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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。

 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
かけたり、異物を入れたりしないでくだ
さい。

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



●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 プロローグ

あるところに大きな砂漠がありました。
この砂漠には「タネビト」と呼ばれる種
族が暮らしていました。タネビトはその
名の通り心の中に種を持って生まれま
す。タネビトの種は水のめぐみを得て成
長し、砂漠に少しずつ緑をあたえていっ
たのです。

一方で砂漠には、「カオス」と呼ばれる
ものも存在しました。カオスは生き物の
たましいに入りこみ、凶悪なカオスモン
スターへと変えてしまいます。
タネビトはきびしい砂漠の世界で、カオ
スにおびえながら生きていました。



緑や水にあふれた休息の地。虹がかかっ
ていて、その輝きにはカオスをしりぞけ
る力がある。

生き物のたましいに入りこみ、凶悪なモ
ンスターに変えてしまうなぞの存在。ど
こからやってきたのか、誰も知らない。

おそろしいカオスから人々を守るため、
大樹の種を持つタネビトが立ち上がりま
した。
大樹のタネビトは水の精霊と協力し、大
きな虹がかかるオアシスを作りました。
オアシスを包むあたたかい虹の光は、カ
オスをしりぞけ人々をすくったのです。

その後、大樹の種を持つ大樹の子たちに
よって、世界にはたくさんのオアシスが
できました。こうしてタネビトたちは、
今日もオアシスのめぐみを受けて楽しく
暮らしています。

スオカ

スシアオ



大樹の種を持つ特別なタネビト。水の精
霊と協力することで、オアシスをつくり
だせる。

水の力を司る精霊。大樹の子以外はそ

霊精の水

。いなきでがとこる見を姿
の

子の樹大



3 砂漠の住人たち

自分だけの種を持つ種族
心が満たされたときに、
ナミセという植物のお店
建てることができる

ヤリを扱うのが得意で、
芸を重んじる種族。オシ
レをすることへの憧れを持
ている

ハンマーを扱うのが得意
パワフルで力持ちの種
グルメで美味しいものに
がない

双剣を扱うのが得意な、
軽で素早い種族。おもち
で遊ぶことが大好き。
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オアシスには居つかない
ぞの訪問者。ハナミセで
ろいろなものを買っていく。

い
な

ウロクンペ



4 クリエイターメッセージ

本作は、『砂漠』を舞台としています。
主人公は、砂漠のオアシスの長としてパ
ートナーの『水の精霊』とともにオアシ
スを発展させるために冒険することにな
ります。
砂漠にはいくつもの試練があります。
主人公は、その試練を乗りこえていく中
で出会った多くの仲間達とともに成長し
自分の進むべき道を見つけることになり
ます。
現実の世界においても、様々な試練の
中、他人との関わりを通じて『目に見え
ない大切なもの』に気づかされることが
あると思います。 
その『大切なもの』のために『自分に何
ができるのか？』『自分は何をすべきな
のか？』をしっかりと考えながら、自分
自身を前に進ませることがとても大事な
ことだと、私は考えています。
そのような思いをテーマに込めて

『Ever Oasis』を制作いたしました。
皆さんにも、本作での冒険を通してそう
いう部分も感じていただければと願って
います。
 
石井浩一

そこうよへ界世
の』sisaO revE『





5 はじめかた

物語を記録したセーブデータを選ぶと

タ選択画面が表示されます。で選び、
を押します。

新規のセーブデータを選び、プレイヤー
の性別やはだと目の色、名前を決める
と、物語がはじまります。
※ 性別などはあとから変更できません。

らかめじは

ーデブーセ、とす押をで面画ルトイタ

らかきづつ

。すまりまじはらかき続の回前
、



6 データのセーブ（保存）と消去

※ データを消すときは、内容を十分に
ご確認ください。消したデータは元
に戻せません。

セーブデータ選択画面で、消したいセー
ブデータ→「データを消す」の順に選び
ます。

自宅（→10）にあるハンモックか、オ
アシスや砂漠にあるセーブスポット（→
13）をしらべると、物語の進行状況を
セーブできます。進行状況は選んだセー
ブデータに保存されます。

るすブーセ

す消



。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 進めかた

まずはナカマ（オアシスの住人）と協力
してハナミセを建てましょう。ハナミセ
が増えると、いろいろな旅人が集まって
きます。

プレイヤーはその長［おさ］となり、み
んなが笑顔になれる大きなオアシスをつ
くっていきます。

ナカマや旅人は好きなことやウワサを教
えてくれます。中にはおねがいをしてく
る人たちもいます。

おねがいやウワサを聞いたら、カオスモ
ンスターがすむ砂漠へ出発。素材を集め
たり、ナカマといっしょに戦ったりしま
す。ときにはしかけがいっぱいのダンジ
ョンに挑むことも⋯⋯。

へ漠砂な険危

うよめ集を報情

。スシアオなさ小のりかばたきでは台舞

るて建をセミナハ



アイテムがもらえたり、新たなナカマが
加わったりします。新たなナカマはハナ
ミセで別の旅人を呼んでくれたり、特技
を使って新しい場所へ行けるようにして
くれたりします。

とるえなかをいがねお

へスシアオなき大

。すましりたっなくき
大が園培栽りたっが広がり通、し長
成がスシアオとくいてえ増がマカナ



8 操作方法

で移動します。

人やものの近くでを押します。

を長押しして離すと、風で砂を吹き飛
ばしたり、木の実やアクアジェム（→9）
を集めたりできます。

で転がり、攻撃をよけることができま
す。

でスキの小さい弱攻撃を、で威力の
高い強攻撃ができます。タイミングよく
押すと、コンボ攻撃ができます。
※ コンボ攻撃はメニュー画面の「ステ

ータス」（→18）で確認できます。
※ コンボ攻撃の種類は、レベル（→12）

が上がると増えます。

撃攻強／撃攻弱

るけよ

作操るきでで漠砂

う使を法魔風

るべらし／すなは

作操の本基

動移



で武器をしまうと、武器を出している
ときより早く移動できます。

※ Newニンテンドー3DSシリーズでは、
でも切り替えができます。

で操作するキャラクターを切り替える
と、ナカマを操作できます。

操作するキャラクターを

でキャラクターが向いている方向にカ
メラを合わせます。

で一番近い敵を自動的に注目します。
もう一度押すと、注目する相手を変更す
るか、解除をします。

SP特技（→14）を持っているキャラク
ターを操作しているときは、でSP

（→13）を消費して使えます。

を左右に入力すると、その方向にカメ
ラを回すことができます。

す回を点視

う使を技特PS

目注敵

く向を面正

るえ替り
切

うましを器武

作操るきでみので
ズーリシSD3ードンテンニweN



でキャラクターの視点に切り替えるこ
とができます。カメラはで動かせま
す。
※ 砂漠画面（→13）で「カメラ」をタ

ッチすると同じことができます。
※ メニュー画面の「オプション」（

う使をラメカし回見

。すまきで更変を定設のラメカで）81
→



9 オアシス画面の見かた

オアシスにかかる虹の力です。ナカマの
スマイル（→12）が高まるとゲージが
増え、キャラクターのHP（→13）がア
ップします。

などがあります。
※ 大通りや噴水広場では、やを押

している間、カメラを少し上に向ける
ことができます。

場広水噴、り通大や宅自、はにスシアオ

4 01

9

8

7

6

3
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5
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1 護加の虹



：現在の位置と向き
：重要なできごとの目的地
：取り組んでいるおねがいの目的地

砂漠全体のマップに切り替えます。

ハナミセを建てたり、アイテムを合成し
たりするときに消費します。

ゲーム内の時間です 6：00で夜に、
6：00で次の日の朝になります。

アイテムを使って、HPを回復したり状
態異常（→17）を治したりできます。

シナリオやおねがい、ウワサの内容など
を確認できます。（→10）

情報の確認や、カメラ設定の変更が行え
ます。（→18）

自宅（→10）などに移動します。

01 動移アリエ

9 ーュニメ

8 とこるや

7 くふいか

。

6 間時

5 数のムェジアクア

3 え替り切のプッマ

2 プッマ

4 ）11→（置配セミナハ



草スオカ

。すまり
なくなえ生、とすや増をジーゲの護

加の虹てめ高をルイマス
。うょしまき抜で法魔風
、でのる減が人旅やげ上

り売のセミナハ。すまき
てえ生とる減が護加の虹



10 冒険の準備

フキダシが出ている旅人やナカマにはな
しかけると、おねがいやウワサを聞くこ
とができます。

フラーのカウンター（→12）で装備を
整えたりできます。

は取り組んでいるおねがいの相手
を はまだナカマになっていない
旅人を表します。

種類によって、はなしかけたときに聞け
る内容や起こることが異なります。

：シナリオに関連するはなしや、おね
がいを聞けます。

：旅人のウワサを聞けます。
：おねがいの達成報告ができます。
：はなしかけた旅人のハピネスが1つ

増えます。一定以上ハピネスが増え
るとナカマになります。

類種のシダキフ

、
 ※

サや宅自、りため集を報情でどなり通大

るめ集を報情



※ 取り組めるおねがいは1つです。
※ 「やること」の画面で、セットしたお

ねがいを変更できます。

おねがいを聞いたときに、取り組むかど
うかを選べます。取り組むと「おねがい
セット」され、目的地が表示されたり、
目的のアイテムが出現したりするように
なります。おねがいに取り組むときは必
ずセットしましょう。

物語を進めるための重要なできごとで
す。

「やること」をタッチすると、シナリオ
やおねがいなどを確認できます。

認確のとこるや

1 オリナシ

トッセいがねお

2

3

1



プレイヤーの家では、以下のことが行え
ます。

旅人やナカマから頼まれていることで
す。おねがいセットをしているものには

が表示されます。おねがいを選んで
を押すと、おねがいセットできます。
※ おねがいセットはオアシスでのみ行

えます。
※ ランクアップ（→11）のための特別

なおねがいは、おねがいセットをし
ている間のみ表示されます。

出会っていない旅人の情報です。

ハンモックの前でを押すと、セーブし
たり翌朝まで眠ったりできます。
※ 夜の間のみねることができます。

るね

3 サワウ

2 いがねお

とこるきでで宅自

とるなに朝

。すましりたし長成が物植の
園培栽、りたれ訪をスシアオが人旅



収納箱の前でを押すと、装備の変更が
できます。

2階にある合
の木の前で
押すと、素材
アクアジェム
使って武器（
16）やアクセ
リー、回復アイテム、ターバン、服など
をつくれます。
※ /でつくるものの種類を変更でき

ます。
※ でレシピの並べ替えが、で合

。すまきでが認確の材素るす
成

成合

サ
→
を
や
を
成

るす備装



11 ハナミセを建てる

でき、さまざまな旅人が買い物をしに訪
れます。商品をつくるために必要な素材
を納品しておくと、売り上げ（アクアジ
ェム）の一部を受け取ることができま
す。

「ハナミセ配置」をタッチすると、ハナ
ミセを建てたり入れ替えたりできます。

空き地でを
すかでリス
を表示して、
てるハナミセ
配置する場所
選びます
※ ハナミセを建てると、アクアジェム

を消費します。

ハナミセを選んでを押すと、平地に戻
すことができます。
※ ハナミセをもう一度建てるときは、

アクアジェムを消費しません。

すかど

。
を
と
建
ト
押

置配

たかて建のセミナハ

がとこるて建とるいがマカナのトビネタ



売り上げがたまると、屋根 が現れ
ます があるハナミセに風魔法を放
つと受け取ることができます。

在庫数を確認
たり、必要な
材を納品した
できます

素材を納品すると、商品の在庫を増やせ
ます。砂漠で素材を集めたり（→14）、
オアシスの栽培園で果実を収穫したりし
て渡してあげましょう。

品納

。
り
素
し

とこるきでで中のセミナハ

る取け受をムェジアクア

。
に

とるなに0が庫在

。うょ
しまし品納を材素にめ早。すまりな
く低も）21→（ルイマス、りなくな
え増がげ上り売、て出が板看の



納品してランクゲージがいっぱいになる
と、店主から特別なおねがいを聞けま
す。かなえてあげると店が大きくなり、
新しい商品が増えたり、新しい特技を

プッアクンラ

。すましりたえ
覚



12 ナカマと協力する

したり、栽培園のお世話を頼んだりでき
ます。

噴水広場にあるカウンタ
で、編成や装備の変更、
カマへの依頼ができます

連れて行くナカマを選びます。ステータ
スで武器やクラスを、下画面で特技を確
認して、目的に応じたナカマを連れて行
きましょう。
※ でくわしい情報を確認できます。
※ キャラクターを選ぶときにを押す

と、レベル順や武器、特技ごとにリ
ストを並べ替えます。

※ ハナミセの店主を連れて行くと、閉
店状態になります。

成編

。
ナ
ー

ータンウカのーラフサ

険冒にょしっいとマカナ、とむ進が語物



HPはキャラクターの体力を、SPはSP
特技（→14）を使うためのパワーを表
します。

は有利に戦えるカオスモンスタ
ーの属性（→15）を表します。

クラスごとに、ステータスを上げたり
HPを回復させたりする効果があります。
※ プレイヤーやナカマ全員に効果があ

ります。

1 果効とスラク

や

4 ）61→（類種の器武

3 PSとPH

43

51

2

たか見のスターテス

2 ）51→（値験経とルベレ



幸福度の高さを表します
の順に高くなります。

※ 商品が売れたりいっしょに冒険した
りすると高まり、在庫が0になったり
冒険中に気絶（→15）したりすると
低くなります。

プレイヤーやナカマのタネビトの装備を
変更します。

栽培園のお世話を頼みます。頼むタネビ
トによって、収穫できる作物が変化しま
す。
※ ハナミセをひらいていないタネビト

に頼めます。

培栽せかまお

備装

→
→→。

5 ルイマス

ムテスシルイマス

。すまえ増が
PHのータクラャキ、りま強が護加
の虹、とるま高がルイマスのマカナ



ケモビト（タネビト以外の種族）のナカ
マで探検チームを組み、ダンジョンやフ
ィールドで素材を集めてきてもらいま
す。

。すまし費消をムェジアクア ※

検探せかまお



13 砂漠画面の見かた

※ 状態異常（→17）になると、顔の横
にアイコンが表示されます。

攻撃を受けると減ります。

攻撃を当てたり受けたりすると増え、必
要な分だけSPがたまると、SP特技（→
14）を使えるようになります。

2 PS

1 PHのータクラャキ

3

4 5

1

2



スライドすると動かせます。また、ダン
ジョンをタッチすると名前を確認できま
す。

：現在の位置と向き
：オアシス
：ダンジョン
：重要なできごとの目的地
：取り組んでいるおねがいの目的地

カメラを切り替えると、プレイヤーの視
点で周りを見回せるようになります。

※ オアシスのセーブスポットから、最
後にアクアゲートをひらいた場所に
戻ることができます。

※ 物語が進むと使えるようになります。

アクアゲートをひらいて、オアシスのセ
ーブスポットに移動します。

5 トーゲアクア

4 ラメカ

3 プッマ

トッポスブーセ

。す
まきでがどなプーワのへ
トッポスブーセたっ行度
一、ブーセや復回のPH
、りあに漠砂やスシアオ





14 探索する

移動や採取に役立つ特技です。特定の場
所でを押すと使用します。

探索したりできます。

サボテンを切ったり、カオスモンスター
を倒したりすると手に入ります。

ナカマを連れていると、で操作するキ
ャラクターを切り替えることができま
す。ナカマが持つ特技や武器を使いわけ
ながら、進みましょう。

るり借を力のマカナ

るめ集を材素

をンョジンダ、りため集を材素はで漠砂

技特

とるなに夜

。うょしまみてし
索探に帯間時なまざまさ、でのるな
異も材素る入に手にきとたし倒。す
まれ現がータスンモスオカい強りよ



※SP特技を覚えてもレベル５になるま
では使用できません。

・一時的に攻撃力を上げる
・全員のHPを回復する
・敵をマヒ（→17）させる攻撃をする

戦いに役立つ特技で、レベル5以上にな
ると使えます。を押すとSPを消費し
て、以下のようなことができます。

ケモビトは、プレイヤーが装備できない
ヤリやハンマーを装備しています。彼ら
の武器は戦い以外でも役立つことがあり
ます。

ダンジョンを探索するときは、マップの
表示が一部異なります。

持っているカギが表示されます。

1

3

2

1 ギカ

たか見の面画ンョジンダ

）61→（器武のトビモケ

技特PS



ダンジョンをどれくらい探索したかを

入った部屋は自動的にマップに記録され
ます。

：宝箱
：神秘のカギが入った宝箱
：扉

：セーブスポット
※ 赤・青・緑の扉はカギのかかってい

る扉を表し、それぞれの色に対応し
たカギであけることができます。

※ ボス部屋の扉は神秘のカギであける
ことができます。

：ひらけない状態の扉
：ボス部屋の扉

2 プッマ

3 率達到

。すまし
表



15 カオスモンスターと戦う

りすると、戦いがはじまります。攻撃し
て、カオスモンスターのHPをなくすと
勝利です。

名前やHP （属性を表すマーク）、
レベルが表示されます。
※ 敵注目したり、攻撃したりすると表

示されます。

後ろから狙われているときに表示されま
す。

1

2

2 ーダーレ敵

1 スターテスのータスンモスオカ

、

たし撃攻りたいづ近にータスンモスオカ



カオスモンスター などの属性
があり、それぞれに有利／不利な武器

（→16）があります。有利な武器を持っ
たナカマに切り替えると、ダメージを与
えやすくなります。
※ 有利な武器で攻撃したときは赤色、

不利な武器で攻撃したときは紫色で
ダメージが表示されます。

：ヨロイ属
：カブト属

：ケモノ属
：ウロコ属

：フシギ属
：カオス属

：ツバサ属

下記の7つの属性があります。中には複
数の属性を持つカオスモンスターもいま
す。

介紹性属

器武と性属
のータスンモスオカ

やは

器武のーヤイレプ

。うょしまみてし備装を器武な利
有、はきとむ挑にータスンモスオカ
い強。すまきで備装をンガウボ、杖
やラーボにかほの剣はーヤイレプ



キャラクターはHPがなくなると気絶し
ます。しばらくすると復活しますが、早
く復活させたいときは、近づいてを連
打しましょう。

※ 手に入れたアイテムや経験値、物語
の進行状況などは、セーブしたとき
やセーブスポットをしらべたときの
状態に戻ります。

キャラクター全員が気絶するとゲームオ
ーバーです。セーブしたところか、最後
にセーブスポットをしらべたところから
ゲームを再開できます。

虹の加護を受けると、ゲームオーバーに
なっても一度だけ全員が復活し、戦いを
再開できます。
※ オアシスに戻ると、再び復活できる

ようになります。
※ ゲームが進むと復活できる回数が増

えます。回数はメニュー画面の「オ
アシス」（→18）で確認できます。

活復で場のこ

ーバーオムーゲ

活復と絶気



オアシスに戻ると、倒したカオスモンス
ターの種類と数に応じて経験値がもらえ
ます。一定以上たまるとレベルが上が
り、ステータスが上がったり新しいコ

ていつに値験経

。すましりたし得習を撃攻ボ
ン



16 武器の種類

スモンスターの属性によって与えるダメ
ージが増えたり減ったりします。

威力や振るスピードのバランスがとれ
た、扱いやすい武器です。
有 （ケモノ属）

威力は低めですが、投げて少し遠くのカ
オスモンスターを攻撃できます。
有 （ヨロイ （カブト属）

弱攻撃で近距離を、強攻撃で遠距離を攻
撃します。を長押しして離すと、威力
の高い魔法を放ちます。
有 （カオス （フシギ属）

矢で遠くを攻撃します。を押している
間はで動かせる照準が表示され、狙い
やすくなります。
有 （ツバサ属）：利

ンガウボ

）属：利

杖

）属：利

ラーボ

：利

剣

オカ。すまりあが徴特れぞれそはに器武



ウア族の武器です。攻撃範囲が広く、一
度に複数のカオスモンスターを攻撃でき
ます。
有 （ウロコ属）
不 （ヨロイ （カブト属）

不 （ウロコ属）

セルケ族の武器です。重たいためスキが
大きくなりますが、その分強力な一撃で
攻撃します。
有 （ヨロイ （カブト属）

リコス族の武器です。攻撃範囲は狭いで
すが、スキが小さい連続攻撃を繰り出し
ます。
有 （ケモノ （カオス属））属：利

）属ギシフ（）属サバツ（：利不

剣双

）属：利

ーマンハ

：利

）属：利
：利

リヤ

器武のトビモケ



17 状態異常

あります。一定時間が経つか、アイテム
を使うと治ります。
※ 特定の攻撃を当てると、カオスモン

スターを状態異常にすることができ
ます。

一定時間ごとにダメージを受けます。ど
くなおしを使うと治ります。

一定時間ごとにしびれて、移動や攻撃が
キャンセルされます。マヒなおしを使う
と治ります。

一定時間動けなくなり、受けるダメージ
が増えます。ピヨリなおしを使うと治り
ます。

移動速度が遅くなり、一定時間ごとにダ
メージを受けます。どんそくなおしを使
うと治ります。

くそんど

リヨピ

ヒマ

くど

がとこるなに常異態状、とるけ受を撃攻



を入力したときに、反対方向に移動す
るようになります。こんらんなおしを

んらんこ

。すまり治とう
使



18 メニュー画面

押すと、ナカマやステータス、もちもの
の確認などができます。

※ /でリストを切り替えることがで
きます。

ナカマの情報や居場所、旅人のウワサを
確認できます。を押すとナカマのステ
ータスを確認できます。

ハナミセや苗などの情報を確認できま
す。

オアシスのレベルや、全滅したときに復
活できる回数、虹の加護で増えるHPな
どを確認できます。

ステータスを確認できます。でくわし
い情報が表示されます。

合成に必要な素材を確認できます。

ピシレ

スターテス

スシアオ

のもてた

マカナ

をかるすチッタを」ーュニメ「



これまでに引き受けたおねがいを確認で
きます。

素材などのもちものを確認できます。

ンョシプオ

。すまきで更変を定設のラメカ

のもちも

いがねお



19 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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