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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 amiiboとは

このソフト に対応していま
す。amiibo™［アミーボ］は下画面にタッ
チして使用します。

※amiiboは複数の対応ソフトで読み込め
ます。

※amiiboのデータが壊れていて復旧でき
ない場合は、HOMEメニュー の

「amiibo設定」で初期化してください。

amiiboは、さわってながめて楽しめるだ
けでなく、NFC（近距離無線通信）を利用
し、amiibo対応ソフトと連動して遊べる商
品です。
くわしくは、任天堂ホームページ
(https://www.nintendo.co.jp/amiibo/)
をご覧ください。

。すで要
必がータイラ／ーダーリCFN SD3ー
ドンテンニ、は合場るす用使をobiima
でSD2／LL SD3／SD3ードンテンニ

の

は



amiiboに関するご注意
●amiiboは下画面に軽くタッチするだけ

で反応します。強い力でこすったり、押
したりしないでください。



3 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。



4 インターネットでできること

このソフトでは、インターネットに接続し
て次のことができます。

●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

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。

● デザインモール・ショップNaviへの出
店など（→20、21）

● SNSへの投稿（→22）
● いつの間に通信（→23）

。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



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
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。



5 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。
●インターネットブラウザーの使用

SNS（→22）への投稿を制限できます。
●写真や画像・音声・動画・長文テキスト

の送受信
デザインモール・ショップNaviの機能
を制限できます。（→20～21）

●他のユーザーとのインターネット通信
デザインモール・ショップNaviの機能
を制限できます。



6 どんなゲーム？

恋や人間関係など、お客さまにはそれ
ぞれ悩みがあります。あなたのコーデ
やアドバイスで、未来が大きく変わる
かも⋯⋯？

お客さまの数だけドラマがある

あなたのお仕事は、ブティックの店長
さん。服やバッグなどを仕入れて、お
客さまにステキなコーデを提案します。

みんなにおしゃれの魔法を



歌手のスタイリストに！

お店には、歌手をめざすお客さまもや
ってきます。オーディションやライブ
にぴったりの主役コーデを提案しまし
ょう。

もブイラルャシペスの夢

。すまきでが
ブイラのけだたなあてえ変をどな
装衣や人う歌でジーテス、とう使
を）51→（ーターレュミシブイラ



7 操作方法

おもにタッチペンで操作します。次の操
作はボタンでできます。

カーソ の表示・
移動 

選択 

項目の切り替え ／

キャンセル 

決定・次に進む

会話を進める 

スマホを使う 

フォトを撮る 

ズーム ・

回転 ・

作操のどな中デーコ

作操のかほのそ

作操のーュニメ

ル

合場のンペチッタ

。すまりなにり送早
、とるけ続しチッタを。すまし

チッタをはきとるめ進を話会



8 ゲームのはじめかた

初回は「はじめからあそぶ」、2回目以
降は「つづきから」を選びます。

いつの間に通信（→23）の設定をした
り、データを消したり（→9）できます。

意注ごの時イレプ回初

。いさだく意注ごにうよ
いなけつは前名なうよるせさに
ち持気なやい、りたけつ傷を人
のかほ、でのすまりあがとこる
れ触に目の人のかほでイレプ信
通。すまし力入を前名にめじは ●

。すまりまじはらか付
日の体本のきとだん遊てめじは
をトフソ本、は付日の中ムーゲ ●

。すまきで更変で
）51→（クッブフロプは前名 ※ 

。すまいてし動連と服
のちた人の街や節季、は付日 ※ 

他のそ



9 データのセーブ（保存）と管理

スマホ（→15）で「セーブ」を選ぶと、
ゲームの進行状況がセーブされます。
※ マイルーム（→14）で「タイトルに

もどる」を選んだときも、セーブで
きます。

タイトル画面の「その他」→「データを
消す」の順に選ぶと、ゲームの進行状況
が消去されます。
※ 進行状況を消すときは、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。

す消をターデ

るすブーセ

ていつにターデ

。すまべ遊き続き引でターデの
元、とす戻をドーカムーゲに体本
の元。んせまべ遊らかき続、は合
場だん込し差に体本のかほをドー
カムーゲ。すましブーセにドーカ
DSをターデのてべす、はトフソ本



。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●



10 街を歩こう

タッチした場所に
けます の場所
行くと、イベント
発生します

を押すと、
ォトを撮るこ
ができます。

と
フ

る撮をトォフ

れ流の日一

。すまみ進に日の次
、り帰へムールイマで動自とるわ

終が日一。すまきいてれ流が間時
つずし少と方夕・昼・朝、はで街

。
が
に。
行



11 マイショップ

あなたのお店です。いろいろなお客さま
が来店します。

希望に合わせてアイテムを選びます。

注文をお断りします。

※ 「ざいこかくにん」をタッチすると、
お店にあるアイテムを確認できます。

お客さまに待ってもらい、アイテムを仕
入れに行きます。（→16）

「こえをかける」を
ッチすると、お客
まの希望を聞くこ
ができます。

と
さ
タ

るけかをえこ

るくてれ入仕

いさなんめご

！たしまりまこしか

ていつに

。すまりなにう
よるれ送が）51→（ジーセッメの
い誘おなろいろい、どほい高が度
密親。すまし表を度密親のと手相



ゲームを進めると、このほかにもできる
ことが増えていきます。

BGMを選んだり、お店をリフォーム
（→17）したりできます。

いらないアイテムを売ります。仕入れた
金額の半額が戻ってきます。

んにくかこいざ

ムーォフリ・MGB

とこのせみお



12 お客さまをコーデ

お客さまの希望や予算に合わせて、おす
すめのアイテムを選びます。

❷ アイテム

表示するアイテムの種類を切り替え
ることができます。

❶ しゅるい

をスライドするか をタッチ
して動かします。

❸ スクロールバー

❺❹

❷

❸
❶

、

たか見の面画



❹ 検索

色や柄などの条
に合うアイテム
探します

注文を思い出したり仕入れに行った
り、お断りしたりできます。

❺ メニュー

すがさでんもうゅち

。すませ探
にぐすをムテイアう合に望希のま
さ客お、どな」スーピンワの柄花「

。すまりあもきといなれさ示表 ※

。
を
件



方法は2種類あります。

※ 満足してもらえなかった場合、お客
さまは帰ります。

自信を持っておすすめします。とても喜
んでもらえて、追加でお買い物をしてく
れることがあります。

※ 満足してもらえなくても、3回までチ
ャンスがあります。

見てもらって感想を聞きます。

？かうょしでがかいはらちこ

！すでメススオがれこ

るすめすすお



13 スタイリストランク

お客さまに喜んで
らえると、スタイ
ストポイントがた
ります。満タンに
ると、次の日に進
ときにランクアップ
します。

新しい人が街に来たりイベントが発生し
たりと、ハッピーな変化が起こります。

美容師。ヘアサロンを
こで開店しようか悩ん
います

シュシュ

さすらいのオシャレハ
ター。メイクやネイル
得意です

リップ

。
が
ン

ちた人るえ会くし新

。
で
ど

とるすプッアクンラ

む
な
ま
リ
も



※ このほかにも、いろいろな人が街に
来ます。

NIN10［ニンテン］プ
のカメラマン。フォト
モデルを探しています

フジオ

。
の
ロ



14 マイルーム

あなたのお部屋です。ゲームを進める
と、できることが増えていきます。

着替えたり、メイクやネイルを変えたり
できます。

お気に入りのコーデを登録すると、あと
で同じように着替えることができます。

お部屋のインテリアを変更できます。

服などをデザイン（→18）できます。

次の日に進みます。

セーブしてタイトル画面に戻ります。

るどもにルトイタ

る寝

ンイザデ

えがうよも

帳り入に気お

ルイネ・クイメ・えがき



15 スマホ

をタッチするかを押すと、スマホ
が使えます。

ゲームの進行状況をセーブします。

フォトを見たり整理したり、「へんしゅ
う」で加工したりできます。

予定を確認できます。

インターネット通信を使って、フォトや
コメントを投稿できます。（→22）

※ 自分のカー で確認できます。

これまでに知り会った人たちのプロフカ
ードを見ます。

条件を満たすといろいろな称号がもら
え、自分のプロフカードに設定すること
ができます。

うごうょし

はド

クッブフロプ

SNS

モメとこるや

ムバルア

ブーセ



ゲームを進めると、次のアプリが追加さ
れます。

ファッション用語集を見ます。

電子説明書を見ます。

スマホの壁紙を変更できます。

ライブの動画などを見ます。

ライブシミュレーター
ゲームを進めると追加される機能です。
歌う人や衣装などを変えて、ライブがで
きます。

amiiboを読み込むと、デザインパーツ
などがもらえます。（→19）

知り合った人たちからのメッセージを見
たり、メッセージを送ってお誘いしたり
できます。

ジーセッメ

obiima

画動こねこね

みがべか

ょしいめつせ

アィデペキミ

リプア加追



アイテムの仕入れができます。（→16）

インターネット通信を使ってお買い物を
したり、マイショップを公開したりでき
ます。（→20、21）

ivaNプッョシ・ルーモンイザデ

ンウタノノ



16 商品の仕入れ

次の場所に行くと、商品を仕入れること
ができます。

各ブランドが出店しています。買えるア
イテムは日替わりです。

をタッチすると表示 に変わ
り、選択中になります。

❶ アイテム

：お店に在庫がある
：自分用に持っている

選択中のアイテムをカートに入れま
す。

❷ カートにいれる

アイテムをタッチすると詳細が表示され
ます。

たかれ入仕

が

❸❷ ❹

❶

会示展



仕入れるアイテムを自動で選んでく
れます。

❸ おまかせチョイス

❹ カートをみる

で数を調
し、アイテムを
入れることがで
ます

※ 仕入れると、同じものが自分用に
もらえます。

ゲームを進めると、スマホから選べるよ
うになります。仕入れたことのあるアイ
テムを、いつでも追加で買えます。
※ 最初から持っていたアイテムを仕入

れることもできます。

ンウタノノ

。
き
仕
節

ツコのきとるれ入にトーカ

。すまきでがとこるれ入にト
ーカてめとま、び選り通一をどな
トーカスやスプット。すまいてっ
なに中択選もてえ替り切を類種の
ムテイア、はムテイアたけつを



17 リフォーム

お店では、エクステリアやインテリアな
どをお好みでリフォームできます。

が表示されていると、これ以
上小物を置けません。

スライドすると移動できます。小物
を置ける家具もあります。置き方は

「こものをおく」をお読みください。

❷ 家具

タッチすると家具や小物を置けます。

❶ スペース

：床
：かべ

❺❸

❷
❹

❶

 ※

ムーォフリのアリテンイ



※ 動かしたり片付けたりすることは
できませんが、変更はできます。

レジを置く台です。

❸ レジカウンター

選択中の家具の向きを変えます。
／でも回転できます。

❹ 回転ボタン

ボックスまで家具をスライドすると、
片付けます。

❺ 片付けボックス

床をタッチすると
家具を選べます

は、置くため
必要なスペースを
します。

表
にや

。
、

ぶらえを具家

はにるめ集を物小や具家

。すまきでりたっ買で
どな店お、りたっらもらか人の街



のピンク色の部分は、小物の
向きを表します。

タッチすると小物を置けます。置く
に変わります。

❶ ディスプレイスペース

小物が置ける家具を選び、「こものをお
く」をタッチすると、次のような画面が
表示されます。

❶

くおをのもこ

が、と
 ※



18 デザイン

お部屋では、服やショッパーなどをデザ
インして作ることができます。

お店でお客さまに渡す紙袋です。

自分で作るマークです。デザインしたア
イテムやショッパーにつけます。

お店のロゴです。ショッパーにつけま
す。

服やバッグなどです。デザインしたアイ
テムは着ることができます。

ムテイア

帳ンイザデ

。すまれさ録登がムテイア
ンイザデたしりたっ買で）02→（
ルーモンイザデ、りたっ作で分自

ゴロドンラブ

ムレブンエ

ーパッョシ



❶ 柄

タッチすると、各パーツの色を選べ
ます。

❷ 色

服の形やパーツに合わせて、柄や色を選
んでいきます。

❷❶

たかしのンイザデ



※ アイテムにつけているすべてのエン
ブレムが変更されます。

※ デザインモールに出品したアイテム
は変更されません。

エンブレムは服の
やワンポイントと
ても使えます。3つ
で作れます

へんしゅう エンブレムを編集し
ます。

これにする 選んだエンブレムに
変更します。※

。
ま
し
柄

ムレブンエ



❷ パレット

編集中のエンブレムで使用するパレ
ットを変えます。

❸ パレットを変える

❹ 拡大・縮小する

❶ 編集アイコン

エンブレムの種類を変えます。

いろいろなツールが使えます。
：ペンの太さを変える
：線を引く
：丸を描く
：四角を描く
：色を流し込む
：全体をぬりつぶす

で取り消せます。
1つ前に戻します。

マス目を表示します。

 ※

❸

❷

❹

❶

るす集編をムレブンエ



19 amiiboを使う

スマホの「amiibo」を選ぶと、amiibo
を読み込めます。

デザインパーツ（デザインで使える柄）
やエンブレムがもらえます。amiiboによ
っては、キャラクターをイメージした特
別なものがもらえるかも⋯⋯？

とこるきででobiima

ていつにobiimaるす応対

。すまべ遊に
ずさ消をターデ、もでobiimaる
いてれま込き書がターデのトフ
ソのかほ。んせまみ込き書をタ
ーデにobiima、はでトフソのこ ●

。いさだく覧ごを )/obiima/pj
.oc.odnetnin.www//:sptth(ジ

ーペムーホ堂天任、はくしわく ●



20 デザインモール

※ 購入にはゲーム中のお金を使います。

ゲームを進めると、スマホから「デザイ
ンモール」が選べます。インターネット
を通じて全国の店長さんがデザインした
アイテムを買ったり、投稿して買っても
らったりできます。

「新着」などを選ぶと、デザインアイテ
ムを探して買うことができます。

ていつに

。すまりなくなれ
さ示表は稿投のらかんさ長店のこ
後今、とるす録登。すまきで録登
に定設否拒信受、をんさ長店たし
稿投をムテイアンイザデの中択選

。すまび選に順の」化
期初の定設否拒信受「→」理管
ターデ「→」定設体本「、はき
といたし化期初を定設否拒信受 ※

う買をムテイアンイザデ

）信通トッネータンイ（
ぶ遊でルーモンイザデ



「アイテム投稿」を選ぶと、デザインア
イテムを投稿できます。

るす稿投



21 ショップNavi

ゲームを進めると、スマホから「ショッ
プNavi」が選べます。ショップNaviを
はじめると、インターネットを通じてマ
イショップとプロフィールが公開されま
す。全国の店長さんのお店に行って、お
すすめコーデを買ったり、いっしょにフ
ォトを撮ったりすることもできます。
※ 購入にはゲーム中のお金を使います。

「新着」などを選んだあと、店長さんを
選んで「おみせにいく」ことができま
す。

こえをかける
「買い物をする」でおすすめコーデを買
ったり、「写真をとる」でいっしょにフ
ォトを撮ったりできます。

全体をみる
お店のインテリアを見ます。

く行に店お

）信通トッネータンイ（
ぶ遊でivaNプッョシ



「マイショップデータ」を選ぶと、カタ
ログでおすすめコーデを作ったり、お店
情報を更新したりできます。

コーデが売れると
売り上げがもらえます。いくつ売れて
も、マイショップの在庫は減りません。

ていつに

。すまりなくな
れさ示表は店おのんさ長店のこ後
今、とるす録登。すまきで録登に
定設否拒信受をんさ長店の中択選

。すまび選に順の」化
期初の定設否拒信受「→」理管
ターデ「→」定設体本「、はき
といたし化期初を定設否拒信受 ※

ていつに.oN長店

。すまえら
もて来に店おのたなあ、とるえ教
を.oN長店に人のかほ。すまいて
れさ示表に面画上のivaNプッョシ

るす集編をターデの分自



22 SNS

インターネットに接続すると、SNS（ソ
ーシャル・ネットワーキング・サービ
ス）に、フォトやコメントを投稿できま
す。

『ニンテンドー3DS画像投稿ツール』を
使って、TwitterやFacebookに投稿で
きます。

ていつにたかい使

。いさだくみ読おを」ていつに
ルーツのこ「の』ルーツ稿投像画
SD3ードンテンニ『、はくしわく

SNS

）信通トッネータンイ（
稿投のトンメコやトォフ



23 いつの間に通信

タイトル画面の｢その他｣→｢いつの間に
通信｣→「通信する」の順に選びます。
※ やめるときは、「通信しない」に変

更します。変更すると、お知らせや
ポスターを受け取らなくなることに
加え、プレイ内容も送信されなくな
ります。

ゲームを遊んでいないときでも、本体を
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、おし
らせや街にはられるポスターを受け取る
か選べます。また、任天堂にプレイ内容
を送信するかも選べます。

）信通に間のつい（
る取け受をータスポやせらしお

るす用使を」信通に間のつい「



24 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


	目次
	1.ご使用になる前に
	2.amiiboとは
	3.ユーザーコンテンツについて
	4.インターネットでできること
	5.保護者の方へ
	6.どんなゲーム？
	7.操作方法
	8.ゲームのはじめかた
	9.データのセーブ（保存）と管理
	10.街を歩こう
	11.マイショップ
	12.お客さまをコーデ
	13.スタイリストランク
	14.マイルーム
	15.スマホ
	16.商品の仕入れ
	17.リフォーム
	18.デザイン
	19.amiiboを使う
	20.デザインモール
	21.ショップNavi
	22.SNS
	23.いつの間に通信
	24.お問い合わせ先



