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1 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。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。

の



2 すれちがいMii広場とは

すれちがい通信や通信プレイで、たくさん
のMiiが集まる広場です。すれちがい通信
でMiiを集めながら楽しめるゲームもあり
ます。

。すまりなにう
よるきで用利が容内の次、とるす入購

。すでツンテンコ加追の料有
、るなくし楽にらさが場広iiMいがちれす
、は」ムアミレプ場広iiMいがちれす「

ていつ
に」ムアミレプ場広iiMいがちれす「

生再MGBので態状たじ閉を体本 ●
更変のMGBの場広 ●

)8→(略省のつさいあにらさ ●
ムールPIV ●

日生誕いがちれす ●



3 すれちがい通信でMiiを集める

はじめに画面の指⺬に従って、すれちがい
Mii広場の設定をしてください。

操作のしかたが下画面に表⺬されます。

● はじめの設定で、自分のすれちがいMii
を1人選びます。自分のすれちがいMii
は、Miiスタジオで自分で作ったMiiの中
から選べます。

すれちがい通信「する」を選んで、すれち
がいMiiを設定すると、すれちがい通信で
Miiを集められます。
※ すれちがい通信で自分のすれちがいMii

が相手に送られても、なくなることは
ありません。

ドイガ作操 ❶

❶



※ すれちがいMiiは、ほかの本体にあいさ
つなどと一緒に送られます。あいさつ
には、ほかの人が不快に感じる言葉は
使わないでください。また、コピーの
設定を「許可する」にしているMiiを自
分のすれちがいMiiに設定した場合は、
受け取った人がコピーして、さらに別
の人に送ることができます。ほかの人
に送られたMiiは、こちらから削除する
ことはできませんので、ご注意くださ
い。

● すれちがい通信で、一度に受け取れる
Miiは上限があります。いっぱいになっ
た場合は、すれちがいMii広場をはじめ
ると、受け取ったMiiが広場に保存さ
れ、またMiiを受け取れるようになりま
す。

● Miiを受け取るとMiiのニックネーム・
国や地域・最後に遊んだゲーム・すれ
ちがった日時・すれちがった回数など
が保存されます。



。いさだくでい
なし力入は葉言う思に快不が人のか
ほや報情人個、はに章文のつさいあ ※

。す
まれさ⺬表に手相が」つさいあつべこ「
、にきとたっがちれすとiiMじ同に次

。すま
きで力入を」つさいあつべこ「、でつ
さいあのとiiMたっ取け受で信通いがち
れす、とうがちれす上以回2とiiMじ同

ていつに」つさいあつべこ「



4 広場

広場では、すれちがい通信で受け取った
Miiを見たり、Miiを集めて楽しめるゲーム
をしたりできます。

十字ボタンで選んで、ボタンで決定して
ください。

集まったMiiを選ぶと、プロフィールなど
を見ることができます。また、VIPルーム
やMiiスタジオに登録したり、消したりす
ることもできます。（→7）

すれちがい通信でMiiを集めて楽しめるゲ
ームができます。広場のゲームも購入でき
ます。（→5）
下画面のアイコンをタッチしてゲームをは
じめることもできます。

あそぶ

自分のすれちがいMiiのプロフィールを確
認できます。また、すれちがいMiiを変更
したり、あいさつの言葉を編集したりでき
ます。（→6）

自分のすれちがいMiiの設定

❷

❶

ーュニメの場広 ❷

る見をiiMたっま集 ❶



ぼうし交換所
購入したゲームで手に入れたぼうしチケッ
トを、ぼうしやふきだしと交換できます。
※ 「ぼうし交換所」で交換できるぼうしや

ふきだしは、日替わりです。（本体の
「日付と時刻」の設定を変えると、交換
できるぼうしやふきだしが一時的に変
わらなくなります。）

※ ぼうしやふきだしの設定は、自分のす
れちがいMiiを選んで「Miiの設定」か
ら行えます。（→6）

すれちがい通信する/しないの切り替えな
ど、すれちがいMii広場の設定ができます。

（→8）

設定

● 集まったMiiは、すれちがいMii広場以
外のソフトで遊んだ場合も登場するこ
とがあります。（Miiスタジオでプロフ
ィールを「公開する」に設定されてい
るMiiのみ登場することがあります。）

● Miiを集めると、広場に新しいアイコン
が表⺬される場合があります。

※ 新たに受け取ったMiiを迎えに行くと、
その前に受け取ったMiiで遊べなくなり
ます。



更新する
すれちがいMii広場を更新できます。
※ すれちがいMii広場を更新するには、イ

ンターネットに接続する必要がありま
す。インターネット設定については、
本体の取扱説明書をお読みください。

。んせまれさ存保は
ルーィフロプのどなムーゲだんそあ
にごいさ、域地や国。すまれさ存保
がみの時日たっ会出・ムーネクッニ
のiiM、とう会出にiiMでイレプ信通 ●

。すまれさ加追に
場広、に合場たっ会出とiiMるいてれ
さ定設に」るす開公「でオジタスiiM ●

。す
まれさ加追に場広がiiMたっ会出てしを
イレプ信通でトフソのかほ、合場たしに
」るす「を待招のiiMで」定設「の場広

るま集もiiMたっ会出でイレプ信通



。んせまれさ去消はムーゲの場広
たし入購やターデブーセの場広iiMい
がちれす、もてし去消をターデ新更 ※

。いさだくてしドーロン
ウダ再、てっ従に内案の面画。すま
れさ⺬表が面画ドーロンウダ再のタ
ーデ新更、とるめじはを場広iiMいが
ちれすにとあたし去消をターデ新更 ※

。すまりなにうよるべ遊
たま、とるすドーロンウダ再をターデ
新更。すまりなくなべ遊を場広iiMいが
ちれす、とるす去消をターデ新更の場
広iiMいがちれす、で」理管ツンテンコ
加追「→」理管ターデ「の定設体本

ていつにターデ新更



5 広場のゲームを購入する

インターネットに接続して、広場のゲーム
を有料で購入できます。

「あそぶ」を選ぶ

● ボタンの左右で選び、ボタンでウ
サギに話しかけて購入してください。

購入したいゲームを選ぶ

たかしの入購



。んせまきで用使
もでん込し差をドーカDSに体本のか
ほ。すまきで用使みので体本たいて
し用使に時入購、はムーゲたし入購 ●

。す
まれさ存保にドーカDSてしとター
デ加追はターデブーセのそ、てしと
ツンテンコ加追、はムーゲたし入購 ●

。んせまきでは
換交・金返・品返のムーゲたし入購 ●

。すまきでがとこ
る見らか」録記用利ご「のプッョシ
eードンテンニは歴履入購のムーゲ ●

意注ごるす関に入購のムーゲ

）8→（。すまえ行で」他のそ「
の」定設「の場広、は去消の録記
のムーゲ、や去消のムーゲたし入購 ●

ていつに去消のムーゲたし入購

。いさ
だくみ読おを書明説扱取の体本、は
法方定設の」限制用使るよに者護保「 ※

。すまきでが
とこるす限制を入購のスビーサ・品商
や用使のドーカトッジレク、とるす定
設を」限制用使るよに者護保「の体本

るす加追を高残



ゲームを購入するには、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、「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、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。



6 自分のすれちがいMiiの設定

自分のすれちがいMiiの設定をします。

自分のすれちがいMiiのプロフィールなど
を確認します。

。すまきで
も択選のしだきふた
れ入に手で」ぶそあ「 ●
。すまきで集編をつさい
あのへ手相たっがちれす

集編
のつさいあ

。すまきで
がとこるせぶかをしうぼ
たれ入に手で」ぶそあ「

更変
のしうぼ

。す
まきで集編をルーィフロ
プのどな夢や味趣の分自

集編
ルーィフロプ

。すまし更変
をiiMいがちれすの分自

更変のiiM
いがちれす

❷ ❶

る見をiiM ❶

定設のiiM ❷



7 集まったMiiを見る

集まったMiiを選ぶと、プロフィールなど
を見ることができます。また、VIPルーム
やMiiスタジオに登録したり、消したりす
ることもできます。

選んだMiiの持ち主が最後に遊んだゲーム
のくわしい情報を、ニンテンドーeショッ
プから見ることができます。
※ 本体内蔵ソフトやDSソフト、海外仕様

の3DSソフトの情報は、見ることがで
きません。

選んだMiiのプロフィールなどを見ます。
※ 通信プレイで出会ったMiiは、プロフィ

ールを見たり、すれちがった回数を見
たりすることはできません。

❹
❸
❶

❺

❷

ムーゲだんそあにごいさ ❷

る見をiiM ❶



※ ほかのソフトで出会ったMiiの場合は、
Miiスタジオにもっていくと、広場から
いなくなります。

選んだMiiをMiiスタジオに登録できます。

選んだMiiを広場から消去できます。また、
消去するMiiを受信拒否設定に登録するこ
ともできます。

選んだMiiをVIPルームに登録できます。
登録したMiiは、すれちがい通信でたくさ
んのMiiが集まっても、広場からいなくな
りません。
※ 「すれちがいMii広場プレミアム」を購

入すると登録できます。（→2）

るすにPIV ❸

す消 ❺

へオジタスiiM ❹



ていつに録登の定設否拒信受

。すまりあが合場るなく
なれさ⺬表もツンテンコたっ作が者成
作たし録登に定設否拒信受、くなでけ
だiiM、はでトフソのかほ、たま。すま
りなくなれさ⺬表がiiMのてべすたっ作
が者成作のiiMのそ、とるす定設否拒信
受。すまきでがとこるす定設否拒信受
、を者成作のiiMたじ感に快不がたなあ

。いさだく承了ご
、でのんせまきではとこるす除解を定

設否拒信受にとごトフソ。すまれさ
去消が定設否拒信受のトフソのてべ
す、とるすを化期初の定設否拒信受 ※

。いさ
だくてし化期初を定設否拒信受、らか
」化期初の定設否拒信受「→」理管タ

ーデ「。すまきでが化期初の定設否拒
信受らか」理管ターデ「の定設体本

合場るす除解を定設否拒信受



8 すれちがいMii広場の設定

広場 を選ぶと、次の設定をしたり、
通信機能やゲーム購入の説明を見たりでき
ます。

すれちがい通信する/しないを切り替えま
す。

ほかのソフトで出会ったMiiを広場に招待
する/しないを切り替えます。

いつの間に通信する/しないを切り替えま
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。
※ HOMEメニューのおしらせリストで配

信停止にした｢いつの間に通信のおしら
せ｣を再開するには、すれちがいMii広
場の｢いつの間に通信｣の設定を一度｢し
ない｣にしたあと、｢する｣に設定し直し
てください。

プレイ状況送信する/しないを切り替えま
す。「する」を選ぶと、すれちがいMii広
場のプレイ状況が自動的に任天堂に送られ

クリアした広場のゲームに 印をつけ
る/つけないを切り替えます。

印アリク

、

信送況状イレプ

待招のiiM

信通に間のつい

信通いがちれす

で



すれちがった相手に、自分のすれちがい
Miiの評価をしてもらう/もらわないを切り
替えます。

入力した「こべつあいさつ」をすべて消去
します。

すれちがい通信で受け取ったMiiにかける
あいさつを、省略する/しないを切り替え
ます。
※ 相手が省略する設定にしている場合は、

あいさつが表⺬されなくなります。

ます。送られた情報はサービスの向上に役
立てさせていただきます。

通信機能やゲームの購入方法の説明を見る
ことができます。

すれちがい通信で受け取ったMiiとのやり
とりを、項目ごとに省略できます。
※ 「すれちがいMii広場プレミアム」を購

入すると設定できます。（→2）

広場のゲームの順番を並び替えます。
● 下画面のアイコンも、上画面に合わせ

て並び替わります。

えかびらなのびそあ

略省のつさいあにらさ

る見を明説○○○

す消をつさいあつべこ

略省のつさいあ

価評のなんみ



※ 一度表⺬された説明の項目が追加され
ます。

。いさだく
み読おを書明説子電の
プッョシeードンテン
ニ、はくしわく。すま
りなくなきでがとこる
すりだん遊でムーゲた
し入購、りたしをドー
ロンウダ再、とう行を
」除削の録記用利ご「

、や去消のDIクー
ワトッネードンテンニ ※

。す
まきでドーロンウダ
再で料無もてし去消 ●

。すま
し去消をムーゲたし入購

す消を○○○

るめら
きあを○○○

。すまし去消を
録記のムーゲのれぞれそ

他のそ
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