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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。
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Redistribution and use in source and
binary fo rms,  with o r without
modification, are permitted provided
that the following conditions are
met:
1. Redistributions of source code
must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce  the above copy right
notice, this list of conditions and the
fol l owing  disc la imer  in the
documentat ion and /or o the r
mate ria ls  prov ided with the
distribution.
3. The names of its contributors may
not be used to endorse or promote
products derived from this software
without  speci f ic  prio r wri t ten
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY
THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPL IED WARRANTI ES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
THE COPYRIGHT OWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT,  IND IRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF
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USE,  DATA,  OR PROFITS;  OR
BUS INESS I NTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF TH IS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILI TY OF SUCH
DAMAGE.



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

※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。

※インターネットに接続すると、あなたに
関する情報（プレイヤー名と成績、称
号、自己紹介、麻雀大会の大会名と大会
説明）が、多くの人の目に触れる可能性
があります。個人を特定できるような情
報を記載したり、ほかの人が不快な気持
ちになるような言葉を使用したりしない
でください。

このソフトでは、インターネットに接続し
て「お手軽対局」「麻雀大会」「リプレイ
のアップロード・閲覧」「プレミアム会員
券の購入」ができます。くわしくは12～
15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



●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。

●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。

インターネットに関するご注意



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。
●ニンテンドーeショップ等での商品やサ

ービスの購入
「ショップ」でのプレミアム会員券の購
入を制限できます。

●他のユーザーとのインターネット通信
他のプレイヤーとのインターネット対戦
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

「ステータス」での自己紹介や、「大会
設定」での大会説明の入力を制限できま
す。



5 どんなゲーム？

プレミアム会員になるまでは、おためし
プレイとして一日一回対局できます。

プレミアム会員（→10）になることで、
対局の回数制限がなくなるほか、「麻雀
大会を開催」「対局のリプレイをアップ
ロード」など、楽しみかたが広がります。
※インターネットに接続せず、一部のモ

ードを利用することもできます。（→
8）

※プレミアム期間が終了すると一般会員
として遊ぶことができますが、一部機
能が制限されます。

。すまきで局対で件条じ同
もと』凰鳳 満役『版U iiW。すでムーゲ
雀麻るきで局対とーヤイレプなまざまさ
てし用利をトッネータンイはトフソのこ

イレプしめたお

ていつに
去消と）存保（ブーセのターデ

。ん
せまきではとこす消をターデの上ー
バーサ。すまれさ存保に上ーバーサ
のンイランオはターデの部一、たま

。すま
れさブーセに的動自でグンミイタの
どな了終局対、は況状行進のムーゲ



。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●



6 ルール詳細

・二翻[リャンハン]縛りなし
・裏ドラ、槓[カン]ドラ、槓裏ドラあり
・割れ目なし
・ドボン（飛び）あり
・複数ロンあり（供託は上家[カミチャ]取

り）
・西入[シャーニュウ]なし
・四家[スーチャ]リーチ流れなし
・四槓[スーカン]流れ、四風[スーフウ]連

打、南場の親ノーテンはすべて流れ
・九種九牌あり（連荘[レンチャン]）
・ノーテン罰符[ばっぷ]あり
・包[パオ]（責任払い）あり
・オープンリーチなし
・七対子[チートイツ]は25符2翻[リャン

ハン]
・三色同刻[サンショクドウコウ]あり
・流し満貫あり
・三連刻[サンレンコウ]、大車輪[だいし

ゃりん]、十三不塔[シーサンプートウ]、
四連刻[スーレンコウ]はなし

・八連荘[パーレンチャン]なし
・数え役満あり
・役満複合あり
・純正九連宝燈[ジュンセイチューレンポ

ウトウ]、国士十三面[コクシじゅうさん
めん]待ち、大四喜[ダイスーシー]、四
暗刻単騎[スーアンコウタンキ]は二倍役
満

・アガリやめ、テンパイやめあり（自動）
・終了時供託トップ取り

しなえ変い食・
りあけ付後・

りあ]フンピ[和平モツ・
し返点00003の始開点00052・



・終了時同点の場合、順位は東[トン]1局
の

い扱満役は]ウホンレ[和人・
りくめ即はラド槓・
りあイパンテ式形・

順



7 操作方法

選び、もう一度タッチして切ることがで
きます。

作操の中局対

てしチッタを牌いたり切は中局対、たま
。すまえ行が作操なまざまさ

、てしチッタを）ンーリクスチッタ（面
画下、かほの作操ンタボはでムーゲのこ

ーュニメTRATS

作操の内屋部の会大雀麻

報情者加参

定決

え
替り切報情者局対

う行を測予牌全安

え替り切
FFO／NOの無鳴

り切モツ

定決

右左/択選の牌



/え替り切のブタ

/どなルーロ
クスや択選の目項

る戻、ルセンャキ

り送字文、定決

作操のかほのそ



8 ゲームの始めかた

プレミアム会員券を購入して次に当ては
まる場合、会員券を共有して同じ条件で
遊ぶことができます。

※この図の中の、どの本体の『役満 鳳凰』
でプレミアム会員券を購入しても共有
できます。

❶ 同じWii U本体の中で使用しているす
べてのニンテンドーネットワークID
(ID)。

❷ ❶のWii U本体で使用しているIDを登
録しているニンテンドー3DSシリーズ
すべて。

※ほかの本体で遊ぶ場合は、ゲーム起動
後『会員券の共有』を行ってください。

AAA:DI BBB:DI CCC:DI

AAA:DI BBB:DI CCC:DI

有共の券員会

。すまえ
行をどな局対、らか面画ーュニメンイメ



ほかのプレイヤーと通信対局ができます。
※プレミアム会員（→10）と一般会員で、

各メニューでできることが異なります。
また、一般会員は、通信対局時にクル
トン（→9）が必要です。

オフラインでも遊べるメニューです。

ぶそあでりとひ

。すまきで
認確をルールの雀麻で」典
辞雀麻「、たま。すまきで
がとこる知を方び遊な的本
基の雀麻で」ドーモ門入「

典辞門入雀麻

。すまべ選が無有
のラド赤・断い食、と」荘
半「」風東「。すまきで局
対と）ターュピンコ（UPC

局対UPC

局対となんみ

。す
まきでりたしドーロプッア
、りた見をイレプリの局対

）41→（
覧閲イレプリ

。すまきでもと
こく開を会大の分自、てめ
決に由自をルール。すまき
で加参に会大雀麻の中催開

）31→（
会大雀麻

。すまり
なに局対のでりあラド赤・
]ンタ[断い食もれずい、べ

選が」]ンャチンハ[荘半「
」]ウプント[風東「。すまき

で局対とーヤイレプのかほ

）21→（
局対軽手お



「サウンドボリューム設定」と「卓の色の
設定」を変更できます。

プレミアム会員券を購入できます。（→
15）

「ステータス」を選
と、ステータスメニ
ーが表示されます。
号や自己紹介の変
や、対局データ・ア
リ役回数の確認がで
ます。

プレミアム会員になると、通信対局に関
するさまざまなデータが集計され、ここ
で確認できます。

。すまきで認確をタ
ーデのきとたし局対でルールのそ、と
るえ替り切をルールでん選を」替切「※

プッョシ

ンョシプオ

き
ガ
更
称
ュ
ぶ

スターテス

数回役リガア・ターデ局対



9 ステータスについて

※「みんなと対局」での通信対局の結果の
みステータスに影響します。CPUとの
対局結果は影響しません。

（→10）の有効期
所持クルトン数などが表示されます。

報情のーヤイレプ

。すまれ
さ新更てじ応に果結の局対
信通、し表を位順ので国全

グ
ンキンラ国全

。すで間時イレプ総ムイタイレプ

。すまれさグンチッ
マが士同ーヤイレプい近が
グンィテーレ、は時」局対
軽手お「。すまし減増が字
数てじ応に果結の局対信通

グンィテーレ

、限
券員会ムアミレプ、報
情るす関に力実やiiM
のーヤイレプ、はに
欄スターテスの面画上

。すまれらえ替け付
に由自は号称たし得獲。す
まきで得獲とすた満を件
条なまざまさに中局対信通

号称

。すまりが上とすた満を
件条の定一。すまし表をク
ンラるい在現のーヤイレプ

位段



クルトンはデイリーボーナスなどでもら
え、さまざまな用途があります。

「リプレイ閲覧」（→14）で使うと、リ
プレイを長い間アップロードすることが
できます。

。すまきで
局対信通で）31→（」会大雀麻「や）21
→（」局対軽手お「、とう使をントルク

……合場の員会般一

……合場の員会ムアミレプ

ていつにントルク

段昇の位段

。すまきいてっが
上と……段三、段二、段初、とあた
っが上でま級1らか級01は位段。す

まりが上が位段
に的動自とるなに
ンタ満がジーゲ
、し得獲をトン
イポ段昇でとこ
う行を局対信通



10 プレミアム会員について（有料）

るようになります。例えば以下のような
ことができます。
・「麻雀大会」（→13）で新たに大会を

開催できます。
・「麻雀大会」の大会後、結果に応じてク

ルトンをもらえます。
・「リプレイ閲覧」（→14）でリプレイを

アップロードできます。
・通信対局の戦歴やリプレイが保存され

ます。

「ショップ」（→15）内「プレミアム会
員券購入」で、プレミアム会員になるこ
とができます。

プレミアム期間が終了したあと、もう一
度プレミアム会員になると、過去の戦歴・
リプレイのデータをふたたび利用できま
す。
※プレミアム会員でない期間の戦歴やリ

プレイは保存されません

。すまれさトッセリがターデの
イレプリ・歴戦、とるす過経が日081
とあたし了終が間期ムアミレプに後最※

。

とるなに員会ムアミレプ度再

はにるなに員会ムアミレプ

え使を能機のてべす、りなくなが限制の
数回局対の回一日一、は員会ムアミレプ

とこるきでが員会ムアミレプ



11 対局の進めかた

選択中の牌は少し浮いて表示されます。

卓上の様子

自分の手牌

対局で、牌を切ったり、副露[フーロ]した
りする際に与えられる時間です。持ち時
間がなくなると、選択していた牌を自動
で切ります（副露の場合はキャンセルさ
れます）。

持ち時間

タッチすると持ち時間が増えます。ただ
し長考は、1局中に一度しか使用できませ
ん。次の局になると、ふたたび一度だけ
使えるようになります。

長考

対局者の情報や安全牌予測などを切り替
えて表示します。

情報

※「CPU対局」では、対局前に時間制限な
しも選べます。

面画局対



タッチする（または対応するボタンを押
す）と、さまざまな操作ができます。

ショートカット

対局中、上画面中央にさまざまな情報が
表示されます。

自風が表示されます。最初に親になった
プレイヤーには、自風の横に「起」（起
家[チーチャ]マーク）が表示されます。

自風の情報

基本情報
供託棒や牌山の残り数が表示されます。

ていつに報情局対

。すまきで用利をーュニメ
なまざまさ、とぶ選。すま
れさ示表に時局対のとUPC

ーュニメ

。すまし逃
見ままのそ、きとたれら切
が牌るけ鳴、とるすにNO

無鳴

。すまりわ替り切が
手相るす測予、にびたす押
を。すで全安どほい多が
ジーゲ。すまし測予を度全
安の牌るす対に手相だん選

測予牌全安

。すまりわ替り
切に」前名「」位段「」点
得「にびたす押を。す
まし示表を報情の者局対

報情者局対



自分の順番が回ってくると、自動的に牌
を引きます。不要な牌を選んで切って

。いさだくでん選をかれずいら
か肢択選たれさ示表、はきとるきで露副

。いさだ
く

たかみ進の局対



12 お手軽対局

※参加者が足りない場合は、CPUが参

対局」の2つが遊べ
す。いずれも食い

［タン］あり、赤ドラありでの対戦となり
ます。
対戦相手はレーティング（→9）の近いプ
レイヤーから自動的に選ばれます。

断
ま
]ンャチンハ[荘半「と
」局対]ウプント[風東「
、はで）信通トッネ

ータンイ（局対軽手お

。すまし
費消つ1をントルクに時局対は員会般一※

。すまし
加



13 麻雀大会

参加者を募集している大会です。

メニュー「麻雀大
を選ぶと大会メニュ
が表示され、開催中
大会がいくつかピッ
アップされて表示さ
ます

開くことができます（パスワードを設定
することも可能です）。また、大会後、
結果に応じてクルトンがもらえます。

ルールや試合数やパスワードなどの条件
を設定して大会を検索できます。パスワ
ードがかかっている大会を選ぶとパスワ
ード入力画面になります。

※一般会員は対局時にクルトンを1つ消費
します。

す探とっも

を会大で分自、くなでけだるす加参に会
大雀麻は員会ムアミレプ。すまきで局対
とーヤイレプのかほでルールなまざまさ
、はで）信通トッネータンイ（会大雀麻

。
れ
ク
の
ー
」会

ーュニメ会大

会大の中集募者加参



大会部屋の中では、
加者情報でほかのプ
イヤーのステータス
どを見たり、CPU
局をしながら参加者
待つことができます。
また、定型文チャットで、ほかの参加者
とコミュニケーションをとることができ
ます。参加者が集まると、自動的に大会
が始まります。

「自分の大会を開く」を選び、大会名を入
力し、ルールや試合数、参加者の制限、
パスワードなどを設定したあと、大会説
明を入力します。大会名や大会説明はソ
フトウェアキーボードで自由に入力でき
ます。
大会部屋に進んだら、参加者がそろうの
を待ちます。

）定限ムアミレプ（く開を会大の分自

を
対
な
レ
参

とこるきでで屋部



下画面にはチャットログが表示され、過
去100件分の発言を確認できます。

タッチすると定型文が表示されます。い
ずれかを選び、「発言する」ボタンをタ
ッチすると発言します。また、「戦歴ア
ピール」を選ぶと自分のステータスに関
する発言（定型文）ができます。

定型文チャット

参加者情報
参加者のステータス詳細を見たり、相手
をお気に入りやブロックリストに登録す
ることができます。

スクロールバーをタッチすると、過去の
発言をさかのぼって見ることができます。

チャットログ

感情アイコン
タッチすると、Miiがアイコンに応じた表
情をします。

※ブロックリストに登録された相手の名
前と自己紹介が表示されなくなり、相
手の主催する大会も検索されなくなり
ます。

う行をトッャチ文型定



。すまえ行がどな散
解の会大、戦対UPC、や認確の細詳会大

ーュニメTRATS

。すまきでが
とこる見てし生再、をイレプリの
新最るいてしドーロプッアが手相・
。すまきで認確をスターテスの手相・

……とう行を録登り入に気お

ていつにり入に気お

。すまきで認確とぶ選を」理
管り入に気お「でーュニメ会大、は
ーヤイレプたし録登。）人001大最（
すまきでがとこるす」録登り入に
気お「らか」細詳「の」報情者加参「



14 リプレイ閲覧

※リプレイは、「みんなと対局」におけ
る通信対局でのみ保存されます。

ることができます。
レミアム会員は、自
のリプレイをアップロードして、全国の
プレイヤーに見てもらうこともできます。

メニュー「投稿リプレイを検索」や「投
稿リプレイ一覧」を選ぶと、投稿された
リプレイを見ることができます。投稿リ
プレイでは、相手のMiiとリプレイの詳し
い情報（アップロードされた日、いいね！
された回数、有効期限、再生数）を確認
できます。
見たいものを選ぶと、以下のメニューが
表示されます。

。すまきでがとこる送
を」！ねいい「にイレプリ！ねいい

。すま
きでがとこる見をイレプリ

る
見をイレプリ

る見をイレプリ

分
プ
見をイレプリの局対の
ーヤイレプの国全、は
で）信通トッネー
タンイ（覧閲イレプリ



プレミアム会員は、メニュー「自分のリ
プレイを投稿」で自分の対局のリプレイ
を見たり、アップロードしたりすること
ができます。

通信対局後、自動的にリプレイが保存さ
れます（プレミアム会員のみ）。最大
100件保存され、それを超えると、古い
ものから上書きされます。

リプレイ

リプレイの並び替えを行えます。
ソート

ロックされたリプレイに表示されます。
ロックされたリプレイは上書き・削除さ
れなくなります。「ロック切り替え」ボ
タンで、ロック／解除ができます。

カギマーク

るす稿投をイレプリの分自



アップロードされたリプレイは、一定期
間が過ぎるとサーバーから削除されます。
この日数はアップロードの際に選べ、

リプレイを選ぶとメニューが表示されま
す。自分のリプレイを見たり、アップロ
ードしたり、削除したりできます。
※自分がアップロードしたリプレイは、
「投稿リプレイを検索」で「自分のリプ
レイ」を選ぶと見たり、削除したりでき
ます。

※1ユーザーにつき、最大で16件までリ
プレイをアップロードできます。なお、
同じリプレイをアップロードした場合、
上書きはされず、別のリプレイとして
アップロードされます。

ていつにーュニメのイレプリ

。すまきで定
設に日081や日09を間期、でとこるす費
消を）9→（ントルク、がすで日03は短
最

ントルクと間期ドーロプッア



15 ショップ（有料）

ショップでは、プレミアム会員券の購入
のほかに、お問い合わせの際に必要な

「サポートID」の確認ができます。

プレミアム会員券を有料で購入し、一定期
間プレミアム会員（→10）となることが
できます。

会員券は、購入と同時に有効になります。
また、購入した会員券の有効期限が終了
する前に追加で購入した場合は、有効期
限日から購入した日数が足されます。

利用できません利用可能な期間

(例1) 180日券を購入した場合

※2月の末日を28日として算出

間期効有の券員会

)料有(るす入購を券員会

いさだくてし入購を券員会
、は合場るす用利き続き引

れ切限期
00：9後午日03月6

)トータス用利(
入購に00：9後午日1月1

とこるきででプッョシ

。すまきでがとこるす入購を券員会
ムアミレプ、てし用利をトッネータンイ



●会員券の種類や価格は、購入画面でご
確認いただけます。

●会員券を購入するには、ニンテンドーe
ショップに残高を追加する必要があり
ます。

●会員券の期限が切れた場合は、残高が
あっても自動的に利用期限が延長され
ることはありません。必要に応じて再
度会員券を購入してください。

1.メニュー画面で｢ショップ｣を選びます。

※購入前の注意を確認して｢つぎへ｣を選
んでください。

2.購入する期間を選ぶと、内容確認画面
が表示されます。「つぎへ」を選んで
ください。

※事前に｢法令に基づく表示｣を確認し
てください。

3.｢購入する｣を選びます。

利用期間延長

(例2) 有効期限前に180日券を購入し
た場合

利用可能な期間

※2月の末日を28日として算出

順手作操

法方入購の券員会

入購加追
を券日081

)トータス用利(
入購に00：9後午日1月1

長延間期
でま00：9後午日72月21



●通信がはじまります。
4.再度｢購入する｣を選びます。

●会員券の購入日(利用開始日)などの購入
履歴は、ニンテンドーeショップの｢ご
利用記録｣から見ることができます。

●購入した会員券の返品・返金・交換は
できません。

●360日を超える会員券の購入はできま
せん。

●この会員券は、このソフトでのみ利用
できます。

会員券を購入するには、ニンテンドーeシ
ョップに購入金額分の残高が必要です。
残高が足りない場合は、表示された画面
で｢残高の追加｣をタッチして、残高を追
加してください。

残高を追加するには、ニンテンドープリ
ペイドカードやクレジットカードなどが
必要です。
※クレジットカード情報を登録しておく

と、次回から登録時に入力したクレジ
ットカード情報のパスワードを入力す
るだけで、残高を追加できるようにな
ります。

※クレジットカード情報の削除は、ニ

るす加追を高残

意注ごるす関に用利の券員会

。すまえ行ら
か｣他のそ・定設｢のプッョシeードンテ
ン



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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