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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。

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。

© 2013 Pokémon.
© 1995-2013 Nintendo / Creatures

Inc. / GAME FREAK inc.
ポケットモンスター･ポケモン・
Pokémonは任天堂･クリーチャーズ･ゲー
ムフリークの商標です。

本ソフトウェアではDynaFontを使用して
います｡DynaFontは、DynaComware

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

の
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Taiwan Inc.の登録商標です。



2 ご注意

● 『ポケモンバンク』のボックスへは、本
体に設定されたニンテンドーネットワ
ークIDを使ってアクセスします。異な
るニンテンドーネットワークIDが設定
された本体からは、別の『ポケモンバ
ンク』へつながりますのでご注意くだ
さい。

● 本ソフトは、利用券を購入してから
365日を過ぎると、追加で利用券をご
購入頂く必要があります。（→6）利用
期間を過ぎると、ポケモンをあずける
ことができなくなります。改めて利用
券を購入いただくと、これまで通り使
えます。

● ひとつの本体に、同じ対応ソフトのダ
ウンロード版とパッケージ版が存在す
る場合、パッケージ版のデータが優先
されます。ダウンロード版のデータを
本ソフトにあずける場合は、パッケー
ジ版のソフトを本体から取り出してく
ださい。

※ ニンテンドーネットワークIDについて
は、本体設定の電子説明書をお読みく
ださい。



3 インターネットでできること

つかまえたポケモンをインターネット上の
自分専用のボックスへあずけたり、ひきだ
すことができる有料のサービスです。

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。

●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
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



●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

ちいさいおこさまは、おとなのかたといっ
しょにおよみください。
本体の「保護者による使用制限」の以下の
項目を設定すると、次の機能を制限できま
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
『ポケモンバンク』の利用券の購入を制
限できます。



5 ポケモンバンクとは

※『ポケモンバンク』には、100個のボ
ックスが準備されています。１つのボ
ックスには、最大30匹のポケモンを
あずけることができ、全体では最大
3000匹のポケモンをあずけることが
できます。

『ポケモンバンク』は、対応ソフトでつ
かまえたポケモンをインターネット上の
自分専用のボックスにあずけたり、別の
対応ソフトへひきだしたりすることがで
きるソフトです。はじめる前に、本体に
対応ソフトをセットしてください。

『ポケモンバンク』は、以下のニンテン
ドー3DSソフトに対応しています。
● 『ポケットモンスター X・Y』
● 『ポケットモンスター オメガルビー・

アルファサファイア』
● 『ポケットモンスター サン・ムーン』
● 『ポケットモンスター ウルトラサン・

ウルトラムーン』

。んせまきではとこるけ
ずあ、はンモケポるあが題問にターデ



。すまりなくなきでがとこすだきひで
』 アイァフサァフルア・ービルガメ

オ・Y・Xータスンモトッケポ『降以
れそ、はンモケポたっ行てれ連に』ン
ームラトルウ・ンサラトルウ・ンーム
・ンサ ータスンモトッケポ『もで度一

。んせまきではとこく行てれ連に
』Y・X ータスンモトッケポ『はンモ

ケポつ持をざわの定特、やンモケポの
部一るす場登に』アイァフサァフルア
・ービルガメオ ータスンモトッケポ『



6 利用券の購入

利用券の購入方法

利用券の有効期限

利用券は、購入と同時に有効となりま
す。期間の残り日数がある状態で利用券
を購入した場合は、残り日数に購入した
期間が足されます。
●利用券の価格は、購入画面でご確認頂

けます。
●利用券を購入するには、ニンテンドー

eショップに残高を追加する必要があ
ります。

●利用券の期限が切れた場合は、残高が
あっても自動的に利用期限が延長され
ることはありません。延長するには、
再度利用券の購入が必要です。

利用券の有効期限
14日をきると、
用券を購入するか
認されます。利用
は、以下の手順で
入できます。

インターネットに接続してソフトからニ
ンテンドーeショップに行き、利用券を
有料で購入することができます。利用券
を購入すると、『ポケモンバンク』を利
用できます。

）料有（るす入購を券用利

購
券
確
利
が



● 操作手順
❶ 右の画面で「購

する」を選ぶと
購入確認画面に
すみます

❷ 画面の案内に従って購入します。
※事前に「法令に基づく表示」をご確認

ください。

●利用券の購入日などの情報は、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。

●購入した利用券の返品・返金・交換は
できません。

●この利用券は、『ポケモンバンク』
『ポケムーバー』で利用できます。

利用券の購入に関するご注意

●利用券は、購入時の『ポケモンバン
ク』だけで使用することができます。
ニンテンドーネットワークIDが異なる
と、使えなくなります。

。
す
、

入



利用券を購入するには、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、次の画面が
表示されます。｢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、下記のいずれかが
必要です。

●ニンテンドープリペイドカード
●ニンテンドープリペイド番号
●クレジットカード
※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 メニューについて

メニュー画面では
『ポケモンバンク
を使ったり、『ポ
ムーバー』をダウ
ロードすることが
きます。「サポー
ばんごうのかくにん」は、サポートが必
要な場合に使います。

作操のーュニメ

ト
で
ン
ケ
』
、

。い
さだくみ読おを書明説子電の』ーバ
ームケポ『、はていつに』ーバームケ
ポ『。すでトフソるきでがとこるす送
転へ』クンバンモケポ『をンモケポの
どな』２トイワホ・２クッラブ・トイ
ワホ・クッラブータスンモトッケポ『

ていつに』ーバームケポ『



8 操作方法

基本操作

ポケモンの位置を入れかえる

❷ 位置を入れかえた
ポケモンを選び移
させたいポケモン
上にかさねます

を押し に変えま
す。

ボタン操作またはタッチで操作します。

作操のーュニメ

を、 ❶

。
の
動
い

く書をトーポレ

る見をんらちい

作操のスクッボ

るめや

定決

チッタ力入の字文

動移をで/ぶ選

チッタ/定決

チッタ/るめや

チッタ//ぶ選



一度にたくさんのポケモンを移
動させる

❷ ポケモンの
を合わせ、で
動させたいポケ
ンを囲み決定し
す

を押し に変えま
す。

※ 移動させたい場所に空きスペースが
無いと動かすことはできません。

❸ 決定すると位置が
れかわります

❸ 移動させたい場所にでポケモンを
移動させて決定すると移動します。

。んせまりなにド
ーモプーリス、はで外以面画ルトイタ

。
入

を、 ❶

。
ま
モ
移

に上



9 あずける・ひきだす

画面の見かた

上画面がインターネット上の自分専用の
ボックスです。下画面は、今から操作し
ようとしている対応ソフトのボックスで
す。

インターネットに接続すると、『ポケモ
ンバンク』にポケモンをあずけたり、ひ
きだすことができます。

グループをきりかえたり、100個あるボ
ックスを10個のグループに登録するこ
とができます。また、なまえをかえるこ
ともできます。

 ポケモンバンク』のグループ

❻
❼

❺
❹

❸
❷

❶

『❶

）信
通トッネータンイ（すだ
きひ・るけずあをンモケポ



 ポケモンバンク』にあずけてい
るポケモン

左右できりかえることができます。

 現在使用中のソフトのボックス

で選ぶことができます。

 ボックスの中のポケモン

左右でボックスをきりかえたり、なま
えをかえることができます。「てんそう
ボックス」には、『ポケムーバー』で転
送したポケモンが表示されます。
※ 「てんそうボックス」にポケモンを移

動させることはできません。

 ポケモンバンク』のボックス

「いちらん」では、ポケモンの名前や性
別、タイプなどから、表示するポケモン
をしぼりこむことができます。「ずか
ん」では『ポケモンバンク』の全国図鑑
を見ることができます。

 メニュー

レポートを書いてタイトル画面に戻りま
す。

 レポート❼

❻

『❷

❺

❹

『❸



10 データのセーブ（保存）

を押すとレポートに記録します。記録
が終わるとタイトル画面に戻ります。

。いさだ
くてしおなし録記にトーポレ、し動起
を』クンバンモケポ『でトフソ応対じ
同、度一うも。すまりあが性能可いな
いてきでに常正が信送のターデ、は合
場るれさ示表がジーセッメるな異。い
さだくてし認確をとこるいて出がジ
ーセッメういと」たしまし うょりう
ゅし にうょじいせ がんしうそ のター
デ「ず必、はとあたし録記にトーポレ

。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 ●

く書をトーポレ



11 Q&A

A：対応ソフトでシナリオを進め、ポケ
モン図鑑を入手していただく必要が
あります。

Q：『ポケモンバンク』はダウンロード
後にすぐに遊べますか？

Q：ポケモンにきのみやどうぐを持たせ
たまま『ポケモンバンク』にあずけ
ることはできますか？

A：いいえ、できません。事前にゲーム
内でどうぐなどをあずけるなどして
おいてください。ポケモンにきのみ
やどうぐをもたせたまま『ポケモン
バンク』にあずけると、きのみやど
うぐはゲーム内のバッグの中に送り
戻されます。バッグがいっぱいの場
合は、きのみやどうぐは消えます。

A：あずけていたポケモンをひきだすこ
とはできます。新たにポケモンをあ
ずけることはできなくなります。

Q：利用期間を過ぎると、あずけていた
ポケモンはどうなりますか？

Q：『ポケモンバンク』からポケモンを
ひきだそうとすると、「このばしょ
には いどうできません」と表示さ
れてしまいます。

A：一度でも『ポケットモンスター サン
・ムーン・ウルトラサン・ウルトラ
ムーン』に連れて行ったポケモンは、
それ以降『ポケットモンスターX・Y

・オメガルビー・アルファサファイ
ア 』でひきだすことができなくなり
ます。



Q：ポケモンをあずけようとすると、
「ロックされているので いどうでき
ません」と表示されてしまいます。

A：『ポケットモンスター サン・ムーン
・ウルトラサン・ウルトラムーン』
でバトルチームにロックされている
ポケモンは、『ポケモンバンク』へ
あずけたり、移動したりすることが
できなくなります。『ポケットモン
スター サン・ムーン・ウルトラサン
・ウルトラムーン』で参加中の大会
を終了させると、ロックが解除され、
移動できるようになります。

/knabnomekop
/xe/pj.oc.nomekop.www//:ptth

。いさだ
く認確ごをLRUの下以、は報情いし詳

報情るす関に』クンバンモケポ『



12 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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