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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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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。

本ソフトウェアでは、フォントワークス株
式会社のフォントまたは同社のフォントを
改変したフォントを使用しています。

「QRコードリーダ」は株式会社アイエスピ
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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、Newニン
テンドー3DS／Newニンテンドー3DS
LLの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(http://
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

●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。

インターネットに関するご注意

※Miiverseを利用するには、あらかじめ
Miiverseの初期設定を行う必要がありま
す。

※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。

このソフトでは、インターネットに接続し
て、以下のことがお楽しみいただけます。

●おへやこうかん（→25）
●コンテストの参加・閲覧（→27）
●アイテムの購入（→32）

。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。

●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。
●ニンテンドーeショップ等での商品やサ

ービスの購入
アイテムの購入を制限できます。

●写真や画像・音声・動画・長文テキスト
の送受信
コンテストの参加・閲覧、ローカルプレ
イでのりょこう、すれちがい通信でのプ
ロフィールのこうかんやおへやこうか
ん、インターネット通信でのおへやこう
かんを制限できます。

●他のユーザーとのインターネット通信
コンテストの参加・閲覧、インターネッ
ト通信でのおへやこうかんを制限できま
す。

●Miiverseの使用
「投稿のみ制限する」で、コンテストの
参加を制限できます。

「投稿・閲覧を制限する」でコンテスト
の参加・閲覧を制限できます。

●他のユーザーとのすれちがい通信
すれちがい通信でのプロフィールのこう
かん、おへやこうかんを制限できます。



6 どんなゲーム？

あなたがやってきたのは、ルミナスタウ
ンと呼ばれる街。服や小物をあつかうシ
ョップの店長さんになり、街をオシャレ
でいっぱいにしていきます。

おきにいりの家具や小物を置いて、あな
ただけのおへやがつくれます。通信プレ
イを使って、みんなとこうかんもできま
す。

店長さんのほかに、美容師やメイクアッ
プアーティスト、デザイナーのお仕事も
できるようになります。モデルとして、
ファッションショーに出ることも⋯⋯!?

！もンイザデやクイメアヘ

んかうこをやへおでなんみ



7 操作方法

ほとんどの操作は、タッチペンまたはボ
タンでできます。
※ どちらかでのみできる操作もありま

す。

スマホを使う 

フォトさつえい 

さつえい位置を変える ／

会話を進める 

決定 

次に進

キャンセル 

項目の切り替え ／

カーソ 表示・移動 

作操のどな中デーコ

作操のかほのそ

作操のーュニメ

のル

む



かいてん ・

オーダーシート（→12）
を見る 

ズーム ・



8 ゲームのはじめかた

初回は「はじめからあそぶ」、2回目か
らは「つづきからあそぶ」を選びます。

「データかんり」「いつの間に通信」
「ムービーさいせい」が選べます。

インターネット通信を使って、新しいア
イテムを追加できます。（→32）

※ ゲームを進めると、選べる項目が増
えます。

加追ムテイア

他のそ

。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
こるれふ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 ●

意注ご

。すまりあがとこいなし生発
に的時一がトンベイるいてし動連
、とるす更変を刻時や付日の体本
。すまいてし動連と間時の体本は

トンベイ、服のちた人の街や節季 ●
。すまきで

がとこるえ変で）22→（ルー
ィフロプ、とるめ進をムーゲ ※ 





9 データのセーブ（保存）と消去

をタッチ、またはでスマホが使え
ます。「セーブ」を選ぶと、進行状況を
セーブできます。
※ おへやをつくったときは、セーブす

るか質問されます。

以下のデータは、SDカードへ自動的に
セーブされます。
● さつえいしたフォト
● 受け取ったおしらせやポスター
● 追加したアイテム

タイトル画面の「その他」→「データか
んり」→「データをけす」の順に選ぶ
と、進行状況を消せます。
※ 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。

すけをターデ

ブーセのへドーカDS

るすブーセ



。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●



10 ルミナスタウン

舞台となる街です。街をオシャレで満た
していくと、お店などが増えていきま
す。

人にタッチして「
えをかける」を選
と、話せます

前に接客したことがあり、お店
に来てくれそうなお客さまです。

おへやのレンタル（→21）を希
望しています。

ミニチュアなどのアイテムをく
れたり、おでかけにさそってく
れるなど、何かいいことがあり
ます。

新色のヒントを教えてくれます。
（→15）

重要なイベントが起こります。

特別なお仕事の人

。
ぶ
こ

るけかを声



うらない師のツクヨです。質問
に答えると⋯⋯!?

美容師のユズや、メイクアップ
アーティストのロウラです。

カラーコーディネーターのアカ
リです。（→15）



11 マイショップ

あなたのお店です。オシャレになりたい
お客さまがたくさんやってきます。

声をかけると、接客できます。

マネキンのコーデが気になってい
ます。

2F
マイブランドのデザイ
ン（→19）ができま
す。

おみせのこと
BGM・インテリア・
マネキンのコーデなど
を変えます。

とこるきでにかほのそ

まさ客おるいに外2

まさ客おの内店1

2

1



。いさ
だく覧ごを書明説扱取の体本はく
しわく、ていつにトスリドンレフ ※

。すまりなに姿のータク
ラャキ性女、たしにルデモをiiM ※

。す
まりあがとこるくにび遊てしとまさ
客お、がiiMの』オジタスiiM『やち
だ友るいてし録登にトスリドンレフ

まさ客おのiiM



12 お客さまをコーデ

イメージや予算に合わせて、おすすめの
アイテムを選びます。

表示されるアイテムを切り替えま
す。

をスライド、また をタッ
チで動かせます。

は

ーバルーロクス3

プイタ1

ムテイア2

54

2

1

3



を複数つけると、条件を追
加できます。

イメージや色など、条件に合うア
イテムを探します。

お客さまの注文を確認したり、お
断りしたりします。

方法は2種類あります。

※ 注文と違っても、買ってくれること
があります。

自信を持っておすすめします。好みに合
うと、とても喜んでもらえます。

見てもらって感想を聞きます。注文と違
っても、3回までチャンスがあります。

？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

トーシーダーオ5

。すませ
消を件条、とる
すチッタをし出
き引たいつの

す消を件条

 ※

すがさをムテイア4





13 お洋服のいろいろなイメージ

お客さまごとに、好きなイメージはいろ
いろです。以下を参考にしてください。

明るくカラフル、元気な印
になります

和風など、アジアを感じる
ザインです

シンプルで、どんなアイテ
ともよく合います

女の子らしくかわいいテイ
トです

カラフルな色使いが個性的
す。

で

ケイサ

。
ス

ーリーガ

。
ム

クッシーベ

。
デ

ンアジア

。
象

プッポ



ナチュラルで情熱的、異国
風を感じます

黒を基調にした、貴族風フ
ッションです

動きやすく、さわやかな印
になります

レースやフリルに包まれ
あまいデザインです

カッコよくセクシーなスタ
ルです

革や金具がアクセント。と
ったカッコよさがあります。

が

クッロ

。
イ

ルーク

。
、た

ターリロ

。
象

ィテーポス

。
ァ

クッシゴ

。
の

クッニスエ



大人っぽく洗練されてい
高級感があります

女性らしさと優しさを引き
てるデザインです

カチッとした、優等生的な
わいさが光ります。

か

ーピッレプ

。
立

ンニミェフ

。
、て

ブレセ



14 マイルーム

あなたのおへやです。着替えやメイクな
どができます。

を選ぶと、セーブしてタイトル
画面に戻ります。

クローゼットにある服に着替えます。

おきにい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。

→「とうろく」の順に選びます。

方法は2種類あります。

こだわり バランスを見ながら、
1つずつメイクします。

かんたん
メイクセット（→18）
を使って、まとめてメ
イクします。

クイメ

帳デーコ

えがき

 ※



※ 自分でデザインしたアイテムは、マイ
ショップの2Fにあるアトリエで確認
できます。

ほかの人がデザインしたアイテムの整理
ができます。

。すまきでがとこう買をデーコの
そ、はきとたっあが）42→（ンキ
ネマアュチニミにやへおの人のかほ

スクッボンイザデ



15 スマホ

をタッチ、またはでスマホが使え
ます。

進行状況をセーブします。

さつえいしたフォトを見ます。

街の人にさそわれると、予定が追加され
ます。

などでページが切り替わります。

街の人から届いたメールを見ます。

出会った人のデータを見ます。
はすれちがい通信で出会った人や、

Miiのお客さまです。

トッレパーラカ

フロプのなんみ

 ※

ルーメ

ルーュジケス

 ※

ムバルア

ブーセ



見つけた色や、ま
見つけていない色
名前を確認できま

通信プレイができます。

コンテスト
コンテストを見た
り、参加したりし
ます。（→27）

りょこう 近くの友だちと遊
びます。（→26）

おへやこうかん
遠くの人とおへや
をこうかんします。

（→25）

ARカードを使ってフォトをとります。
アイコンを選ぶと調節できます。

トォフRA

んしうつ

？もかるえ増が色るべ選
でアヘやクイメ、とるせ
見をトォフ。すまいがリ
カアのーターネィデーコ
ーラカ、はに園公りどみ

うそがさを色新

。す
の
だ



amiiboを読みこむと、お客さまがやって
きます。（→20）

この電子説明書を見ます。

先輩店長ミキさんの用語集、
「ミキペディア」を見ます。

ポーズ

立ち位置

キャラクター

とこるきでにかほのそ

obiima

。いさだく覧ごを書明説子
電の』ズムーゲRA『、は
くしわく。すでドーカるい
てっ入にょしっいと体本ズ
ーリシSD3ードンテンニ

？はとドーカRA



16 商品の仕入れ

ドレスアップスクエアの展示会に行く
と、商品の仕入れができます。商品は日
替わりです。

ブランドにタッチ
ると、訪問できま

などでフロアが切り替わります。

❶ 仕入れたいアイ
ム の順に
ッチして、カゴ
入れます

マイルームに同じものがありま
す。

カゴに入っています。

お店に在庫があります。

❷ 一通り選んだら をタッチしま
す。

、

。
に
タ→
テ

たかれ入仕

 ※

会示展

。す
す



で数を
節し をタ
チします

 ※ カゴから出したいときは、アイテ
ム の順にタッチします。

。すまりなにうよるべ選
、にきとるえ替着で面場なろいろい
。すまえらもに用分自がムテイアじ同

とるれ入仕を品商

→

。
ッ、
調 ❸



17 ファッションショー

ドレスアップスクエアには、アリーナも
あります。観客を集めると、ファッショ
ンショーが開けます。

満席になると
べます。テー
に合わせたコ
デで、ステー
を歩きます

テーマを確認したり、変えたりできま
す。

。すまりなにうよるべ選ろいろい
が場会やマーテ、とるめ進をムーゲ

ぶらえをマーテ

。
ジ
ー
マ
選

くらひをーョシンョシッァフ

ナーリア

。す
まきいてっまうが席座てれくてっ持
を味興にーョシ、とるれば喜にまさ
客お。すでトンイポが事仕おの々日

？はにるめ集を客観



座席のうまり具合を確認します。

好きな会場を選べます。

ぶらえを場会

るみを表席座



18 いろいろなお仕事

ゲームを進めると、店長さんのほかにも
いろいろなお仕事ができるようになりま
す。

お客さまの希望を聞いて、服や小物をコ
ーデします。

お客さまの希
を聞いて、カ
ト＆カラーをし
す

師容美

。
ま
ッ
望

長店プッョシ

。すまきいてえ増も
色るべ選でクイメやアヘ、とるえ増
が色新の）51→（トッレパーラカ

ていつに色るべ選



→「メモ」の順に選ぶと、ヒン
トを見ることができます。

なりたい顔に
づけるように
道具を選んで
イクします

ファッション
ーに出たり、
仕事を受けて
スターをさつ
いしたりしま

ルデモ

。す
え
ポ
お
ョシ

トスィテーアプッアクイメ

。
メ
、
近

 ※

？もかるれ
くてっくつをトッセクイ
メいし新。うょしまみて
せ見にウロタるいにンロ
サクイメ、らたっらもを
ムテイアな別特に人の街

トッセクイメいし新



服や小物をデザインします。いろいろな
ブランドとコラボしたり、あなたのセン
スでデザインしたりできます。

ーナイザデ



19 マイブランドのデザイン

デザイナーの
仕事は、マイ
ョップの2Fに
るアトリエで
います

ブランドからの注文に合わせて、新しい
アイテムをデザインします。

あなたのセンスでデザインします。デザ
インしたアイテムは、マイルームで着替
えることができます。

デザインしたアイテムの整理ができま
す。

スクッボンイザデイマ

ンイザデーリフ

。す
まれさ荷入数定限に店おがムテ
イアたしンイザデ、とる出がKO ●

。すまきでが
とこるけ受でジンウラーナイザデ
のアエクスプッアスレド、は文注 ●

くかをムレブンエ

い願おのなんみ

。
行
あ
シ
お



マイブランドのマークを描きます。描き
直しは何度でもできますが、つくってお
けるのは1種類です。

エンブレム全体のトーン（色調）

：丸を描く
：線を引く

：四角を描く

：すべてぬりつぶす
：色を流しこむ

：ペンの太さを変える
いろいろなツールが使えます。

マス目を表示します。

で1つ前に戻すことをキャ
ンセルできます。

1つ前に戻します。

エンブレムの形を変えます。

※ 描き直すと、これまでにつけたエン
ブレムも変更されます。

2

1
4

3

 ※

るえ変をンート4

トッレパ3

るす大拡2

ンコイア集編1



を変えることができます。

❶ つくりたいアイテム→柄→色などの
順に選びます。

❸ アイテム名を入力します。「フリー
デザイン」の場合はエンブレムをつ
けたり、値段を決めたりできます。

柄の種類

服のベースの色

柄の色

布地の色

アイテムの形

❷ アイコンをタッ
すると、以下の
目を変えること
できます。

が
項
チ

たかしのンイザデ



20 amiiboを使う

amiiboを読みこむと、お客さまがやって
きて特別なアイテムをくれることがあり
ます。

❶ スマホの「amiibo」を選びます。
❷ amiiboを読みこみます。
❸ お店に、Miiのお客さまがやってきま

す。
❹ 接客して喜ばれると、お客さまの身

につけているアイテムがもらえます。

※ 対応するamiiboについては、任天堂
ホームページ(http: / /www.
nintendo.co.jp/amiibo/) をご覧く
ださい。

※ このソフトでは、amiiboにデータを
書きこみません。ほかのソフトのデ
ータが書きこまれているamiiboでも、
書きこまれているデータを消さずに
遊ぶことができます。

。すでiiM
るいてれさ録登に報情ーナーオ
obiima、はまさ客おるくてっや ●

。すまりあがとこるえらもをム
テイアのい違色、とぶ遊も回何 ●

れ流の店来





21 わがままショールーム

おきにいりのおへやをつくって、ショー
ルームにできる場所です。街の人が遊び
に来てくれるほか、通信プレイでおへや
をこうかんできます。

おへやをつくるなど、ショールー
ム全体の管理ができます。

おへやへ遊びに行きます。
※ レンタル中の人がいると

が表示されます。

以下のおへや
は、好きな家
や小物を買う
とができます

2

1

るすを物い買お

。
こ
具
で

とこるきででムールーョシ

、

やへおのなんみ2

）22→（やべらうねや1



● ミキさんのおへや
● 通信プレイでほかの人からもらった

おへや（→25）

フォトスタジ
の「フリーさ
えい」では、
きなおへやで
ォトがとれます

ステキなおへやがつくれると、お客さま
に少しの間貸してほしいとお願いされる
ことがあります。OKすると、あとでレ
ンタル料がもらえます。

ルタンレにまさ客お

。
フ
好
つ
オ

いえつさでやへお



22 やねうらべや

おへやを新しくつくったり、もらったお
へやを置いてかざったりできます。

これまでにつくっ
おへやなどが入っ
います。タッチす
と設定ができます

※ レンタル中の人がいると
が表示されます。いなくなる
と、もようがえができます。

、

2

1

。
る
て
た

スクッボやへお

アュチニミ

やへおるいてっざか2

やべき空1



外装を変えます。

おへやの数を変えます。

すれちがい通信で
られます。「なお
を選ぶと、修正で
ます

※ 一部、修正できない項目もあります。

おきにいりのおへや

通信プレイなどでもらったおへ
や

すれちがい通信で、ほかの人に
プレゼントするおへや
※ おへやはなくなりません。

かざっているおへや

。
き
」す

送

ずかのやへ

うそいが

ルーィフロプ



23 もようがえ画面

かべやゆかなどの置きたい場所に、家具
や小物などのミニチュアを置いていきま
す。

のところに、いろいろなもの
を置けます。

のところに、窓や照明などを取
りつけることができます。

3

1

2

べか2

かゆ1



のいずれかをタッチした
ときも、取り出せます。

持っているミニチュアを取り出せ
ます。

。すまきでがとこるはに
べかはータスポアュチニミ。すまき
でがとこるくつをータスポアュチニ
ミらかトォフたしいえつさ、で」り
くづータスポ「の房工アュチニミ

ータスポアュチニミ

 ※

スクッボムテイア3



24 もようがえのしかた

のいずれ
をタッチします

❷ 置きたいミニチ
ア→「OK」の
にタッチします

が表示
れたら、置きた
場所までスライ
して「おく」を
ッチします

。すまりあ
ものもるあが要必るけ空をまきす
、はきとるべ並にりなとをと ●

。すまきでがとこくおてけよをア
ュチニミ、とるすドイラスでま ●

。すま
け付片、とるすドイラスでま ●

。すまりわ変がき向
で／はたま、チッタを ●

ツコのきとくお

。
タ
ド
い
さか ❸

。
順
ュ

。
か ❶

くおをのも



→「こ
の」の順にタッ
します

→置きたい
ニチュア→「O
の順にタッチし
す

ハンガーやトルソーには、服をかけるこ
とができます。手順は「こものをおく」
と同じです。

テーブルなど特定のミニチュアには、小
物を置けます。

。すまきで
がとこうらもてっ買をム
テイアになんみ、てじ通
をイレプ信通。すでンキ
ネマな別特、るきでがと
こるせ着をムテイアたし
ンイザデや服るいてっ持

ンキネマアュチニミ

るけかを服

。
ま
」K

ミ ❷

。
チ
もか ❶

くおをのもこ





25 おへやこうかん

インターネットに接続すると、遠くはな
れた人とおへやをこうかんできます。ス
マホの「つうしん」→「おへやこうか
ん」の順に選びます。

つくったおへやをインターネット上にア
ップロードして、ほかの人に紹介しま
す。
❶ おへやを選び、確認したら「OK」を

選びます。
❷ アップロードされて、おへやアドレ

スが表示されます。

りとけうやへお

。すませ直
しドーロプッアもで度何はやへお ※

。すまきで認確
もで」くろうとンイランオ「の
）22→（ルーィフロプ。すでつ1

きつに台1体本はスレドアやへお ※
。すまえらもてしドーロンウダを

やへお、とるげあてえ教に人のかほ

スレドアやへお

介紹やへお

）信通トッ
ネータンイ（んかうこやへお



ほかの人のおへやをもらいます。あらか
じめ、相手のおへやアドレスを聞いてお
く必要があります。
❶ おへやアドレスを入力し、確認した

ら「はい」を選びます。
❷ おへやボックス（→22）に、もらっ

たおへやが送られます。

「おへや紹介」でインターネット上にア
ップロードしたおへやを確認したり、削
除したりできます。

やへおの中介紹

。すまきでが物い買お、とく行に
ムールーョシにとあたっざか。すま
きでがとこるざかで」アュチニミ「
のやべらうねや、はやへおたっらも

物い買おでやへおのなんみ



26 りょこう

2人分の本ソフトと本体があれば、友だ
ちとお互いの街を行き来できます。2人
でフォトをとったり、ショールームに行
ったりできます。

本体：2台
本ソフト：2本

スマホの「つうしん」→「りょこう」の
順に選びます。

❷ 「おでかけ」「お買い物」のどちらに
するか選びます。

❶ 友だちの名前が表示されたら、名前
→「OK」の順に選びます。

しょうたいする

で友だちのリストを更新できま
す。

友だちの名前→「OK」の順に選び、友
だちの操作を待ちます。

あそびにいく

 ※

順手作操

のもるす意用

）イレプルカーロ（うこょり



おでかけして
人でフォトを
ります

❷ 行き先に合わせて、コーデなどを変
えるか選びます。

❶ しょうたいした人が行き先を選びま
す。

❸ ポーズを決めて「OK」を選びます。

しょうたいした人のショールームに行っ
て、ミニチュアや服、ヘアスタイル、メ
イクセットなどのアイテムを買うことが
できます。
※ アイテムは売ってもなくなりません。

※ 友だちにアイテムをオススメするこ
ともできます。

友だちがアイテムを選んだら、値段を決
めます。そのあと、友だちが買うのを待
ちます。

人たしいたうょし

物い買お

。
と
2、

けかでお



気に入ったアイテムを選び、友だちが値
段を決めるのを待ちます。値段を見たあ
と、買うかどうか選びます。

？もかいいとるげあてしく安、ら
たいでん選をれこがちだ友。すま
び選にきといしほてしく安し少うも

！えことひうも

人たっいにびそあ



27 コンテスト

インターネットに接続すると、Miiverse
のコミュニティを通じてコンテストに参
加できます。自分で開くこともできま
す。

タッチすると、コンテストを見た
り参加したりできます。

トステンコ1

。すまび選か枚何を
トォフのりいにきお、が人たい開を
トステンコ。すまいてしうこうとを
トォフがなんみ、てせわ合にマーテ

ていつにトステンコ

2

1

3

ーュニメトステンコ

）信通
トッネータンイ（トステンコ



条件に合うコンテストを探しま
す。

コンテストを開きます。

るす催開3

すがさをトステンコ2

）数トンメコ（ ●
）数たっらもてし感共（ ●

時日たっまじは ●
前名の人たい開をトステンコ ●

マーテ ●

報情るいてれさ示表



28 コンテストをみる・さんかする

みんなのフォトが表示されます。いいな
と思うフォト を押したり、コンテ
ストに参加したりできます。

タッチすると、以下のことができ
ます。

3

2

4

1

トォフたれさうこうと2

報情のとひたし催開1

に



おきにいりに選ばれたフォトのみ
を表示します。

おへやをもらいに行きます。
※ その人がおへやを紹介して

いるときのみ表示されます。
（→25）

フォトやコメントをとうこうし
て、コンテストに参加します。
※ 手順は「コンテストをひら

く」（→29）と同じです。

で取りやめができます。

共感を表す「そうだね」を押し
ます。

最新の内容に更新できます。

るす新更3

 ※

すがさをりいにきお4



29 コンテストをひらく

テーマなどを決めてとうこうすると、新
しくコンテストを開くことができます。

コンテストのテーマです。

コメントを入力します。

開くときは以下の設定をします。
※ タイトルは必ず入力する必要があり

ます。

るす催開

3

4

2

1

。すまきでもとこ
るけつを前名のムテイアるいてけつ
に身、や）52→（スレドアやへお

。すまきでがと
こるけつ、みのにトォフたっとで
オジタストォフは前名のムテイア ※

トンメコ2

ルトイタ1



コンテストのイメージフォトをつ
けます。

タッチすると、上画面が切り替わ
ります。

コンテストを開いた人は、おきにいりの
フォトを選ぶことができます。

❶ 選びたいフォト
の順にタッ

します

❷ コメントを入力し、「OK」をタッチ
します。

たかび選

。
チ
→

ぶ選をりいにきお

認確のトンメコやトォフ4

トォフ3



30 すれちがい通信

本ソフトのすれちがい通信を登録した本
体同士が近づくと、以下のことが自動的
にできます。

おへやをつくるときに、すれちがい通信
を登録できます。わがままショールーム
→やねうらべや→おへやボックス→おへ
や→「すれちがいをする」の順に選んで
登録することもできます。

● 自分でつくったおへやとプロフィー
ルをこうかんできます。

● お客さまとして遊びにきてくれます。

※ やめるときは、「すれちがいをしな
い」を選びます。

るす録登を」信通いがちれす「

）信通いが
ちれす（るす流交と人のく近



31 いつの間に通信

ゲームを遊んでいないときでも、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ことが
できます。
※ いつの間に通信で受け取ったデータ

は、SDカードに保存されます。SD
カードはいつも本体に差し込んでおく
ことをおすすめします。

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」を選

びます。

るす用使を」信通に間のつい「

）信通に間のつい（る
取け受をータスポやせらしお



32 アイテムを追加する

インターネットに接続すると、新しいア
イテムをダウンロードすることができま
す。新しいアイテムは、無料でダウンロ
ードできるものと有料で購入できるもの
があります。

❶ タイトル画面の「アイテム追加」を
選びます。

❷ 「追加アイテム
選ぶ」を選び
す

❸ 追加するアイテム→「ダウンロード
／購入」の順に選びます。

 ※ 注意文を確認して、｢つぎへ｣を選
んでください。

❹ 「ダウンロードする／購入する」を選
びます。
 ※ 事前に｢法令に基づく表示｣を確認

してください。
 ※ 有料で購入する場合は、再度「購

。
ま
を

順手の加追

。すまりなに要必が続接ト
ッネータンイ、も合場るす加追を
ムテイアでんこみ読をドーコRQ ●

るす加追をムテイアいし新



入する」を選ぶと、ダウンロード
がはじまります。

❺ タイトル画面の「つづきからあそぶ」
を選びます。

❻ 追加アイテムを受け取ります。

● 追加したアイテムの履歴はニンテン
ドーeショップの「ご利用記録」から
見ることができます。

● 追加したアイテムの返品・返金・交
換はできません。

● 一度追加したアイテムは、消去して
も無料で再ダウンロードできます。
 ※ ｢ご利用記録の削除」またはニンテ

ンドーネットワークIDの消去を行
うと、再ダウンロードできません。

 ※ 配信を中止または終了されたソフ
トは再ダウンロードできなくなる
ことがあります。あらかじめご了
承ください。

● 追加したアイテムはSDカードに保存
されます。

● アイテムは、ダウンロード時に使用
していた本体でのみ使用できます。
ほかの本体にSDカードを差し込んで
も使用できません。

意注ごるす関に加追のムテイア



33 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･送り先

任天堂サービスセンター

IP電話からは 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)

〒611-0042 京都府宇治市小倉町神楽田56番地
任天堂サービスセンター

0570-021-010

お客様ご相談窓口

IP電話からは 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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