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このたびはニンテンドーDS本体用『ニンテンドーDSシリーズ専用 DS振動カートリッジ』をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。�

ご使用になる前にこの『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しい使用方法でご愛用ください。特に『1.安全に使用していただくために…』は必ずご覧くだ

さい。お使いになる方の健康および機器の保護のために説明している部分ですので、ご使用になる方が小さいお子様の場合は保護者の方がよく読んでご説明く

ださい。なお『取扱説明書』は大切に保管してください。�

※DS振動カートリッジは、DS振動カートリッジ対応ソフトでのみ動作します。DS振動カートリッジ対応ソフトの商品パッケージには、�

　右の対応マークが表示されておりますので、ご確認ください。�

※ニンテンドーDS本体の取扱説明書も併せてお読みください。�
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(※）ニンテンドーDS LiteにDS振動カートリッジを装着した場合、約１cm本体からはみ出します。�
(※）ニンテンドーDS Lite専用DS Lite振動カートリッジ（USG-006）もご使用いただけます。�

●ニンテンドーDS�

●ニンテンドーDS Lite（※）�

�

●ゲームボーイミクロ�
●ゲームボーイアドバンスSP�
●ゲームボーイアドバンス�
●その他のゲームボーイシリーズ�
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この商品は　・　　・　印がついている商品に使用できます。�
しょう�ひん� じるし� し�よう�しょう�ひん�

異常な音がしたり、煙が出たり、変なにおいがしたときや、DS振動カートリッジがゲームの進行に関わらず振動し続けるなどの異常を感じたら、すぐに電源

をOFFにし、DS振動カートリッジをはじめ、ACアダプタや周辺機器を接続されている場合は本体から取り外し、最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口」、または、

お買い上げ店にお問い合わせください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。�

疲れた状態での使用、連続して長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。�

ゲーム中に手・腕に疲労、不快や痛みを感じたときは、直ちにゲームを中止してください。その後も不快感が続いている場合は医師の診察を受けてください。

それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。�

指・手・腕などにけがや疾患があり、治療を受けている方は、DS振動カートリッジを使用しないか、振動の設定をOFFにしてください。症状を悪化させる恐れがあります。�

頭部・ひじ・ひざなどの骨部や顔および腹部など、身体の各部にDS振動カートリッジを当てて使用しないでください。皮膚などを痛める可能性があります。�

振動を不快に感じたときは一旦休憩をとり、振動の設定をOFFにしてください。�

振動の設定がONのまま、連続して長時間遊ばないでください。めやすとして30分ごとに5分以上の休憩をしてください。�

他の要因により、手や腕の一部に障害が認められたり、疲れている場合は、本製品を使用することによって、症状が悪化する可能性があります。そのような

場合は、ゲームをする前に医師に相談してください。�

　※振動機能の設定方法についてはソフトの取扱説明書をご覧ください。�

DS振動カートリッジは精密機器です。ご使用にあたって特に次の点にご注意ください。�

・�

�

�

・

・�

�

・�

・�

・�

・�

・�

DS振動カートリッジにはプラスチック、金属部品などが含まれています。燃やすと危険ですので、廃棄する場合は各自治体の指示に従ってください。�

DS振動カートリッジの分解や改造は絶対にしないでください。また、絶対に自分で修理しないでください。感電、故障の原因となります。�

DS振動カートリッジが破損した場合には、すぐに使用を中止してください。そのまま使用すると感電やけが、故障の原因となります。�
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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。�

本体の電源スイッチをONにしたまま、DS振動カートリッジ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。�

ゲームをするときは、ニンテンドーDS本体を誤って落とさないように注意してください。�

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、異物などを入れたりしないでください。�

本体に差し込むときは、DS振動カートリッジの向きを確かめて差し込んでください。�

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。�

ニンテンドーDS Liteに装着する場合、DS振動カートリッジは本体から約１cmはみ出しますが、異常ではありませんので無理に押し込まないでください。�
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