場合は、Wii本体の取扱説明書「機能
編（Wiiオプションの項目）」をご覧ください｡

Q: 注文内容を変更・キャンセルしたいのですが。

A: 受注商品の特性上、ご注文受付後の変更やキャ
ンセルはできません。ご了承ください。

Q: 注文後の返品・交換はできますか？

A: 受注商品の特性上、お客様のご都合による返
品・交換はお受けできません。あらかじめご了
承ください。ただし、万一仕上り品に破損や傷
みなどの品質上の問題や配送上の破損があった
際には、商品到着日から7日以内であればお取
替えいたします。尚、この場合の返品・交換の
送料は富士フイルムイメージングシステムズ株
式会社が負担させていただきます。

Q: 一度注文した内容を後日、再び注文できます
か？

A: ご注文を終えて、また新たにご注文される前に
「つづきから」を選ぶと、最後に行ったご注文
と同じ内容がご注文いただけます。詳しくは
P.7：前回のつづきから注文するをご覧くださ
い。ただし、富士フイルムイメージングシステ
ムズ株式会社は、ご注文いただいた内容を商品
の製造・発送を確認したあとで削除いたしま
す。
「つづきから」を選べない場合は、新たにご注
文ください。

Q: 注文はいつでもできますか？

A: 年中無休です。ただし、毎週水曜日午前4時～
8時のシステム定期メンテナンス時およびその
他メンテナンス時にはご利用いただけません。
また、商品の仕上りや発送・お届けには日数が
かかります。詳しくはP.17：依頼元や配送先
を決めるをご覧ください。

Q: セキュリティーコードとは何ですか？

A: クレジットカードのインターネットでの決済を
より安全に行うための仕組みで、決済の際にク
レジットカードの番号と一緒に入力します。主
にクレジットカードの裏面に記載されている数
字の末尾3桁です。ただし、カードによっては
表面に4桁で記載されていたり、セキュリ
ティーコードがなかったりします。



Q: 注文内容の確認はできますか？

A: ご注文を受け付けたあと、Wii伝言板および
「住所情報設定」に登録した「ご依頼
元」（Wii名刺引換番号でご注文の場合は「配
送先」）のメールアドレスに、確認のメッセー
ジをお送りしています。ただし、個人情報保護
のため、Wii伝言板には情報が一部記載されま
せん。

Q: 注文の途中で通信エラーになりました。注文状
況を確認するにはどうすればいいですか？

A: Wii伝言板および「住所情報設定」に登録した
「ご依頼元」（Wii名刺引換番号でご注文の場
合は「配送先」）のメールアドレスに、確認の
メッセージが届かない場合、ご注文は完了して
いません。再度ご注文し直してください。

Q: 自分名義のクレジットカードを持っていないの
ですが。

A: ご注文はクレジットカード以外に、Wii名刺引
換番号でも可能です。Wii名刺引換番号につい
ての詳しい内容は、P.16：Wii名刺引換番号を
使うをご覧ください。

Q: 領収書を発行できますか？

A: 領収書は発行しておりません。

● 配送について

Q: コンビニや店舗で受け取ることはできますか？

A: できません。

Q: 複数注文した商品を一度に配達してもらえます
か？

A: お届けは、ご注文1件ごとに行います。複数の
ご注文にはそれぞれ別に配送料がかかります。

Q: 送料はどのくらいかかりますか？

A: ご注文の際に「注文内容のご確認」の画面でご
確認いただけます。また、ご注文後に届く確認
のメッセージにも記載されています。

Q: 注文した商品を自宅以外に送りたいのですが。

A: ご注文の際の「配送先選択」画面で、「自宅住
所」以外の場所を配送先として選ぶことができ
ます。ただし、事前に「住所情報設定」で自宅
以外の住所を登録しておいてください。



Q: 商品の届く日は指定できますか？

A: 日時の指定はできません。

Q: 商品が届かないのですが、どうすればいいです
か？

A: 万が一商品が届かない場合は、富士フイルム
デジカメプリントチャンネルサポートセンター
へお問い合わせください。
TEL：042-481-0214
電話受付時間：10:00～17:00

（土日祝日、年末年始を除く）
FAX：042-481-8153
Eメール：
digicameprintchannel@fujifilm.co.jp

Q: 海外に配送できますか？

A: 配送は国内のみです。

● その他

Q: 商品の保管の際の注意点はありますか？

A: 高温・多湿になる場所で長時間保管している
と、製品が劣化する恐れがあります。また、直
射日光の当たる場所だと退色する恐れがありま
す。保管の際には高温・多湿を避け、直射日光
が当たらないように注意してください。

Q: 画面で見た色と、届いた商品の色が違うのです
が。

A: お客様がお持ちのテレビやパソコンのモニター
で見る画像イメージとプリントの仕上りの画像
イメージは、テレビやモニターなどの差によ
り、異なる場合があります。これらを理由とし
た返品はお受けできませんので、あらかじめご
了承ください。
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