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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。
このソフトは3D表示には対応しておりま
せん。

 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

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



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示に従ってく
ださい。
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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

●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

インターネットに関するご注意

※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。

このソフトでは、インターネットに接続し
て、ほかの人がつくったコースをあそぶこ
とができます（→8）。そのほか、プレイ
情報を送信することもできます（→14）。

。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



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。



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。
●写真や画像・音声・動画・長文テキスト

の送受信
つくったコースを送ったり受け取ったり
する機能を制限します。

●他のユーザーとのすれちがい通信
すれちがい通信で、つくったコースやユ
ーザー情報を送ったり受け取ったりする
機能を制限します。

●他のユーザーとのインターネット通信
「世界のコース」の「100人マリオチャ
レンジ」や「おすすめコース」をあそぶ
ことを制限します。



5 ましことヤマムラ

このソフトでガイド役をつとめる2人を
紹介します。

ましこ

『スーパーマリオメーカ
ー fo r ニンテンドー
3DS』のあそびかたな
どを説明してくれるや
さしいお姉さん。ゲー
ムの内容についてはと
ても詳しいが、コース
づくりはうまくない。

鳩。完全に鳩。しかし
『スーパーマリオメーカ
ー fo r ニンテンドー
3DS』のコースづくり
の名人でもある。枝豆
とからあげが大好物。

ヤマムラ



6 コースをつくる／セーブする

コースに配置するパーツが並んでい
ます をタッチすると、表示す
るパレットを切り替えられます。

を選ぶと、自分の使いやすいよ
うにパーツを並びかえられます。

パレット

パレットからタッチでパーツを選び、
配置したい場所をタッチします。マリ
オはタッチしてスライドしたり、／
で動かしたりできます。

タイトル画面で「つくる」をタッチする
か、メインメニュー（→10）で「コー
スをつくる」をタッチすると、コースを
つくってセーブできます。

るくつ
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アンドゥ犬を押すたびに、1つ前の
操作をとり消します。

1つもどる

リセットロケットを長押しすると、
配置してあるパーツをすべて消しま
す。

リセットする

消しゴム君を選ぶと、タッチしたパ
ーツを消すことができます。もう一
度消しゴム君を選ぶと、パーツを配
置する画面に戻ります。

パーツを消す

コースのセーブやロードができま
す。

セーブ／ロード

メインメニューを表示します。
メインメニュー（→10）

スタートに をタッチして上下
に動かすと、高さを変えられます。
ゴールに を上下や左右に動か
すと、高さや位置を変えられます。

スタートとゴールの位置

コースのシーンを切り替えます。
シーンスキン

次の4つのソフトから1つを選んで
切り替えます。

ゲームスキン

● スーパーマリオブラザーズ
● スーパーマリオブラザーズ3
● スーパーマリオワールド
● New スーパーマリオブラザーズ

U

2

3

4

るあ

るあ

5

6

7

9

8



をタッチすると、つくったコースを
セーブできます。セーブしたコースは、

「コースロボット」（→11）で確認でき
ます。

を押すか を長押しす
ると、スタート地点からお試しプレ
イができます。

をタッチすると、つくりかけのコー
スをあそんでパーツの位置などを確認で
きます。もう一度タッチするか、コース
をクリアしたりミス（→8）したりする
と、パーツを配置する画面に戻ります。

「G」をタッチで長押しして左右に動
かすと、コースの長さを変えられま

を左右に動かすと、コースを
つくる場面やマリオの位置を変えら
れます。「S」をタッチするとマリ
オがスタート位置に、「G」をタッ
チするとゴール位置に移動します。

コースの長さ／位置01

。す

イレプし試お

、 ※

るすブーセ

！こしましや増でん
そあんどんど。すまきい
てえ増とるめ進を）8→（
」ジンレャチオリマーパー

ス「はツーパるきで置配



※ コースはSDカードに保存されます。
※ 上書きするときは、内容を十分にご

確認ください。上書きされたコース
は元に戻せません。

セーブする場所を選
で名前をつけます。
でにコースがある場
を選ぶと上書きでき
す。

ま
所
す
ん

たかしのブーセ

。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●





7 テクニック

コースづくりに役立つテクニックを紹介
します。

をタッチすると、コースの制限
時間とスクロールの速さを設定できま
す。制限時間を短くしたり、高速オート
スクロールにしたりすると、つくったコ
ースのあそびかたを変えられます。

お試しプレイをして
をタッチする

お試しプレイでマリ
の通ったあとを確認
きます。マリオの動
を参考に、パーツを置く位置などを調整
できます。

をタッチす
と「ゲームスキン」

「セーブ／ロード」な
のアイコンをしまっ
画面を広く使うこと
できます。もう一度タッチすると、元に
戻ります。

が
、て

ど
や
る／

す戻／うましをンコイア

き
で
オ
、とら

か

像残のオリマ

さ速のルーロクス／間時限制



／を1回押してから、画面をタッチ
してパーツを囲むと、まとめて選べま
す。そのあと／を2回押すとパーツ
を配置する画面に戻り、選んだパーツを
動かせます。

マリオをタッチして土管の入口に重ねて
置くと、土管の向こうにサブエリアをつ
くることができます をタッチする
と、メインエリアとサブエリアの切り替
えができます。

パレット を選ん
画面をタッチすると
最大8方向にレールが
けます。レールを置
る方向は、点線で表
されます。レールの上に敵などのパーツ
を重ねると、レールにそって動きます。
レールの端をタッチすると、行き止まり
にするかどうかを切り替えられます。 

をタッチすると専
のパレットが表示さ
音の出るパーツを配
できます をもう
度タッチすると、専
のパレットを閉じます。

用
一。
置
、れ

用

ビソアトオ

示
け
置
、
でで

るくつをルーレ

。

アリエブサ／アリエンイメ

すか動／ぶ選てめとま



／を2回押してから、配置してある
パーツをタッチして動かすと、コピー
できます。もう一度／を押すと、パ
ーツを配置する画面に戻ります。複数の
パーツを選んでから、まとめてコピー
することもできます。
※ ドアは、コピーできません。また、

たくさんパーツを置いているとコピ
ーできないことがあります。

るすーピコ

！こしまみて
しに考参も）01→（」ンスッレラム
マヤ「。すでめすすおものるみてし
ジンレア、てしブーセをスーコ。う

ょしまみて見かのるあが
スーコなんど、で）8→（
」スーコの界世「や」ジ

ンレャチオリマーパース「

に考参のりくづスーコ



8 コースをあそぶ

タイトル画面で「あそぶ」をタッチする
か、メインメニュー（→10）で「スー
パーマリオチャレンジ」や「世界のコー
ス」をタッチすると、いろいろなコース
をあそぶことができます。

敵にぶつかったり、穴に落ちたり、制
限時間が0になるとミスになります。

「スーパーマリオチャレンジ」と「100
人マリオチャレンジ」では、ミスをする
とマリオの残り数が1減り、0になると
ゲームオーバーです。
※ 「スーパーマリオチャレンジ」では、

同じコースで5回ミスすると、次にコ
ースをはじめるときにアイテムがも
らえます。

マリオを操作して（→9）、制限時間内
にゴールをめざします。

たかびそあのスーコ

ーバーオムーゲとスミ

！こしまみでんそあずえあり
と、でのるきでりためやで中途、り

たしおなりやらかトータ
スをスーコ。すまれさ示
表がーュニメズーポ、と
す押をでスーコ

ーュニメズーポ



各コースにあるお題をクリアしてゴー
ルすると、メダルがもらえます。もらっ
たメダルは「コースロボット」で確認
できます。
※ お題はコースがはじまるときやポー

ズメニューを表示したときに確認で
きます。

ワールドをクリアすると、コースをつく
るときに使えるパーツが増えます。

10人のマリオからスタートして、任天
堂がつくった全18ワールドのコースを
順番にあそびます。一度クリアしたコー
スは自動的に「コースロボット」（→
11）にセーブされるので、くり返しあ
そべます。

ジンレャチオリマーパース

うらもをルダメ

！こしま
しざめをトーリプンコでスーコのて
べす。すましンプーオが題おるえら

もがルダメのめつ2、とう
らもをルダメてしアリク
を題おのめつ1。すまえら
もつ2でスーコ各はルダメ

ルダメのつ2



すれちがい通信でコースをやりとりした
り、受け取ったコースをあそんだりしま
す。
※ コースが届いてい が表示され

ます。

インターネットに投稿されたおすすめの
コースの中から、1つ選んであそびま
す。気に入ったコースは、セーブしてお
くといつでも「コースロボット」からあ
そべます。

100人のマリオからスタートして、イ
ンターネットに投稿されたおすすめのコ
ースを、次々とあそびます。

を長押しするか、画面を横
にスライドすると、コースをパスで
きます。

Wii Uソフト『スーパーマリオメーカ
ー』から投稿されたコースや、すれち
がい通信（→13）で受け取ったコース
をあそびます。
※ コースに「いいね！」をしたり、コ

メントしたりすることはできません。
※ コースの投稿はできません。

）信通いがちれす（
／）信通トッネータンイ（

スーコの界世

 ※

ジンレャチオリマ人001

スーコめすすお

とる

信通いがちれす





9 マリオの操作



しゃがむ

※ スーパーマリオブラザーズとスーパ
ーマリオブラザーズ3のちびマリオ
ではできません。

敵を踏んでジャンプ

スーパージャンプ

ダッシュ中にジャンプ

より高く遠くにジャンプ

長押し

高くジャンプ



ジャンプ

を押しながら移動

ダッシュ



移動

マリオはボタンで操作します。すべての
ゲームスキンで行える共通の操作と、
特定のゲームスキンで行える操作があり
ます。
※ ボタンの割り当ては、メインメニュ

ー（→10 で変更できます。
※ の代わりにでも操作できます。

の）

作操の通共



／

スピンジャン ）

ものを持ったままを押しを離す

上に投げ ）

を押したまま触れる／を離す／
を押しながらを離す

ものを持つ／投げる／置く
）

操作のあとの 」 」 」は、
対応しているゲームスキンを表します。

ドアに入る

ドアの前で

ツタで／

のぼる／おりる

水中で

泳ぐ

入口の方向に

土管に入る

（ファイアマリオのとき）

ファイアボール

「「「

作操
るえ行でンキスムーゲの定特

・・（

（る

・（プ

3ズーザラブオリマーパース：

U ズ
ーザラブオリマーパース weN：

ドルーワオリマーパース：





マントで敵を倒す

マント羽 をとると、
ントマリオに変身します

空を飛んだあとまたは落下しているとき
に連打

空中をゆっくり落下する

手を広げるまでダッシュ→連打

飛ぶ



しっぽを振る

スーパーこの をとる
しっぽマリオに変身します

ジャンプ中にカベにくっついて

カベキッ ）

空中で

ヒップドロッ ）

ダッシュ中にジャンプして着地時にタイ
ミングよく、を2回くり返す

3段ジャンプ ）（

（プ

（ク

。
、とは

）（作操のオリマぽっし

。
マ根

）（作操のオリマトンマ



飛んでいるときに

急降下

／

飛ぶ

プロペラキ をとる
プロペラマリオに変身し
す

飛んでいるときにを進行方向に押し
続ける

急降下

飛んでいるときにを離す／飛んでいる
ときにを離して、または落下してい
るときに

降下／ゆっくり降下

飛んでいるときにを進行方向に押して
敵の上に落下

ボディプレス

飛んでいるときに下降しだしたらを
進行方向と逆方向に押す

飛び続ける

手を広げるまでダッシュ→を押したま
まジャンプ→とを押したまま上昇中
にを離す

マントを開く

。
ま
、とコノ

）（作操のオリマラペロプ



空中でを押し続ける

ふんばりジャン ）

こうらになる敵などを食べたあとに

はき出す



食べる

／

降りる

）・（作
操のきとるいてっ乗にーシッヨ

（プ



10 メインメニュー

コースづくりのレッスンを受けられ
ます。レッスンの続きを受けたり、
一度見たレッスンを確認したりでき
ます。

ヤマムラレッスン

セーブしたコースをあそんだり管理
したりします。（→11）ローカル
プレイ（→12）で近くの人とコー
スの交換もできます。

コースロボット

ほかの人がつくったコースをあそん
だり、すれちがい通信（→13）で
コースを交換したりします。

世界のコース

任天堂が作成したコースをあそびま
す。

スーパーマリオチャレンジ

パーツを配置して、コースをつくり
ます。

コースをつくる

コースをつくる画面などで をタッ
チすると表示されます。
※ メインメニュ をタッチすると

元の画面に をタッチするとタイ
トル画面に戻ります。

、
でー

、

1

2

3

4

5

8

7

6

4

3

2

1 5



この説明書を見ます。
説明書

マリオを操作するボタンの割り当て
を変更したり、いつの間に通信（→
14）の設定を変更したりできます。

オプション

もらったメダルの数やコースをあそ
んだ情報などを確認できます。

プロフィール6

7

8



11 コースロボット

ローカルプレイで、近くの人からコース
を受け取ります。

ローカルプレイで、近くの人にコースを
送ります。

コースをあそびます。

コースをロードして、続きからつくりま
す。
※ ローカルプレイ（→12）で受け取っ

たコースは、つくりなおしてすれち
がい通信（→13）で送るコースとし
てセットすると、コラボマーク

）がつきます。

セーブしたコースをあそぶほか、つくり
なおしたり消したりできます。

「自分のコース」をタ
チすると「チャレン
コース」になり、「
ーパーマリオチャレ
ジ」でクリアしたコ
スをあそんだり、つくりなおしたりでき
ます。

コースを切り替える

ー
ン
ス
ジ
ッ

（

るくつ

ぶそあ

るくお

るとけう



コースを消します。
※ コースを消すときは、内容を十分に

ご確認ください。消したコースは元
に戻せません。

コース名を変えます。

るえかを名スーコ

す消

！こしまみ
てっくつをドルーワてせわ合み組ろ
いろい、でのるきでがえかべ並とる
すし押長でチッタをスーコ。すまべ

そあに番順らかスーコの
左とるすチッタを。す
まれくつをドルーワ、と
るべ並つ4に横をスーコ

ぶそあてっくつをドルーワ



12 近くの人と交換する

● 本体：2台
● 本ソフト：2本

以下のコースを送ることができます。
● 自分でつくったコース
● ローカルプレイやすれちがい通信で

受け取ったコース
● ローカルプレイで受け取ったあと、

つくりなおしたコース
● 「世界のコース」の「おすすめコー

ス」でセーブしたコース

ローカルプレイで、つくったコースを送
ったり受け取ったりできます。
※ 受け取ったコースは、SDカードに保

存されます。

）イレプルカーロ（
るす換交をスーコ

スーコるきで信送

のもるす意用

。こしまいさだく意注ご。す
まりなくなきでがとこる送とすお

なりくつ度一、はスーコ
たしブーセで」スーコめ
すすお「、やスーコたっ
取け受で信通いがちれす



コースをセーブする場所を選んで「うけ
とる」をタッチします。

送りたいコースを選んで「おくる」をタ
ッチします。

メインメニューの「コースロボット」で
コースを送ったり受け取ったりします。

順手作操

る送をスーコ

る取け受をスーコ



13 すれちがい通信で交換する

「世界のコース」で「セットする」を選
んで、コースを選びます。
※ すれちがい通信で受け取ったコース

や「おすすめコース」でセーブした
コースはセットできません。

「世界のコース」で「セットする」を選
ぶと、すれちがい通信を登録できます。
※ やめるときは、本体設定の「データ

管理」の「すれちがい通信管理」で、
本ソフトのアイコンを選んで「すれ
ちがい通信をやめる」をタッチして
ください。

本ソフトのすれちがい通信を登録した
本体同士が近づくと、セットしたコー
スやユーザー情報を自動的に送ったり受
け取ったりできます。
※ 受け取ったコースは、SDカードに保

存されます。
※ 最大100個まで受け取ることができ

ます。
※ 100個以上受け取った場合は、古い

ものから順に上書きされます。

）信通いがちれす（
るす換交をスーコ

るす録登を」信通いがちれす「

るすトッセをスーコる送



「世界のコース」で「うけとる」を選び
ます。気に入ったコースは、セーブをし
ておくといつでもあそべます。

ぶそあをスーコたっ取け受

。こしまいてっ願にうよい
ならなにとこなんそ。すまし定設で
ん選をらか」ルーィフロプ「のス
ーコの人いなくたり取け受、び選を
」るとけう「で」信通いがちれす「

の」スーコの界世「。すまきでにう
よいなら取け受らか人た
っくつをスーコのそ後今
、はきとたっ取け受をス

ーコるなにち持気なやい

！こしまきお
てしアリクに前るすトッ
セ。すまりあが要必るい
てしをアリクめじからあ
、はにるすトッセをスーコ



14 プレイ情報を送信する

メインメニュー で「プレイ情報の
送信」の項 に変更します。
※ やめると に変更します。

ゲームをあそ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、自分のプ
レイ情報を任天堂に送信します。情報は
個人を特定しない形で今後の商品開発に
活用させていただきます。

）信通に間のつい（
るす信送を報情イレプ

はき

るす用使を」信通に間のつい「

を目
の



15 Q & A

。すましーピコてべすとご
ダルォフをターデの内ドーカDS
、てし用使を」ータイラ／ーダ

ーリドーカDS「の販市、やトッ
ロスドーカDSのンコソパ。いさ
だくてしーピコず必にドーカDS
いし新をターデのドーカDSの元 .A

。んせまべそ
あもてしーピコをターデらかとあ
、とるめじはをトフソでドーカDS

いし新に前るすーピコをターデ ※

？るあ
はとこるけつを気、どけだんい
たし換交にドーカDSいし新、で
のたっなにいぱっいがドーカDS .Q

。すましか動に右左てしし押
長を」G「で面画るくつをスーコ .A

？はにるえ変をさ長のスーコ .Q



。すまれくてしを明説の能
機やツーパ、がラムマヤ人名のり
くづスーコ。うょしまみてっや
を）01→（」ンスッレラムマヤ「 .A

⋯どけだんいなら
かわくよがたかりくつのスーコ .Q

。す
まきいてれさ加追がツーパ、と
るすアリクをドルーワで）8→（
」ジンレャチオリマーパース「 .A

？のすや増てっやうどはツーパ .Q

。いさだく意注ごでのんせま
り戻に元はターデブーセ、もてし
直み込し差をドーカに体本の元
とあたし去消をターデ度一。すま
りあが要必るす除削をターデ全
にきとるめじはをトフソ、は合
場るす用使をドーカで体本の別

。んせ
まきではとこぶそあでい継き引
をターデ、し差をドーカに体本
の別のち持おがどな族家やちだ
友、めたるいてし理管てけ付び
結を体本とドーカはトフソのこ .A

？のる
なうど、とぶそあをトフソドー
カの分自で体本の族家やちだ友 .Q



。んせまれしもかる
きでがたかい使い白面もでツー
パいないてっ使りまあ、がすまり
あてし意用をツーパのんさくた
もで』SD3ードンテンニ rof ー
カーメオリマーパース『？かん
せまりあはろことない嫌ずわ食 .A

⋯どけだんるあが物べ食ない嫌 .Q

。にうよすまりなと日一
な敵素が日明、てっとにたなあ
。んせまれしもかけだるいてっな

くくにえ見がせ幸なさ小なんそ
。⋯たっらもをスーコい白面で信

通いがちれす、たえ増がツーパ
いし新、たれくつがスーコいい .A

⋯ど
けだんたっあがとこなやい日今 .Q



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

任天堂サービスセンター

※IP電話または、携帯電話各社の料金プランによる
無料通話や割引サービスなどをご利用の場合は、
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)

0570-021-010

お客様ご相談窓口

※IP電話、または携帯電話各社の料金プランによる
無料通話や割引サービスなどをご利用の場合は、
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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