
バッジとれ～るセンター

1 ご使用になる前に

準備する

2 ユーザーコンテンツについて

3 インターネットでできること

4 保護者の方へ

5 購入に関するご注意

はじめに

6 どんなゲーム？

7 ゲームをはじめる

8 データのセーブ

遊びかた

9 バッジをゲットする（有料）

10 テーマをゲットする

11 残高を追加する（有料）



12 おたよりサービス／モニター登録

Q&A

13 バッジキャッチャー Q&A

14 バッジ Q＆A

15 Miiverse Q&A

16 システム Q&A

困ったときは

17 お問い合わせ先



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。

©2014 Nintendo
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。

CTR-N-JWVJ-03

本ソフトウェアではDynaFontを使用して
います｡DynaFontは、DynaComware
Taiwan Inc.の登録商標です。
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。

要重
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。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 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。



3 インターネットでできること

※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。

このソフトは、インターネットに接続して
遊びます。インターネットに接続した状態
でソフトをはじめてください。

●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
⺬板などで、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。

インターネットに関するご注意

。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

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
「バッジキャッチャー お支払いプレイ」
の購入を制限できます。

●Miiverseの使用
「投稿のみ制限する｣で「イチオシ!
Miiverse広場」での投稿を制限でき、

「投稿・閲覧を制限する」で投稿と閲覧
を制限できます。

※任天堂が選んだイチオシの投稿写真は閲
覧できます。



5 購入に関するご注意

●1ヶ月に1万円まで購入できます。

このソフトでは「バッジキャッチャー お
支払いプレイ」を購入して、バッジキャッ
チャーをプレイすることができます。

購入に関するご注意

●購入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。

●「バッジキャッチャー お支払いプレイ」
は、ゲーム内の演出のために用いられる
ものであり、ゲーム内の演出上の表現及
び効果を発生させるためにのみ使用する
ことができます。また、任天堂が提供す
る特定の商品またはサービスと交換でき
る金銭的な価値を有するものではありま
せん。

●「バッジキャッチャー お支払いプレイ」
は現状のままで、任天堂の定める条件に
したがって提供されるものであり、お客
様は購入時点で許諾された以外の権利を
有しません。

●「バッジキャッチャー お支払いプレイ」
の返品、交換、譲渡や質入れ等の処分、
購入のキャンセルや返金等の請求はでき
ません。



6 どんなゲーム？

テーマでHOMEメニューをきせかえて、
壁紙［かべがみ］のデザインなどを変え
ることができます。

HOMEメニューのソフトアイコンをなら
べるところにバッジをおいて、HOMEメ
ニューをデコる（かざる）ことができま
す。

!す
っもかる入に手もマーテた
っ合にジッバ、とあ !すっ
るきでトッゲがジッバるコ
デをーュニメEMOHの体本

とこるきででジッバ

とこるきででマーテ



7 ゲームをはじめる

ホールで行きたい場所を選びます。

。すま
れら見が録記のジッバ
たしトッゲにでまれこ

ン
ョシクレコ

）01→(。すまきでりた
っ取け受をマーテ、り
たしクッェチをンーペ
ンャキるす関にマーテ

プッ
ョシマーテ

。すまきでりた
見を真写稿投のシオチ
イだん選が堂天任、り
たし]うこうと[稿投を
真写のーュニメEMOH

たっざかをジッバ

場
広esreviiM
!シオチイ

！？もかる出がり
た当にまた。すまきで
が習練のーャチッャキ
ジッバで料無、回1日1

ーャチッャ
キ習練!き

つりた当

）9
→（。すまきでがムー
ゲるすトッゲをジッバ

ーャチッ
ャキジッバ



。にここずえあり
と、はきといならかわ
。すまきでりたえ変を

定設、りたい聞を明説

ンョシー
メォフンイ



8 データのセーブ

バッジキャッチャーのプレイ中は、本体
の電源［でんげん］をぜったいに切らな
いでください。プレイ中に電源が切れる
と、残りのプレイ数やそのときゲットし
たバッジがなくなります。

意注ごるす関にブーセ

。すまれさ）存保（ブーセで動自、にど
なとあたしイレプをーャチッャキジッバ

。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●



9 バッジをゲットする（有料）

バッジはSDカードに保存されます。
バッジは、この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。
ニンテンドーネットワークIDの消去を
行うと、持っているバッジがすべて消
去されます。再ダウンロードはできま
せん。

5. バッジキャッチャーをプレイします。

1. ホールで「バッジキャッチャー」を選
びます。

4. もう一度｢購入する｣を選びます。

※ 事前に｢法令に基づく表⺬｣を確認して
ください。

3.｢購入する｣を選びます。
2. を押します。

。すまきでトッゲをジッバてし
イレプをーャチッャキジッバ、とう買を
」イレプい払支お ーャチッャキジッバ「

順手作操

意注ごるす関にジッバ



10 テーマをゲットする

ホールにあるテーマショップに行くと、
プレゼント中のテーマをチェックしたり、
プレゼントされたテーマを受け取ったり
できます。

一度手に入れたテーマは、HOMEメニ
ュー  から行け テーマショ
ップの「購入済みのテーマ」で確認で
きます。消去しても無料で再ダウンロ
ードできます。

テーマは、SDカードに保存されます。
テーマは、この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。

※ 配信を中止または終了されたテーマは
再ダウンロードできなくなることがあ
ります。

期限を過ぎると受け取れなくなりま
す。

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。

る の

プッョシマーテ

。すまりあ
がとこるえらもてしとトンゼレプをマー
テ、とるすイレプをーャチッャキジッバ

意注ごるす関にマーテ



11 残高を追加する（有料）

残高を追加するには、ニンテンドープリ
ペイドカードやクレジットカードなどが
必要です。
※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。

ください。
てし加追を高残、てしチッタを｣加追の高
残｢で面画たれさ⺬表、は合場いなり足が
高残。すで要必が高残の分額金入購にプ
ッョシeードンテンニ、はにるす入購を
」イレプい払支お ーャチッャキジッバ「



12 おたよりサービス／モニター登録

はじめて遊ぶときに、質問に答えて登録
します。
※｢インフォメーション｣で｢そのほかの設

定｣を選び、「おたよりサービス」また
は「モニター登録」を選んでも登録で
きます。やめるときは「うけとらない」
または「登録しない」を選びます。

おたよりサービス／モニター登録
を利用する

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ます。

※おしらせは、HOMEメニュー で見
ることができます。

新情報や無料プレイなどのおしらせを受
け取る「おたよりサービス」や、自分の
プレイ記録を任天堂に送る「モニター登
録」が利用できます。

の

ーリス、もできといないでん遊をムーゲ

）信通に間のつい（
録登ータニモ／スビーサりよたお



13 バッジキャッチャー Q&A

けて、クレーンを動かします。ボタンを
はなすとクレーンが止まり、アームが自
動で動きます。

練習するとコツをつかめるかも。練習キ
ャッチャーは、1日1回無料で遊べます。

1プレイごとに/で台を変えられます。

下画面にいるウサギのバイトをタッチし
て「バッジならべ直し」を選ぶと、バッ
ジの位置を元にもどせます。ゲットした
バッジもまたならびます。

？のるせどもに元、は置
位のジッバのーャチッャキジッバ

？のるれらえ変で］うゅちと［
中途は台のーャチッャキジッバ

？はにむ
かつをツコのーャチッャキジッバ

？の）ぶ遊（るすイレプ
てっやうどはーャチッャキジッバ

続し押をンタボい色黄の面画下はたま



バッジキャッチャーをしばらくプレイす
ると、一度に買えるプレイ回数を増やし
たり減らしたりすることができます。プ
レイ前に下画面にいるウサギのバイトを
タッチして、「プレイ数をかえる」を選
びます。

本体設定の「データ管理」で「追加デー
タ管理」を選び、本ソフトの追加データ
を消去してください。もう一度ソフトを
はじめると、更新されます。
※ 追加データを消去しても、すでにゲッ

トしたバッジは消えません。

？はきと
いないてれさ］んしうこ［新更に
から明が台のーャチッャキジッバ

？
のいなきでイレプんさくたてけ続

!すっるべそあと
っょちで料無がーャチッャ
キジッバ……とるめつあ枚
01をじくレズハ、かく引を
りた当でーャチッャキ習練



14 バッジ Q＆A

かざったバッジをタッチすると、動かし
たり、もどしたりできます。

形をしていることが多いです。

HOMEメニュー  で バッジ
をかざる」を選びます。

インフォメーションで「質問したい」→
「ほかのこと」→「バッジがおかしい」を
選ぶと、ゲットしたバッジをバッジケー
スに正しく出し直すことができます。

……どけだんいなにスーケジ
ッバ、がジッバのずはたしトッゲ

？はにる
すりたしども、りたっざかをジッ
バ、にきといないでん遊をトフソ

「、 の

？てっジッバるきで動起がトフソ

なうよじ同と）どな（ンコイアトフソ
。すでジッバるれらめじはをトフソの定特

？の
いなせどもはジッバたっざか度一



インフォメーションで「バッジケースの
設定」→「バッジのいれかえ」を選ぶと、
バッジケースに出すバッジを選ぶことが
できます。1000種類までのバッジ、ま
たは100種類までのカテゴリのバッジを
選べます。

？はにす出にスー
ケジッバ、けだジッバいたりざか

!すっもか
るす場登たまも台たし了終
!すっるわかれいでトーデプ

ッアはジッバるきでトッゲ



15 Miiverse Q&A

んのMii、コメントを投稿できます。

HOMEボタンでHOMEメニューを開
き、を押しながらを押すと、下画面
の写真をとることができます。

SDカードに保存され、『ニンテンドー
3DSカメラ』やパソコンなどで見ること
ができます。

HOMEメニューの写真を『ニンテンドー
3DSカメラ』やパソコンなどで削除［さ
くじょ］したり、編集［へんしゅう］し
たりすると、選べなくなります。

……どけだんたっな
くなべ選が真写のーュニメEMOH

？のるれさ存
保にこどは真写のーュニメEMOH

？はにるとを
）面画下（真写のーュニメEMOH

？のるきで
］うこうと［稿投が何はにesreviiM

ぶじと）面画下（真写のーュニメEMOH

!すっるくつを
ーュニメEMOHツア激てせ
わ合み組をマーテとジッバ



16 システム Q&A

れていることが案内されたら、通信の安
定した場所に移動したり、時間をおいた
りしてもう一度試してください。

ソフトを消しても、すでにゲットしたバ
ッジは消えません。ソフトは、ニンテン
ドーeショップでまたダウンロードできま
す。

※ バッジキャッチャーのプレイ中に接続
が切れても、ソフトを終了させないか
ぎり、残りのプレイ数やゲットしたバ
ッジはなくなりません。

午前4時にきりかわります。月のきりか
わりは、1日の午前4時です。

？のるわかりきついは付日

……どけだ
んたっゃちし消をトフソりかっう

？らたれ切が］くぞつせ［続接の
トッネータンイにきとるいでん遊

切が続接のトッネータンイで中のトフソ



1ヶ月（その月の1日～末日）に1万円ま
でです。

バッジキャッチャーの無料プレイがもら
えるコードです。1つのコードは1回だけ
使えます。バッジキャッチャーで下画面
にいるウサギのバイトをタッチして、

「無料プレイコード入力」を選んで入力し
ます。
※ 入力するときは、0［ゼロ］とO［オ

ー］のちがいにご注意ください。

？てっドーコイレプ料無

？のるえ使でま
らくい、はでーャチッャキジッバ



17 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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