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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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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
てフレンドと日記をやり取りしたり（→
10）、追加コンテンツを購入したり（→
6）できます。

。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。
●ニンテンドーeショップ等での商品やサ

ービスの購入
追加コンテンツの購入を制限できます。

●写真や画像・音声・動画・長文テキスト
の送受信
日記やイラスト、ゲーム画面の送受信を
制限できます。

●他のユーザーとのインターネット通信
フレンドとの日記のやり取りを制限でき
ます。



5 どんなソフト？

『イラスト交換日記』は、手書きの日記を
いつの間に通信を使ってフレンドと交換
できるソフトです。
レッスンでイラストを覚えることもでき、
そこで描いた絵を日記として送ることも
できます。
※『イラスト交換日記』を遊ぶには、じぶ

んのMiiの作成とフレンドカードの登録
が必要です。

※フレンドの登録や、フレンドカードの
削除については、本体の取扱説明書を
お読みください。



6 イラスト ストア（有料）

インターネットを通じて、日記の機能が
拡張できるパック（→9）や、レッスン
用のイラストなどを有料で購入できます。
また、おためしでレッスンを遊んでみた
り、無料のパックをダウンロードしたり
できます。

日記フォルダ 一覧画面（→8） を
タッチするとイラスト ストアへ移動しま
す。

カートに入れる がつきます。また、
レッスンが含まれているコンテンツには
おためし版がついています。コンテンツ
を選んで「おためし」をタッチすると、
なかに入っているイラストのレッスンを1
つだけ試すことができます。
※おためし版は、保存できません。

イラスト ストア

ツンテンコ加追

ンタボる戻

と

で



3.再度｢購入する｣をタッチすると、ダウ
ンロードがはじまります。

1.購入する追加コンテンツを選んでカー
トに入れてから「レジへ」をタッチし
ます。

2.｢購入する｣をタッチします。
※事前に｢法令に基づく表示｣を確認し

てください。

4.購入した追加コンテンツを受け取りま
す。

追加コンテンツの購入方法

イラスト ストアの更新や、購入した商品
の再ダウンロードなどが行えます。また、
ダウンロード番号を入力して商品をダウ
ンロードすることもできます。

ーュニメアトス トスライ

へジレ

す出らかトーカ/るれいにトーカ



●追加コンテンツ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。

●購入した追加コンテンツの返品・返金
・交換はできません。

●一度購入した追加コンテンツは、消去
しても無料で再ダウンロードできます。
※｢ご利用記録の削除」またはニンテン

ドーネットワークIDの消去を行うと、
再ダウンロードできません。

※配信を中止または終了されたソフト
は再ダウンロードできなくなること
があります。あらかじめご了承くだ
さい。

●購入した追加コンテンツはSDカードに
保存されます。

●追加コンテンツは、ダウンロード時に
使用していた本体でのみ使用できます。
ほかの本体にSDカードを差し込んでも
使用できません。

追加コンテンツ購入に関するご
注意



追加コンテンツを購入するには、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、ニン
テンドーeショップの｢設定・その他｣
から行えます。

残高を追加する



7 日記の保存と消去

ゲームを初めて遊ぶときに、追加データ
がSDカードに作成されます。追加データ
には、書いた日記や、受け取った日記な
どが保存されます
日記は、書いた後 をタッチすると保
存できます。受信した日記は、自動的に
保存されます。
※パソコンに保存されたセーブデータな

ど、ほかのセーブデータを読み込まな
いでください。読み込むと、一定期間
フレンドやヨム友（→10）の日記を読
んだり、リプ（→11）を送ったりでき
なくなります。

。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●

に
。

存保の記日



日記は、リプと合わせて200通まで保存
できます。上限を超えた場合は削除する
まで、新しく日記やイラストを書くこと
ができません。また、1通の日記につき、
リプは100通まで保存でき、超えると古
いリプから順番に消去されます。
※無料のスターターパックや、有料のプ

レミアムパック（→9）を購入すると、
保存できる日記の数が増えます。なお、
6300通を超えると自動的に削除され
ます。

※お気に入りに登録している日記(→11)
は、消去できません。

※追加データを消去するときは、データ
の内容を十分ご確認ください。消去し
たデータは元に戻せません。

フレンドに送っても受信されなかった日
記は、しばらくするとサーバーから消去
されます。

※送信した相手に届いた日記やリプ、サ
ーバーにある日記やリプは削除できま
せん。

保存できる日記の数について

送信された日記について

日記フォルダ(→8)の日記 一覧メニュー
をタッチすると、日記を選んで消

去することができます。また、リプは日
記確認画面（→11 をタッチすると
消去できます。

で）

で

去消の記日



受信した日記について

『イラスト交換日記』を起動していない間
も、まだ読み込んでいない日記やリプを
受信しておくことができます。受信した
日記やリプは『イラスト交換日記』を起
動したときに最大30通まで一度に読み込
めます。起動していない間に受信した日
記やリプは、合計のデータサイズが大き
くなると、古いものから順番に消去され
ます。

……とるえ超を数るきで存保が記日

。い
さだくてしや増を数存保大最てしどな
るす入購をクッパ、かるす除削でま下
以数るきで存保。すまりなくなきでが
どなンスッレのトスライや成作の記日



8 はじめかた

下画面を左右にスライドして選びます。
決定して中に入ると、保存している日記
やリプの数も確認できます。また、/
で未開封の日記を表示することができま
す。

日記フォルダ 一覧画面が表示されます。
※ゲームを初めて遊ぶときは、通信など

の設定を行う画面が表示されます。

面画覧一 ダルォフ記日

定決

）右左（/るす示
表をダルォフ記日の次/前

作操の面画覧一 ダルォフ記日

ダルォフ記日

ンタボアトス トスライ



。すまり入が記日たっ
取け受らか）01→（友ッズ

。すまり入が記日たっ
取け受らか）01→（友ムヨ

。すま
り入が記日の明不が者信送

。す
まり入が記日るれさ信配ら
か堂天任、の外以ーキッニ

。すまり入が記
日たっ取け受らかーキッニ

。すまれら見を
記日たし録登にり入に気お

。すまれら見てめとまを記
日のてべするいてれさ存保

。すまり入が記
日たっ取け受らかドンレフ

。す
まり入が記日たい書で分自

）21→（ンタボンスッレ



。すまりなに）01→（友
ッズ、い行を信通線外赤

るなに友ッズと
ドンレフのく近

。ん
せませ戻に元はター
デたし去消。いさだ
く認確ご分十を容内
のターデ、はきとる
す去消をターデ加追※

。すまきで去消
を記日、とるすチッタを
」す消を記日だんらえ「

てし押をるあに上
の記日で面画く続。す
まれさ示表にーュニメ覧
一 記日のダルォフ記日

ンタボ」く書を記日「

ーバドイラス

。すまきでも定設
のトスリクッロブ、や
」証認るよに人大「な要

必にきとるすに）01→（
友ムヨ、たま、定設

の知通せら知おや信通

。す
まき開を書明説子電のこ

ーュニメ覧一 記日

。すまし信受
にぐすばれいてい届が記
日にーバーサ。すまし信
送にぐすを記日たし約
予信通に信通に間のつい

ク
ッェチぐすまい



SD2ードンテンニ

。んせまえ行
とるいていつがドッパドイラス張拡※

ていつに信通線外赤

SD3ードンテンニ

LL
SD3ードンテンニ

SD3
ードンテンニweN

LL SD3
ードンテンニweN

。すまい行
で態状たせわ合いか向に内以mc02を
）分部だん囲で丸い赤（部光発受線外

赤の体本ズーリシSD3ードンテンニ



9 日記を書く

タッチペンを使って、絵や文字を書きま
す。

これまでに書いたものを消して戻ります。

で切り替えられます。

で切り替えられます。

ンペ羽い太/ンペ羽

D3/D2

ンタボる戻

るえ替り切をD3/D2

）料有（るえ替り
切にンペ羽い太/ンペ羽

面画記日

す直りや
/す消り取を作操の前直

生再

作操のきとく書を記日



羽ペンに切り替えます。黒（ファースト
ブラック）以外のペンは、選んでいると
きにもう一度タッチすると、色を変えら
れます。色を変えると、それまでにその
羽ペンで描いたものも色が変わります。

消しゴムに切り替えます。書いたものを
消すと、その分インクの量が戻ります。

を押したときと同じように、直前の操
作を取り消したり、やり直したりできま
す。

日記に書き込めるインクの残量です。最
初は5メモリです。無料のスターターパ
ックや、有料のプレミアムパックを購入
すると増えます。

日記を保存していくと、日記作成メニュ
ーが使えるようになります。

。すま
りなにうよるえ使とる
す加追をんせんび、てし
どなるす入購をクッパ※

。すまし更変を）ン
イザデの記日（んせんび

んせんび

ーュニメ成作記日

。す
まりなにうよるきでに密
秘でまる送をプリが手相
、を容内のジーペたし定設

ジーペツミヒ

量残クンイ

ンタボす直りや/す消り取

ムゴし消

ンペ羽

ンタボ存保



自分のMiiなどをシールとして日記に貼り
付けられます。上下でシールをスクロ
ールできます。
※日記を保存していくと、使えるように

なります。

ンタボルーシ

。んせま
れらけ付り貼は像画た
れわ使が真写、や真写※

。す
まきで認確とす押をン
タボ」？「、で境環る
きで続接にトッネータ
ンイ、は像画のトフソ
ムーゲるれらけ付り貼※

。す
まきでがとこすがは、と
るすチッタ度一うも。すま
れらけ付り貼を像画たれさ
存保でトフソムーゲの他

像画ムーゲ

。んせまし能機
に常正がプンタスムイ
タ、といないてれさ定
設くし正が付日の体本※

。すまき
届に手相が記日いなけ開で
まるなに付日のそ、とる送
を記日たしに付日の来未
。すまし更変を付日の記日

プ
ンタスムイタ

ンタボ去消ジーペ

ンタボり送ジーペ



種4＋ンスッレ

色1）通共（
ーラカンスッレ＋ンペ色

リモメ2＋量クンイ

種2＋んせんび

通001＋数存保記日

能機るれさ加追でクッパータータス●

能機るれさ加
追でクッパムアミレプードンテンニ●

種6＋ンスッレ

色4ーラカルナジ
リオ、色5）通共（
ーラカンスッレ＋

ンペ色

リモメ4＋量クンイ

種6＋んせんび

通0003＋数存保記日

ンペ羽い太他のそ

。すま
りあがクッパムアミレプラキラキ、ク
ッパムアミレプードンテンニ、クッ
パータータスの料無。すでツンテンコ
るれさ加追んさくたが能機るえ使くし
楽で利便りよを』記日換交トスライ『

ていつにクッパ



能機るれ
さ加追でクッパムアミレプラキラキ●

種41＋ンスッレ

色6ーラカルナジ
リオ、色5）通共（
ーラカンスッレ＋

ンペ色

リモメ4＋量クンイ

種9＋んせんび

通0003＋数存保記日

ンペ羽い太他のそ



10 日記を送る/受け取る

日記を送るときは、日記を選んで「送る」
ボタンをタッチし、フレンドを選びます。
日記は送信予約に登録され、しばらくす
ると自動で送信されます。
ソフトを起動していないときでも、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、日記を送
受信することができます。
※相手がインターネットに接続していな

いなど、相手の通信環境によって送っ
た日記が届かない場合があります。ま
た、相手があなたのフレンドカードを
削除したり、ブロックしたりしても届
きません。

※いつの間に通信で受け取ったデータは、
SDカードに保存されます。SDカード
はいつも本体に差し込んでおくことを
おすすめします。

※日記は書かれた日、リプは届いた日の
日付になります。

）信通に
間のつい（る取け受/る送を記日



1.「日記フォルダ 
覧画面」で「日
一覧メニュー」

の順にタ
チします

いつの間に通信の設定を「ON」にする
と、日記の送受信ができるようになりま
す。いつの間に通信の設定は、初めてゲ
ームを遊んだときや、次のメニューでお
こなえます。

2.「フレンドとの
つの間に通信」
選んで設定しま

フレンドとのいつの間に通信を
使用する／やめる

。す
を
い

。
ッ
→
記
一



。すでみの通1はプリ
るきで信送・成作、プリや記日るめ読

。い
さだく意注ごに換交の記日のと人
ぬら知見はきとの用利ごがまさ子お※

。いさだくい払支おを料数手
でドーカトッジレクてっがたしに内
案の面画、はで」証認るよに人大「※

。すまきいてえ
増がとこるきで、りわ変が態状のとド
ンレフとすた満を件条。すまえ行とド
ンレフたれさ録登に体本は換交の記日

友ムヨ●

ドンレフ
いないてっなもに友ムヨもに友ッズ●

。す
まえ行くな限制も信送・成作のプリ
、きでがとこむ読てべすを記日の手相

。すまきでがとこるなに友ッズ、も
合場たし定設に友ムヨにい互おがドン
レフと分自、たま。すまりわ変とう行
を信通線外赤で」るなに 友ッズ とド
ンレフのく近「→ーュニメ覧一 記日

友ッズ●

。すでみの通1きつに人1
友ムヨ、は信送のプリのへ友ムヨ。す
まきでがとこむ読てべすを記日の手相

。すまりわ変とるす定
設に友ムヨ、後たっ行を」証認るよに
人大「でのーュニメ覧一 記日

ていつに手相るきで換交を記日



11 日記を見る

自分やフレンドなどの日記の内容が再生
されます。

送るフレンドを選んで日記を送信します。

ンタボ」る送「

る戻

るす生再
を記日らかジーペだん選

ぶ選をジーペ

面画認確記日

）中生再（るす
示表括一を文全のジーペ

←るすく遅をドーピス生再

→るすく速をドーピス生再

作操のきとる見を記日



自分で書いた日記を書き直します。書き
直した日記は、新しい日記として別に保
存されます。

選んだページから日記を再生します。下
画面で見たいページを選べます。

日記をお気に入りに登録します。もう一
度タッチすると、お気に入りを解除しま
す。

この日記を送ったフレンドを確認できま
す。

作成された日記が、持っていないレッス
ンの場合はイラスト ストアボタン、持っ
ているレッスンの場合はレッスンボタン
になります。

遊んだソフトのシールが貼ってあると表
示されます。タッチするとニンテンドー
eショップへ移動します。

※一度送信した日記は編集できません。

ンコイアムーゲ

ンタボンスッレ/アトス トスライ

ンタボきさてあ

ンタボり入に気お

ジーペ

ンタボうゅしんへ



。す
まきで認確とるすチッタを、し
押を）11→（」ンタボきさてあ「
で記日たっ取け受、はDIの記日 ※

。すましたいい願おうよす
まいさだくえ伝おをDIの記日に）31
→（口窓談相ご様客お、は合場たけ
つ見を記日るあの題問、どなるいでん
含を報情人個、るいてし反に俗良序公

。すでみの回1は
信送のへドンレフいなはで友ッズ、お
な。すまきでがとこる送にドンレフ
の通共たっ送を記日が者作、と者作の
記日、はプリ。すまきでがとこく書を
プリ、はに記日たっ取け受らか友ッズ

く書をプリ



12 イラストレッスン

上画面に表示されるお手本を見ながら、
イラストを描きます。描いたイラストは
日記として送ることもできます。

レッスンの一覧が表示されます。

ルベレのンスッレ

数たし成完

ぶ選をンスッレ



で下じきを切り替えられます。

で切り替えられます。

を押すと、表示されている手順で描い
た内容を消すことができます。

←→でお手本の再生スピードを変えら
れます。最も遅い状態のときに←で、
停止することもできます。

面画ンスッレ

ドーピス生再

ンペ羽

ンペ羽い太/ンペ羽

本手お

り送順手

トンヒ

ンタボ存保

ムゴし消

量残クンイ

類種のきじ下



13 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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