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1 ご使用になる前に

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。

©1995-2000 Nintendo/Creatures
inc./GAME FREAK inc.

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。

 安全に使用するために

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。

の

。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

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
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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。オーキド博士か
もらったポケモンず
んを完成させるため、世界中のポケモンを
つかまえる旅に出ます。

か
ら
で
ル
っ
タ
ま

ていつにンョジーバ

。すまりな異が率現出や類種のンモケ
ポるす現出、がすでじ同はーリートス
。すまりあがンョジーバのつ4のウュ

チカピ・⻘・緑・赤、はにムーゲのこ



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。

法方作操のでドルーィフ

るめ進をジーセッメ 

るべ調・す話 

動移 

るす
⺬表を面画ーュニメ

法方作操の他のそ

ルセンャキ 

定決 

択選 

え替べ
らなのざわやぐうど

＋＋

。すまき
でが作操じ同はと、と



4 ゲームのはじめかた

データをセーブしたところからゲームを再
開します。

※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
消去されて元に戻せませんので、ご注意
ください。

主人公とライバルの
前を登録して、最初
らゲームをはじめ
す

タイトル画面で
を押すと、

ニューが表⺬され
す。でモードを
び、で決定します。

選
ま
メ
／

るめじはらかょしいさ

。
ま
か
名

るども字文1 

え替り切のナ
カタカとながらひ

定決 

択選の字文 

るめじはらかきづつ



※ピカチュウバージョンでは、サウンドを
イヤホンに適した設定にできます。

※ピカチュウバージョンで表⺬される「プ
リントの こさ」は設定できません。

メッセージの速さや、戦闘アニメーション
を見るかなどを設定できます。試合のルー
ルを変更することもできます。

るえか をいてっせ

ルールの合試

プイタえかれい

。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

プイタきぬちか

。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



5 ゲームの終わりかた

※メニュー画面（→9）の「レポート」か
らセーブしていないデータは、保存され
ません。

プレイ中 を押すと、ゲームが中
断され、下画面にHOMEメニューが表⺬
されます。「おわる」をタッチすると、ゲ
ームが終了します。

に



6 データのセーブ（保存）と消去

※セーブデータを消去するときは、保存さ
れた内容を十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。

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。

※作成できるセーブデータ（レポート）は
1つです。

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。

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。

きとたっなくなえ使がターデブーセ

意注ごので版ドーロンウダ

。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



7 VCで使える機能

ゲームを遊んでいるときに＋を同時に
押しながらで切り替えます。

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。

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。

※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
ッチすると表⺬され
メニューです。VC
ニューが表⺬されて
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。

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。

。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

ーュニメCV

ム
時
い
メ
る
タ

けまお

るすに数素画のイーボムーゲ

は、

るすに色面画の風イーボムーゲ



8 ゲームの進めかた

世界には8つのジムがあり、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。

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。

るえまかつをンモケポ

。
れ
か
る
す
る
ポ

るて育をンモケポ

う戦とーダーリムジ



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
なったりします。

とるす利勝にーダーリムジ

はでンョジーバウュチカピ

。すまき
でがとこる知をかいいがん
げき、れさ⺬表が情表とる
けかし話にウュチカピ。す
まれくてしをもとおの旅
、てきていつがウュチカピ

。んせま
きていつはきとるいてれらけずあに
）11→（ンコソパ、やきとるいて

っなに態状」しんひ「がウュチカピ※
。すでみのウュチカピたっら

もに士博ドキーオ、はのるくていつ※



9 メニュー画面

ポケモンのせいそくちを確認できます。

ポケモンのなきごえを聞きます。

ポケモンのデータを見ます。みつけただけ
のポケモンは、姿や名前のデータのみ確認
できます。

※ピカチュウバージョンで表⺬される「プ
リント」は選べません。

つかまえたりみつけ
りしたポケモンのデ
タを見ます

フィールド
を押すとメニュー画
が開き、ずかんを見
りどうぐを使ったり
きます。

で
た
面

で

んかず

。
ー
た

るみをターデ

えごきな

るみをぷんぶ



メッセージの速さや、試合のルールを変更
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。

※どうぐは20種類まで持てます。

持っているどうぐ（→17～22）を使った
り捨てたりできます。

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。

選んだポケモンのス
ータスを確認した
順番をならべ替えた
できます。また、ひ
んマシン（→17）
おぼえたわざを使う
ともできます

ンモケポ

。
こ
で
で
り
、り

テ

るみをさよつ

えかびらな

ぐうど

前名の公人主

トーポレ

いてっせ



10 ステータス画面

ポケモンをつかまえたトレーナーの名前で
す。

おやのIDナンバーです。

わざのタイプと相性があります（→14）。

ポケモンの体力です。0になると戦闘不能
になります。

強さやタイプを確認できます。

さよつ ❷

さやばす 。すまし表をさやばす

ゅしくと 。すまし表を力
御防と力撃攻の撃攻ゅしくと

ょぎうぼ 。すまし表を力御防

きげうこ 。すまし表を力撃攻

❶

❻

❺
❹

❸

❷

ルベレと前名 ❶

）値大最／値在現（PH ❸

プイタのンモケポ ❹

oNDI ❺

やお ❻



現在の経験値と、レベルアップに必要な経
験値です。

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。

ステータス画面でを押すと、表⺬されま
す。

値験経と覧一のざわ

❶

❸

❷
ざわるいてえぼお ❶

）値大最／値在現（PP ❷

値験経 ❸



11 町の施設

友だちとポケモンを
換したり、対戦した
できます（→23
25）

パソコンを使うと、
ケモンやどうぐを出
入れできます

ポケモンのHPとP
を、無料で全回復し
くれます

町では、さまざまな施設を利用できます。

ータンセンモケポ

。
て
P

ンコソパ

。
し
ポ

ンコソパ
の公人主 。すまきでれ入し出をぐうど

ンコソパ
のドキーオ

。すまえらも
てし価評をんかずンモケポ

ンコソパ
のかれだ

。すまれらけずあ
でま匹03にスクッボ1。す
まきでれ入し出をンモケポ

ブラク ルブーケ んしうつ

。
～

り
交



※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。

ポケモンのニックネームを変えることがで
きます。シオンタウンにあります。

ポケモンを代わりに育ててくれます。あず
けられるのは1匹で、引き取るときにお金
が必要になります。ハナダシティの南にあ
ります。

めずらしいポケモンをつかまえられる場所
です。セキチクシティの北にあります。

ポケモントレーナーの修行場です。ジムリ
ーダーに勝つと、バッジがもらえます。

役に立つ情報を教えてもらえることがあり
ます。

どうぐを買ったり売ったりできます。

プッョシィリドンレフ

家民

ムジ

ンーゾリァフサ

やてだそ

家の師断判名姓



12 戦闘の種類

※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。

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

草地やダンジョンで
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）

戦闘には、以下の2種類があります。

う戦とンモケポの生野

。
き
は
ま
う
野

う戦とーナーレトンモケポ

。
ら
ん
げ
闘
ナ
に

。すまれ
さ⺬表で、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



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。

※逃げられないこともあります。
戦闘から逃げます。

※どうぐを使うには1ターンかかります。

きずぐすりやモンスターボールなどを使い
ます。

※交代には1ターンかかります。

ポケモンを交代したり、ステータスを確認
したりできます。

おぼえているわざを使って、攻撃します。

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。

たかい戦

。
ん

うかたた

ンモケポ

ぐうど

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

たか見の面画闘戦

❷
❶

❹
❸

ルベレと前名のンモケポの手相 ❶

PHのンモケポの手相 ❷

ルベレと前名のンモケポ ❸

PHのンモケポ ❹

きとぶ選をざわ

❷
❶

❸

ざわるいてえぼお ❶

PPのざわ ❷

プイタのざわ ❸



ていつにプイタ

。すまえ戦に利有、と
るけ分い使をざわやンモケポるせわ
戦、てじ応にプイタのンモケポの手相
。）どな、い弱にざわのプイタさくは

ンモケポのプイタずみ（すまりあが性
相、りあがプイタはにざわとンモケポ



15 ポケモンのつかまえかた

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
）8

ン

ツコのきとるえまかつ



16 経験値とレベルアップ

※進化中にを押すと、進化をキャンセル
できます。

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

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。

※交換でもらったポケモンは、多めに経験
値をもらえます。

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。

プッアルベレ

化進のンモケポ

。
が
し
ま

はきとるて育をンモケポい低のルベレ

。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



17 どうぐについて

※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。

※ひでんマシンでおぼえたわざは、忘れる
ことができません。

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。

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。

※ポケモンによっては、おぼえられないわ
ざがあります。

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。

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。

え替べらなのぐうど

。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

ンシマんでひとンシマざわ

ンシマざわ

ンシマんでひ



18 重要などうぐとボール

ぐうどな要重

プッマンウタ 。す
まきで認確をプッマ

ンシマん
でひ・ンシマざわ

。すまきでがとこるえ
教をざわにンモケポ

んかずンモケポ
。すでんかずクテイハ
、るれさ録記がターデ

のンモケポたけつみ

ルーボ

ルーボリァフサ

。すでじ同
とルーボーパースは
能性。すでルーボの
用専ンーゾリァフサ

ルーボータスマ
。すで

ルーボるれらえまか
つをンモケポ％001

ルーボーパイハ
。す

でルーボいいの能性
りよルーボーパース

ルーボーパース
。すで

ルーボいいの能性り
よルーボータスンモ

ルーボータスンモ 。すでルーボのめたる
えまかつをンモケポ



19 ポケモンをなおすどうぐ

しおなひま 。すま
し復回を態状」ひま「

らけかのきんげ
。すま

し復回分半もPH、し
復回を態状」しんひ「

りまたかのきんげ
。す

まし復回全もPH、し
復回を態状」しんひ「

りすくのくふいか
。すまし復回全もPH
、し復回を態状ゅし
くとの外以」しんひ「

りすくのんたんま 。すまし復回全がPH

りすぐズキいごす 。すまし
復回くごすのもがPH

りすぐズキいい 。す
まし復回くごすがPH

りすぐズキ 。すまし復回がPH

しおなもでんな
。す

まし復回を態状ゅし
くとの外以」しんひ「

しまざけむね 。すまし
復回を態状」りむね「

しおなりおこ 。すまし
復回を態状」りおこ「

しおなどけや 。すまし
復回を態状」どけや「

しけくど 。すま
し復回を態状」くど「



使うと、HPを回復します。のどがかわい
ている人にあげることもできます。

のもみの

ダーソコイサ 。す
まし復回くごすがPH

レオスクッミ 。すまし
復回くごすのもがPH

ずみいしいお 。すまし復回がPH



20 パワーアップさせるどうぐ

。すまりが上がトン
イポ礎基のゅしくとムウチゾリ

。すま
しや増を値大最のPPプッアトンイポ

。すまりが上がトン
イポ礎基のさやばすンシタメドンイ

。すまりが上がト
ンイポ礎基の力御防ンシキヘムロブ

。すまりが上がト
ンイポ礎基の力撃攻ンリウタ

。すまりが上
がトンイポ礎基のPHプッアスクッマ

。す
まりが上1がルベレメアなぎしふ

石の謎

？⋯⋯とう使に
ンモケポの定特。すまりあがとこるれ
入に手をぐうどのどな」しいのずみ「
や」しいのおのほ「、とるめ進を険冒



※戦闘中のみパワーアップさせるアイテム
を使用したポケモンを交代させると、ア
イテムの効果は消えてしまいます。

るせさプッアーワパみの中闘戦

。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

。すまりが上が力御防ーダンェフィデ

。すまりが上が力撃攻ーワパスラプ

。すまり
が上が率中命のざわルータアクヨ

。すまりなくならが
下が力能のンモケポドーガトクェフエ

。す
まりが上がゅしくとプッアルャシペス

。す
まりが上がさやばす

ーダーピス



21 移動時に役立つどうぐ

。すましち持⻑り
よーレプスけよしむーレプスーバルシ

。すましち持⻑り
よーレプスーバルシーレプスドルーゴ

。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
がとこる出に外で瞬
一らかどなつくうど

モヒのけぬなあ

。す
まきで動移くやばすゃしんてじ



22 その他のどうぐ

。すま
きでがとこるけつみ
をぐうどるいてち落

ンシマグンジウダ

。すまりな
異がンモケポるれ釣
、てっよに所場。す

まげ上り釣をンモケ
ポの棲水なまざまさ

おざりついごす

。）類
種2（すまげ上り

釣をンモケポの棲水
おざりついい

。）み
の類種1（すまげ

上り釣をンモケポの
］いせいす［棲水、と

う使てけ向にどな海

おざりつのロボ

。すまえ使もに
中闘戦。すませこ起
をンモケポるいて寝

えふのンモケポ

。すで］ねがめ［鏡
眼コイサ、く抜見を
体正のンモケポ霊幽

プーコスフルシ

？⋯とう使に中闘戦うょぎんにピッピ

。すで券船乗
の号ヌンア・トンサトッケチのねふ

。すでばれいの
⻑園ンーゾリァフサばれいのんき

。すまれ売く高またのんき



。すまり入が
値験経もにンモケポ
たっかなわ戦、とる
いてっ持。すで置装
習学眠睡用ンモケポ

ちうそうゅしくが

。すまきで認確を
数枚、とるす用使で
」ぐうど「。すまきで

がとこるめたでま枚
9999大最をンイコ

スーケンイコ



23 通信のはじめかた

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。対戦や交換を終了す
るときは、メニュー画面で「リセット」を
選びます。

ニンテンドー3DSシリーズ本体 ･････2台
本ソフト･･････････････････････････2本

※赤・緑・⻘・ピカチュウのいずれのバー
ジョンとも通信できます。

※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。

ポケモンセンターの奥にある「つうしん
ケーブル クラブ」では、通信してほかの
プレイヤーとポケモンを交換したり、対戦
プレイを楽しんだりできます。

）イレプル
カーロ（戦対と換交のンモケポ

のもるす意用

順手作操



3.相手がみつかったら「はじめる」を選
び、行き先を選びます。

2.「つうしんあいてを さがす」を選びま
す。

1.「つうしん ケーブル 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。

●相手をさがす

※ピカチュウバージョン同士で通信してい
るときのみ、コロシアム2で対戦できま
す。

3.相手がみつかったら、「はじめる」を選
び、行き先を選びます。

2.「つうしんあいて
ぼしゅうする」を
びます

1.「つうしん ケーブ
クラブ」の受付に
しかけ、レポート
書いてセーブし
す

●相手を募集する

。
ま
を
話
ル

。
選
を

。）52→（すまし戦
対でンモケポたて育ムアシロコ

。）52→（すまし
戦対でルールな殊特※2ムアシロコ

。）42→（す
まし換交をンモケポータンセドーレト



24 トレードセンター（交換）

3.交換が終わったら「こうかんちゅうし」
を選んで、メニュー画面で「リセット」
を選びます。

※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。

2.交換するポケモンが表⺬されます。気に
入ったら「こうかん」を選び、交換しま
す。

※相手のポケモンを選ぶと、ステータス
を確認できます。

1.交換するポケモン
選び、「こうかん
だす」を選びます

トレードセンター
は、ポケモンを交換
きます。お互いがテ
ブルを向いてを押
とはじまります。

す
ー
で
で

たかしの換交

。
に
を

ていつにンモケポたし換交

。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、てしとンモケポたえまかつ



25 コロシアム（対戦）

1匹のレベルが15～20、3匹の合計レベ
ルが50までのチームで戦います。

1匹のレベルが50～55、3匹の合計レベ
ルが155までのチームで戦います。

コロシアム2は、ピカチュウバージョン同
士で通信しているときのみ選べます。それ
ぞれのカップ戦のルールに合わせて、手持
ちのポケモンを変更してから受付に話しか
けてください。

コロシアムでは、育てたポケモンを使って
対戦します。お互いがテーブルを向いて
を押すとはじまります。

ムアシロコ

2ムアシロコ

いがちのとムアシロコ

。すまいてれさ更変にう
よく続ンータ3～1が態状」りむね「・

。す
まいてれさ更変に割1が率確るなに
態状」りおこ「でざわの」きぶふ「・

。んせまきで用使はウュミ・
。んせまきではと

こぶ選数複、をンモケポの類種じ同・
。すまい戦で3対3・

プッカうどんてんに

プッカーロエイ



1匹のレベルが25～30、3匹の合計レベ
ルが80までのチームで戦います。高さは
2m以下、重さ20kg以下の進化していな
いポケモンのみ選べます。

プッカーシンァフ



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⻑する行為。
- 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 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※


