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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。

©1995-2000 Nintendo/Creatures
inc./GAME FREAK inc.
GAME BOY・ゲームボーイ・ニンテンド
ー3DSのロゴ・ニンテンドー3DSは任天
堂の商標です。

要重

。すまいてれさ止禁は用使的業商
、き除を合場るいてれらめ認で律法。す

で能可用使みので体本の様仕本日は品本
。んせまりあはでのもるす限

制を為行るすと的目を用使的私るいてれ
らめ認上法権作著は告警のこ、おな。い
さだく意注ごでのすまれらせ罰は反違
。すまいてれらじ禁に重厳で律法は布配

断無や製複断無の書明説やアェウトフソ
。すまいてれさ護保りよに権作著は品本

。いさだく承
了ごめじからあ。すまえりあがい違の干
若はと作原にどな現表・作動、りあでの
もたし現再で上体本ズーリシSD3ードン
テンニを容内ムーゲの作原、はトフソ本

の
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2 ゲーム紹介

このゲームは、つか
えたポケットモンス
ー（ポケモン）とい
しょに冒険するロー
プレイングゲーム
す。ポケモンずかん
データを集めなが
最強のポケモントレーナーめざして戦いま
す。

※本ソフトは「モバイルアダプタGB」を
利用した遊びには対応していません。

。）42、22→（
すまりあが要必るす換交をンモケポ
とトフソのズーリシ」ータスンモト
ッケポ「、はにるせさ成完をんかず※

。す
まりな異部一もぐうどやンモケポるす
現出。すでンョジーバたっわ加が方び
遊や語物いし新部一、に元を』銀・金
ータスンモトッケポ『、はムーゲのこ

ていつにンョジーバ

、ら
の
で
ル
っ
タ
ま



3 操作方法

※＋  を同時に
押すと、ゲームをリセットしてオープニ
ング画面にもどります。

るす
示表を面画ーュニメ

う使をぐうどたし
録登にンタボりんべ

るめ進をジーセッメ

るべ調・す話

動移

法方作操のでドルーィフ

ルセンャキ

え替べ
らなのざわやぐうど

定決

択選

。すまき
でが作操じ同はと、と

＋＋

法方作操の他のそ



4 ゲームのはじめかた

タイトル画面で を押すと、以
下の項目が表示されます。

※セーブデータ（レポート）がすでにある
場合、「さいしょから はじめる」を選
んでからデータをセーブ（→6）する
と、すでにあるセーブデータに上書きさ
れます。上書きされたセーブデータは完
全に消去されて元にもどせませんので、
ご注意ください。

※名前はあとで変更できません。

表示される候補の中
ら名前を選ぶか、自
で入力します

時計や主人公の名前を設定して、最初から
ゲームをはじめます。

●入力時の操作

え替り切のナ
カタカとながらひ

るども字文1

定決

力入の字文

択選の字文

るめじは らかょしいさ

。
分
か

るめ決を前名

／



ほかのプレイヤーと赤外線通信をすること
で、どうぐなどがもらえます（→25）。

データをセーブしたところからゲームを再
開します。

メニュー画面（→9）の説明文を表示する
か選べます。

さまざまな設定を変更できます。

るえか をいてっせ

。すまけ続を
闘戦ままのそにずせ
をえ替れ入、もてし
倒をンモケポの手相

プイタきぬちか

。すまべ
選かるえ替れ入をン
モケポ、にきとたし
倒をンモケポの手相

プイタえかれい

ルール のいあし

。んせまりおてし
応対はにタンリプトッケポはトフソ本

さこ のトンリプ

いめつせーュニメ

るめじは らかきづつ

のもりくお なぎしふ



5 ゲームの終わりかた

プレイ中 を押すと、ゲームが中
断され、下画面にHOMEメニューが表示
されます。「おわる」をタッチすると、ゲ
ームを終了します。
※メニュー画面の「レポート」（→9）か

らセーブしていないデータは、保存され
ません。

に



6 データのセーブ（保存）と消去

タイトル画面で＋ を同時に
押すと、セーブデータを消去します。
※セーブデータを消去するときは、保存さ

れた内容を充分にご確認ください。消去
されたセーブデータは元にもどせませ
ん。

メニュー画面で「レポート」を選ぶと、ゲ
ームの進行状況をセーブします。
※進行できるセーブデータ（レポート）は

1つです。

るすブーセをターデ

＋

るす去消をターデブーセ

。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●



セーブデータが使えなくなったときは、オ
ープニング画面へ進むことができません。
画面の案内に従って初期化してください。

。んせまえ使はてしとプ
ッアクッバのターデブーセ、がすまき
では動移やーピコのへドーカDSの別

意注ごので版ドーロンウダ

きとたっなくなえ使がターデブーセ



7 VCで使える機能

VC（バーチャルコンソール）のソフトで
のみ、使える機能があります。

※通信中はVCメニューを使用できません。

ゲーム中に下画面を
ッチすると表示され
メニューです。VC
ニューが表示されて
る間は、ゲームが一
中断されます。ゲー
を再開したいときは「ゲームを再開」をタ
ッチ、オープニング画面に戻りたいときは

「リセット」をタッチしてください。

ソフトが発売された当時のゲームボーイの
雰囲気で遊ぶことができます。

HOMEメニューで本ソフトのアイコンをタ
ッチするとき また を
押しながらゲームを起動します。
元の画素数に戻す場合は、何も押さない状
態でゲームを起動してください。

は、

るすに数素画のイーボムーゲ

けまお

ム
時
い
メ
る
タ

ーュニメCV

。ん
せまきで用使は能機プッアクッバとご
るま、と能機断中CVはでムーゲのこ



8 ゲームの進めかた

世界にはいくつものジムがあり、ジムリー
ダーが挑戦者を待っています。冒険を進め
るためには、育てたポケモンでジムリーダ
ーに勝利し、実力を認めてもらう必要があ
ります。

勝利した証としてバッジがもらえます。バ
ッジを持っていると、ポケモンが強くなっ
たり、移動中に特別なわざを使えるように
なります。

ポケモンを戦わせるとレベルが上がり、強
くなっていきます。また、さまざまな条件
で新しいわざをおぼえたり、進化したりす
ることがあります（→16）。

モンスターボールで
ケモンをつかまえ
と、仲間にできま

（→15）。つかまえ
ことで、ポケモンず
んにデータが記録さ
ます

フィールドを移動して、さまざまな場所を
冒険します。ポケモンをつかまえたり戦わ
せたりしながら、ポケモンずかんを完成さ
せましょう。

。
れ
か
る
す
る
ポ

るえまかつをンモケポ

るて育をンモケポ

とるす利勝にーダーリムジ

う戦とーダーリムジ



。すまりどもに常正
とつ経日2～1、がすまりあがとこ
る出が響影にトンベイるす係関に日
曜や帯間時。すまれさ更変も計時の
中ムーゲ、とるす更変を計時の体本※

？⋯
⋯もかるすりたっあがトンベイの定限
日曜、りたいがンモケポるれ現みの夜
。すまきいてれ流が間時と夜・昼・朝

てせわ合に）9→（計時、は中ムーゲ
ていつにれ流の間時



9 メニュー画面

つかまえたり、みつ
たりしたポケモンの
ータを見ます

※「プリント」は選べません。

ポケモンのデータを見ます。みつけただけ
のポケモンは、一部のデータのみ確認でき
ます。

フィールド
を押すと、メニュー
面が開きます。

画
で

。すまき聞を声き鳴えごきな

。すま見を所場るいてし息生ぷんぶ

る見をターデ

。すまえ替べら
なにどな順」おえういあ「

ンョシプオ

。すまし示表に別プイタくさんけ

。
デ
け

んかず



持っているどうぐ（→17～20）を使った
り捨てたりできます。リュックにはポケッ
トが4つあり、で切り替わります。

手持ちポケモンの強
を見たり、ならべ替
たりできます。ま
ひでんマシン（→2
などでおぼえたわざ
使うこともできます

※ポケモンがどうぐを持っていると、
が表示されます。

ポケモンにどうぐを持たせることができま
す。

わざの効果を見たり、順番をならべ替えた
りできます。

ポケモンの順番をならべ替えます。一番上
にいるポケモンが戦います。

ステータス画面（→10）で、ポケモンの
ステータスを確認できます。

るみをさよつ

えかびらな

ざわるえかつ

のもちも

。
を
）0
、た

え
さ

ンモケポ

クッュリ



さまざまな設定ができます。

ゲームの進行状況をセーブします。

所持金や集めたバッジなどを確認できま
す。

ゲームを進めると、使える機能が増えてい
きます。

ポケモンに関するラジオ番組が流れていま
す。でチューニングすると聞けます。

おかあさん（→11）や、知り合ったポケ
モントレーナーなどと話せます。

周辺の地図です。で町や道路の名前を確
認できます。

ゲーム中の曜日と時刻が表示されます。

計時

プッマンウタ

話電帯携

オジラ

）アギンモケポ（アギケポ

前名の公人主

トーポレ

いてっせ



10 ステータス画面

ポケモンのくわしい情報を確認できます。
でポケモンが切り替わります。

現在の経験値と、レベルアップに必要な経
験値です。

ポケモンとわざにはタイプがあり、相性が
あります（みずタイプのポケモンはくさタ
イプのわざに弱い、など）。相手のポケモ
ンのタイプに応じて、戦わせるポケモンや
わざを使い分けると、有利に戦えます。

ポケモンの体力です。0になると戦闘不能
になります。

上はニックネーム、下は名前です。

前名 ❷

）値大最／値在現（PH ❸

プイタ ❹

値験経 ❺

❺

❹

❸

❷
❶

別性とルベレ ❶



わざを使用できる回数です。PPが0になる
と、使えなくなります。

ポケモンが持っているどうぐ（→18）で
す。

ステータス画面でを押すと、表示されま
す。

。すで前名のーナー
レトたえまかつをンモケポやお

。すでーバンナDIのやおoNDI

報情のやお

ざわるえかつとのもちも

のもちも ❶

）値大最／値在現（PP ❷

❷

❶



11 町の施設や建物

どうぐを買ったり売ったりできます。

ほかのプレイヤーと
ケモンを交換した
対戦したりできま

（→21～25）

ポケモンやどうぐをあずけ
り、引き出したりできます

※パソコンはほかの場所にもあります。

ポケモンのHPとP
を、無料で全回復し
くれます。

て
P

ータンセンモケポ

。すまきでりた見をルーメ
、りたしれ入し出をぐうど

ンコソパ
の公人主

。すまえらも
てし価評をんかずンモケポ

ンコソパ
のドキーオ

。すまれらけずあつず匹03
、りあつ9はスクッボ。す

まきでれ入し出をンモケポ

ンコソパ
のキサマ

。
た

ンコソパ

。
す
、り

ポ

ブラクんしうつンモケポ

プッョシィリドンレフ



ポケモンを一度に2匹まで育ててくれます。
引き取るときにお金が必要になります。

以下のことができます。

ポケモンに関するラジオ番組を流していま
す。IDNo（→10）を使った抽選コーナー
があり、当たると景品がもらえます。
※当選番号は金曜日に変わります。

たくさんの品を扱っていて、ここでのみ手
に入るものもあります。

んてかっゃひ

塔オジラ

。すまきでりたけず
あ、りたし出き引を金貯んさあかお

。すま
きでがどなえがうよもの
屋部、てっ使をンコソパ

屋部の公人主

家の公人主

。すま
りあもとこるれくてっ買をぐうど。す
まれくてし金貯を部一の金賞るえら
もで闘戦、とるけかし話にんさあかお

ていつに金貯

？⋯⋯とるす険冒にょしっ
いとゴマタ。すまりあがとこるかつみ
がゴマタ、とうらもてて育をンモケポ

ゴマタのンモケポ

やてだそ



ポケモンのニックネームを変えることがで
きます。
※交換でもらったポケモンのニックネーム

は変えられません。

ポケモンセンターとして利用できます。

)CCP（ータ
ンセンョシーケニュミコンモケポ

家の師断判名姓



12 戦闘の種類

戦闘には、以下の2種類があります。

道路やどうくつなど
いるポケモントレー
ーにみつかると、戦
がはじまります。逃
ることはできませ
が、勝つと賞金がも
えます
※ポケモントレーナーのポケモンは、つか

まえることができません。

草むらやどうくつで
生のポケモンと出会
と、戦闘がはじまり
す。野生のポケモン
つかまえることがで
ます（→15）。

き
は
ま
う
野

う戦とンモケポの生野

。すまれ
さ示表で、は数のンモケポるいてっ
持がーナーレトンモケポやーヤイレプ

。
ら
ん
げ
闘
ナ
に

う戦とーナーレトンモケポ



13 戦闘について

ポケモンのHPが0になると「ひんし」状
態になり、戦えなくなります。

戦闘から逃げます。
※逃げられないこともあります。

きずぐすりやモンスターボールなどを使い
ます。
※どうぐを使うには1ターンかかります。

ポケモンを交代したり、ステータスを見た
りできます。
※交代には1ターンかかります。

おぼえているわざを使って、戦います。

以下のコマンドを選
で、戦います

戦闘になると、「ポケモン」のリストの一
番上にいるポケモンが戦います。わざを出
して攻撃し、相手のポケモンのHPを0にす
ると勝利です。

。
ん

たかい戦

うかたた

ンモケポ

クッュリ

るげに

ーバーオムーゲとしんひ



手持ちのポケモンがすべて「ひんし」状態
になると、ゲームオーバーです。最後に利
用したポケモンセンターにもどされ、所持
金が半分になります。

ーバーオムーゲ



14 戦闘画面の見かた

満タンになると、レベルが上がります。

つかまえたことのあるポケモンには、 が
つきます。

❸
❷❶

PPのざわ ❷

）01→（プイタのざわ ❸

ざわるいてえぼお ❶

きとぶ選をざわ

ルベレ
、別性と前名のンモケポの手相 ❶

ーターメ値験経 ❺

❷

❺
❹
❸

❶

PHのンモケポ ❹

たか見の面画闘戦

PHのンモケポの手相 ❷

ルベレ、別性と前名のンモケポ ❸



15 ポケモンのつかまえかた

公園では、週に何回か「むし取り大会」が
開かれています。参加すると、珍しいポケ
モンをつかまえられるかも⋯⋯？

海や湖などを渡ったり、つり
おを手に入れて海辺で使った
すると、ポケモンが現れるこ
があります

草むらやどうくつのほかにも、ポケモンは
さまざまな場所にいます。

相手のポケモンのHPを減らしたり、「ど
く」や「ねむり」状態などにしてからボー
ルを使うと、つかまえやすくなります。

野生のポケモンにモ
スターボール（→1
などを使うと、つか
えることができます。

ま
）9

ン

ツコのきとるえまかつ

もにろことなんこはンモケポ

。
と
り
ざ

辺水

会大り取しむ

。ん
せまきでがとこるれいにスクッボ
、とだいぱっいがスクッボの中用使※

。すまれ
さ送転に）11→（ンコソパのキサマ
、はンモケポたえまかつで態状るい匹6
。すででま匹6はンモケポるけ歩てれ連

ていつに数のンモケポ



ゲームを進めると、「ずつ
が使えるようになります。木
ずつきをすると、ポケモンが
ちてくることがあります。

落
に
」き

上の木



16 経験値とレベルアップ

特定のポケモンはさ
ざまな条件で進化
て、姿が変わること
あります

※進化中にを押すと、進化をキャンセル
できます。

経験値が一定以上たまるとレベルが上が
り、強くなったり新しいわざをおぼえたり
します。

戦闘に勝利すると、戦闘に参加したポケモ
ンは経験値をもらえます。
※交換でもらったポケモンは、多めに経験

値をもらえます。

プッアルベレ

化進のンモケポ

。
が
し
ま

。すまえら
もを値験経、もてし代交とンモケポの
かほにぐすで闘戦。うょしまきおてし
に上番一のち持手をンモケポいたて育

はきとるて育をンモケポい低のルベレ



17 どうぐについて

どうぐはフレンドリィショップで買った
り、拾ったりして手に入れます。町の人か
らもらえることもあります。

。すまりなくな
わ会出とンモケポの
生野い弱、間時定一

ーレプスけよしむ

。す
まきでがとこるけつ
みをぐうどたれさ隠

ンシマグンジウダ

。すまきで
がとこる出に外で瞬
一らかどなつくうど

モヒのけぬなあ

ぐうどな利便

すまきでがとこるえ替べら
なをぐうど、とす押を度一う
もてせわ合をルソーカに先動移、し押
をてせわ合をルソーカにぐう
どいたせさ動移、で面画ぶ選をぐうど

え替べらなのぐうど



18 ポケモンのためのどうぐ

※戦闘中のみパワーアップさせるどうぐを
使用したポケモンを交代させると、どう
ぐの効果は消えてしまいます。

●戦闘中のみパワーアップ

。すま
し復回分半もPH、し
復回を態状」しんひ「

らけかのきんげ

。すま
し復回を態状」くど「しけくど

。すまし復回
01をPPのざわのつ1ドイエーピーピ

。すまし復回02をPHりすぐズキ

くふいか

。すまりが上
がトンイポ礎基のPHプッアスクッマ

？⋯⋯とう
使にンモケポの定特しいのおのほ

。す
まりが上1がルベレメアなぎしふ

プッアーワパ

。すまりなくす
やりた当に所急のン
モケポの手相が撃攻

ータッカィテリク

。すまりが上が力撃攻ーワパスラプ



。すまりが上が力威の
ざわのプイタおのほんたくも

。すまき
でが撃攻制先にまたメツのいせんせ

。すまし
復回てっ使をみのき
で分自、とる減がPH

みのき

。うょしまみてべ調ら
たけつみ。すまいてっなが
みのき、はに木なうよの右

木るなのみ

るあが果効とるせた持にンモケポ



19 大切などうぐとボール

。すで
ルーボいいの能性り
よルーボータスンモ

ルーボーパース

。すでルーボのめたる
えまかつをンモケポルーボータスンモ

。すまれ釣
がンモケポのプイタ
ずみ、とう使で辺水

おざりつのロボ

。すまき
で認確を数枚のン
イコ、とるす用使※

。すまりなにうよ
るべ遊でーナーコム
ーゲのィテシネガコ

スーケンイコ

。すま
きで動移でドーピス
の倍2をドルーィフ

ゃしんてじ

。すまび選に順の」くろうと「→ぐ
うどな切大→」クッュリ「、はきとい
たし録登。すまりなにうよるえ使でけ
だす押をでドルーィフ、とる
す録登にンタボりんべをぐうどな切大

ンタボりんべ

ぐうどな切大

ルーボ



20 わざマシン

移動中でも使える便利なわざが記録されて
います。ひでんマシンは何度でも使えま
す。
※ひでんマシンのわざを移動中に使うに

は、特定のバッジが必要です。

さまざまなわざが記録されています。一度
使うとなくなります。

どうぐの中には、ポケモンにわざを教える
ことができる「わざマシン」と「ひでんマ
シン」があります。
※ポケモンによって、おぼえられるわざが

異なります。

ンシマざわ

ンシマんでひ



21 通信のはじめかた

●相手を募集する
1.「ポケモンつうしんクラブ」の受付に話

しかけ、レポートを書いてセーブしま
す。

2.「つうしんあいてを ぼしゅうする」を選
びます。

3.相手がみつかったら、「はじめる」を選
びます。

ニンテンドー3DSシリーズ本体⋯2台
ポケットモンスター 金・銀・クリスタル
バージョン⋯2本

交換と対戦は、プレイヤーのどちらかが募
集し、もう1人のプレイヤーが相手をみつ
けるとはじまります。

ポケモンセンターの2階には「ポケモンつ
うしんクラブ」があります。近くにいるプ
レイヤーと通信してポケモンを交換した
り、対戦を楽しんだりできます。
※通信中はVCメニュー（→7）は使用で

きません。また、HOMEメニューも使用
できなくなります。

）イレプル
カーロ（換交と戦対のンモケポ

順手作操

のもるす意用

たかしの信通



●相手をさがす
1.「ポケモンつうしんクラブ」の受付に話

しかけ、レポートを書いてセーブしま
す。

2.「つうしんあいてを さがす」を選びま
す。

3.相手がみつかったら、「はじめる」を選
びます。



22 トレードセンター

トレードセンターでは、金・銀・クリスタ
ルバージョンを遊んでいるプレイヤーとポ
ケモンを交換できます。

1.お互いにテーブル
向いてを押し
す

2.交換するポケモン
選び、「こうかん
だす」を選びます

※相手のポケモンを選ぶと、ステータス
を確認できます。

3.交換するポケモンが表示されます。気に
入ったら「こうかん」を選び、交換しま
す。
※相手のポケモンが気に入らなければ、

キャンセルできます。
4.こうかんが終わったら「こうかんちゅう

し」を選んで、部屋を出ます。
※セーブも行われます。

たかしの換交

。すま
りなくなか聞をとこうい、といないて
っ持をジッバう合見にルベレ、は合場
い高がルベレのンモケポ。すまきで険
冒にょしっい、てしとンモケポち持手

ていつにンモケポたし換交

。
に
を

。
ま
を



ポケモンにどうぐを持たせて相手にプレゼ
ントしたり、メールを持たせてメッセージ
を送ったりできます。
※メールを書くには、「はながらメール」

などのどうぐが必要です。

※特定のどうぐを持たせて交換すること
で、進化するポケモンもいます。

交換によって、ポケモンが進化することが
あります。

化進のンモケポ

みし楽おので換交

る送をルーメやぐうど



23 コロシアム

2.持っているポケモ
の数が表示され、
戦がはじまります

1.お互いにテーブルを向いてを押しま
す。

コロシアムでは、金・銀・クリスタルバー
ジョンを遊んでいるプレイヤーと対戦でき
ます。
※赤・緑・青・ピカチュウのプレイヤーと

は対戦できません。

。
対
ン

たかしの戦対

。すまりなにけ負とぶ選を」るげに「●
。んせまえ使はぐうど●

ルールのでムアシロコ



24 タイムカプセル

交換のしかたは、トレードセンター（→
22）と同じです。

ニンテンドー3DSシリーズ本体⋯2台
ポケットモンスター 金・銀・クリスタル
バージョン⋯いずれか1本
ポケットモンスター 赤・緑・青・ピカチ
ュウ⋯いずれか1本

タイムカプセルを使うと、赤・緑・青・ピ
カチュウを遊んでいるプレイヤーとポケモ
ンを交換できます。
※ゲームを進めると使えるようになりま

す。

るいてせた持を）22→（ルーメ●
るいてえぼおを

ざわいなにウュチカピ・青・緑・赤●
いない

てし場登にウュチカピ・青・緑・赤●

。すまき
でがとこるせされ忘をざわ、とす話
とータクラャキるあてめ進をムーゲ
、はきといなきで換交で因原がざわ※

。いさだく意注ご、で
のんせまきで換交はンモケポの下以

意注ご

）イレプル
カーロ（換交のでルセプカムイタ

のもるす意用

順手作操



25 ふしぎな おくりもの

3.右の画面でを押
と赤外線通信が行
れ、どうぐなどが
られます

1.タイトル画面で「ふしぎな おくりもの」
を選びます。

※くわしくは、本体の取扱説明書もご覧
ください。

2.お互いの本体の3DS赤外線受発光部を
近づけます。

ニンテンドー3DSシリーズ本体⋯2台
ポケットモンスター 金・銀・クリスタル
バージョン⋯2本

金・銀・クリスタルバージョンを遊んでい
るプレイヤーと赤外線通信をすると、さま
ざまなどうぐがもらえます。ときには、特
別なものがもらえることも⋯⋯？

）信
通線外赤（のもりくお なぎしふ

。すまりなにうよるべ選
らか面画ルトイタ、とるすブーセてし
話と子の女るいに階5の）11→（んて
かっゃひ、は」のもりくお なぎしふ「

のもるす意用

順手作操

。
送
わ
す



主人公の部屋のパソコンに自動で送られま
す。

※「ふしぎな おくりもの」を再度行うに
は、先にどうぐを受け取っておく必要が
あります。

ポケモンセンターの
階で受け取ります

どうぐのほかに、主人公の部屋（→11）
のもようがえグッズをもらえることがあり
ます。種類によって、受け取りかたが異な
ります。

たかり取け受ののもりくお

。
2

ぐうど

ズッグえがうよも

。すまえ行みの回1日1はと手相じ同●
。すまえ行でま

回5に日1は」のもりくお なぎしふ「●
ていつに数回



26 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。



27 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
ポケモンを交換するときのメール（→
22）の送受信を制限できます。



28 お問い合わせ先

。いさだく覧ごを」ていつにせ
わ合い問お「の」他のそ・定設「のプ
ッョシeードンテンニ、はてしまきつに
先せわ合い問おるす関にトフソ各びよ
お、般全スビーサのSD3ードンテンニ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

社会式株堂天任

先せわ合い問おるす関にトフソ本

。んせまりおてしえ答おはていつに報情略攻のムーゲ※
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