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1 ご使用になる前に

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。

本書内の画面写真やイラストは、一部を除
きNewニンテンドー3DSで説明していま
す。

の



2 本体設定でできること

インターネット接続設定や保護者による使
用制限などの設定を行います。

）71→（
。すまし限制をどな入購
ドーロンウダのトフソムー
ゲ、信通のとーザーユのか
ほ、や用使のーザウラブト
ッネータンイるよに様子お

限制
用使るよ
に者護保

）6→（。すましを
定設の続接トッネータンイ

定
設トッネ
ータンイ

）02→（。すまき
でが化期初の定設否拒信受
、認確のトフソたし録登を

信通いがちれす、理整のタ
ーデるいてれさ存保にドー
カDSやーリモメ存保体本

理
管ターデ

）3→（
。すまきでが更変の報情
たし定設、去消や録登のDI
クーワトッネードンテンニ

定設DI
クーワト
ッネード
ンテンニ

）62→（
。すまい行をどなし越っ引

のターデとトフソ、定設の
刻時と付日や報情ーザーユ

定設
の他のそ



3 ニンテンドーネットワークIDとは

ニンテンドーネットワークIDは、任天堂
が提供するネットワークサービスを利用す
るために必要なIDです。登録すると次のこ
とができるようになります。

※ ニンテンドーネットワークIDは、クラ
ブニンテンドー会員IDとは別のもので
す。

● ニンテンドーeショップから無料ソフト
や体験版ソフトをダウンロード

● Miiverseでのコミュニケーション
● ニンテンドーeショップの残高をWii U

と共有



4 IDを登録する

ニンテンドーネットワークIDを登録するに
は、次の2つの方法があります。
● 新しいニンテンドーネットワークIDを

作成する
● Wii Uでお使いのニンテンドーネットワ

ークIDを登録する



※ ニンテンドーネットワークIDを登録す
るには、インターネット接続とメール

。すまりなくなきでし越っ
引に体本のこらか体本ズーリシSD3
のかほ、とるす録登をDIクーワト
ッネードンテンニいし新で体本のこ

意注ご

へ方のち持おをU iiW

。いさだくてっ行を録登、えう
のみ読おくよも」意注ごるす関に録登
のDIクーワトッネードンテンニ「の次
、でのんせまきではとこるすりたし有

共りたし合統と高残のDIのU iiWを高残
のDIのそ、とるす成作で体本のこをDI
クーワトッネードンテンニいし新度一

。すまきでりた
し稿投てしとーザーユじ同にesreviiM

、りたし有共を高残のプッョシeー
ドンテンニ、でとこるす録登をDIじ同
。すましめすすおをとこるす録登に体本

のこをDIクーワトッネードンテンニの
ーザーユのそ、は方のち持おをーザー
ユるきで続接にトッネータンイでU iiW

へ方
のち持おを体本ズーリシSD3のかほ

。いさだくてっ行
を」し越っ引のターデとトフソ「に前
るす録登をDIクーワトッネードンテン
ニで体本のこ、は方いたし用使でい継
き引をターデに体本のこ、でち持おを
体本ズーリシSD3ードンテンニのかほ



アドレスが必要です。
※ 13歳未満のお子様用のニンテンドーネ

ットワークIDは、保護者の方が登録し
てください。また、その際は保護者の
方のメールアドレスが必要です。

。すまきで動移をDIに
体本のかほ、とるす用利を)82→(
能機」し越っ引のターデとトフソ「 ※　

。すまれさ合
統に高残や録記用利ごのDI、は高残
や録記用利ごるいてれさ録登に体本 ●

。す
まりなに要必がンイグロに時用利ご
のプッョシeードンテンニ、とるす
録登をDIクーワトッネードンテンニ ●

きで録登、が計合の高残、合場た
し録登に体本のこをDIクーワトッ
ネードンテンニのい使おでU iiW ※　

ていつにプッョシeードンテンニ

。ん
せまきで録登に体本ズーリシSD3ー
ドンテンニのかほ、はDIクーワトッ
ネードンテンニたし録登に体本度一 ●

。すで
けだつ1はDIるきで録登に体本の台1 ●

。んせまきでし越っ引はに体本たし
録登をDIクーワトッネードンテンニ ●

。んせまきではとこ
るめとまにDIのつ1をどなトフソた
れさ入購でDIのれぞれそ、めたのそ
。んせまきではとこるす合統とDIのか

ほ、はDIクーワトッネードンテンニ ●

ていつに時録登

意注ごるす関に
録登のDIクーワトッネードンテンニ



ていつにンイグロ

ていつにドンレフ

。すまきで用利みのでトフソ
な要必がンイグロのDIクーワトッネ
ードンテンニ、きでが更変や録登み
ので体本U iiW、はドンレフのDIク
ーワトッネードンテンニ。すでのも
の別はドンレフの体本のこ、とドン
レフのDIクーワトッネードンテンニ ●

）。んせまきではとこるす録登
をDI員会じ同、に体本たし録登をDI
クーワトッネードンテンニの別。す
まれさ録登にDIクーワトッネードン
テンニはDI員会（。すまきで録登み
のに体本の台1をDI員会ードンテン
ニブラクのつ1、はに体本るいてし
録登をDIクーワトッネードンテンニ ●

。い
さだくてしを録登再のDI員会でプッ
ョシeードンテンニ。すまれさ去消は
定設のDI員会ードンテンニブラクや
報情ドーカトッジレクたいてし録登
でプッョシeードンテンニ、とるす
録登をDIクーワトッネードンテンニ ●

。んせまきではでまる回下を限
上の額金るきで録登、が計合の高
残の先し越っ引と元し越っ引、も
）82→（」し越っ引のターデと

トフソ「、たま。んせまきで加追
を高残にた新、でまる回下を限上
が高残、合場のそ。すまりあがと
こるえ超に的時一を限上の額金る

。すまれさ合統にきとた
し動起てめじはをプッョシeードン
テンニ、とあたし録登をDIクーワト
ッネードンテンニ、はどな高残や録
記用利ごのプッョシeードンテンニ ●



「つぎへ」をタッチ

「ニンテンドーネットワークID設
定」をタッチ

｢作成済みのIDを登録する」または
「新しいIDを作成する」をタッチ

※ この本体で新しいIDを作成すると、
Wii Uでお使いのニンテンドーネッ
トワークIDと、ご利用記録や残高な
どを統合できなくなります。

　 すでにWii Uでお使いのニンテンド
ーネットワークIDを登録したい場合
は、「作成済みのIDを登録する」を
タッチしてください。

。いさだくてっ従に内案の面画
、しチッタを」たれ忘「はたま」た

れ忘をドーワスパ「で面画ンイグロ
、は合場たれ忘をドーワスパンイグロ ※

。すまりなに要
必がンイグロでトフソるす用使をDI
クーワトッネードンテンニ、とるす
録登をDIクーワトッネードンテンニ ●

るす
録登をDIクーワトッネードンテンニ



画面の案内に従って設定



5 IDの設定を変更する

ニンテンドーネットワークIDを登録し、
｢本体設定」の「ニンテンドーネットワー
クID設定」をタッチしてログインすると、
ユーザー情報の設定やパスワードの変更、
IDの消去など、IDのいろいろな設定を変
更できます。
● 画面端 をタッチするとページ

が切り替わります。
・の



。すまい行を認確
のかるきで用使くし正がス
レドアルーメたし録登にDI
クーワトッネードンテンニ

。いさだくてし
チッタを」るす送再をル
ーメ「、は合場いたし信
送度一うもをルーメ認確
信受。いさだくてし認確
をどな定設否拒信受のト
フソルーメのい使お、や
とこいし正がスレドアル
ーメたし録登、は合場い
なか届がルーメ認確信受 ※
。いさだくていおてしに
態状な能可信受をルーメ
のらかten.odnetnin@ ※

認確信受
のルーメ

。すまし更
変を定設略省の力入ドーワ
スパ、や更変のドーワスパ

定設のド
ーワスパ

。すまし更変を
報情ーザーユたし録登にDI
クーワトッネードンテンニ

定
設の報情
ーザーユ

。すまし集編をiiMのんぶじ集編のiiM



。んせまり戻に元れさ去消がターデの次

たし入購でプッョシeードンテンニ 1※

意注ごるす関に
去消のDIクーワトッネードンテンニ

トンメコや稿投のへesreviiM ●
）3※（報情のドンレフるいてれさ

録登にDIクーワトッネードンテンニ ●
）2※（高残や）2※、1※（録

記用利ごのプッョシeードンテンニ ●

。す
まれさ更変も定設のDI
クーワトッネードンテ
ンニのかほるいてれさ録
登でスレドアルーメじ同
、は合場たし更変に」い

なら取け受「。すまれ
さ更変がけだ定設のDI
クーワトッネードンテ
ンニの中用利ご、は合場
たし更変に」る取け受「 ※
。すまし更変を定設信受のル

ーメせら知おのらか堂天任
るす関にどなトンベイ、ン
ーペンャキやトフソ作新

定設
のルーメ
せら知お

。すまし
限制を用利のDIクーワトッ
ネードンテンニのらかどな
ンォフトーマスやンコソパ

定
設用利の
らかどな
ンコソパ

。すまきでが去
消のDIクーワトッネードン
テンニ、や認確の約規用利
クーワトッネードンテンニ

他のそ



。んせまれさ去消はドンレフるいて
れさ録登にトスリドンレフの体本
のこ。すまりな異はドンレフの体
本のこ、とドンレフるいてれさ録
登にDIクーワトッネードンテンニ 3※

。すまれさ去
消も高残たし加追、ターデやトフ
ソたし入購に前るす録登をDIクー
ワトッネードンテンニに体本のこ 2※

。すま
りなくなきでもとこるすりたしド
ーロンウダ再、りだん遊でトフソ

。す
まりなくなれ取け受はルーメせら知
おるいてしり送おらか堂天任、めた
るれさ去消が録登のスレドアルーメ ※

。すまき
で止停を能機のてべす、でとこるす
とうよしンイグロでDIたし去消、ら
か器機のれぞれそ。すまりあがとこ
るけ続し作動にずせ止停が能機の部
一、はで器機たいてし用使をDIじ同 ※

。す
まれさ去消もどな高残や録記用利ご
、りなくなきで用使もでU iiWはDIた

し去消、合場るいてし録登をDIクー
ワトッネードンテンニじ同とU iiW ※



6 インターネット接続に必要なもの

インターネットに接続するには、無線で通
信できるインターネット接続環境が必要で
す。

● 必要なもの
　 ・ブロードバンド・インターネット回

線（光ファイバー、ADSL、ケーブ
ルテレビなど）

　 ・無線LANアクセスポイント（ルータ
ー）

※ 無線LANアクセスポイントの設定には
パソコンが必要になります。

/moc.topseerf.m//:ptth
らか帯携

/moc.topseerf.www//:ptth
らかンコソパ
：TOPSEERF

）。すまりあがろこ
といなきで続接、やろことな要必が
定設な別特、はで部一のTOPSEERF
、たま。いさだく承了ごめじからあ
。すまりあが合場るじ生がどな止中

や更変の容内スビーサ、くな告予の
前事（。いさだく覧ごをジーペムー
ホの次は報情いしわくどな所場供提
、スビーサな能可用利でTOPSEERF ●

。すまきでがとこるす続接
にトッネータンイ、くなとこるすを定設な
別特、はでろことるいてっ行をスビーサの
」TOPSEERF「や」ンーゾードンテンニ「

もてくなが境環続接トッネータンイ



7 インターネット設定をする

インターネット接続に必要なものが準備で
きたら、本体設定の｢インターネット設定｣
をタッチして、設定をはじめてください。
※ DSソフトでインターネットに接続して

遊ぶときは、｢DSソフト用設定｣（→
14）を設定してください。

「インターネット接続
定」をタッ

「接続先の登録」をタ

。いさだく
でん選を法方定設たっあに境環トッネ
ータンイのたなあ、び選を目項てっ従

に内案の面画。すまれくて
し内案を法方定設のりたっ
ぴに境環のたなあ、とるす
チッタを」るすいがねお「

。いさだくてしチッタを法方
定設たっあに境環トッネータンイの庭
家ご、てしチッタを」るす定設で分自「

は合場るす定設でしな内案

うょしまいらもて
え教を法方定設のりたっぴにたなあ

チ
ッ

チ
設



。んせま
きではとこるす定設で動手、合場る
いてれさ定設に)PIKT(KSP-2APW

が）01→（式方化号暗のィテ
リュキセのトンイポスセクア、で体
本の外以LL SD3/SD3ードンテンニ ※

。んせまきではとこるす定設て
し索検をトンイポスセクア、合場る
いてれさ定設に)PIKT(KSP-2APW

が）01→（式方化号暗のィテ
リュキセのトンイポスセクア、で体
本の外以LL SD3/SD3ードンテンニ ※

。んせまきではとこるす定設て
っ使をSPW、合場るいてれさ定設に
PEWが）01→（式方化号暗のィテ
リュキセのトンイポスセクア、で体
本の外以LL SD3/SD3ードンテンニ ※

❸
❷❶

❹

）11→（るす定設で動手 ❹

）01→（るす定設
てし索検をトンイポスセクア ❸

）8→（るす定設で
トータス線無くらくら／SSOA ❶

）9→（るす定設でSPW ❷



8 AOSS/らくらく無線スタートで設定

AOSS、または、らくらく無線スタートを
使って簡単に設定できます。お持ちのアク
セスポイントの取扱説明書もご覧くださ
い。
※ AOSSを使用すると、アクセスポイン

トの設定が変更されることがあります。
AOSSを使用せずに接続していたパソ
コンなどは、設定し直さないとインタ
ーネットに接続できなくなる場合があ
ります。アクセスポイントを検索して
設定すると、アクセスポイントの設定
は変更されません。

アクセスポイント側の操作をする

（AOSS）また
（らくらく無線スタ
ト） をタッ

※ 接続方法を案内してもらって、
または を選んだ場合は、次の手
順 から行ってください。

。いさだくてし直りやてけ空を間
時どほ分5、は合場るす敗失も度何 ※

す押でまるす滅点てし続
連回2がプンラ応対を」ンタボSSOA「

合場のSSOA

チ
ー

は



設定完了画面が表⺬されたら、
「OK」をタッチして接続テストを
行う
● 接続テストに成功したら、設定は完

了です。
● AOSSを使った設定の完了直後は、

接続に失敗することがあります。時
間を空けて再度接続テストを行って
ください。

。すで了完
定設らたっなに灯点緑がプンラ ●

。んせまき
で用使ばれけないてれさが定設
のィテリュキセにトンイポスセ
クア、はトータス線無くらくら ※

るけ続し押度一うもでまる
なに灯点ジンレオ、らたっなに滅点
ジンレオがプンラ、てっ待くらばし

るけ続し押でまる
す滅点緑がプンラ応対を」）チッイ
スTES（ンタボトータスくらくら「

合場のトータス線無くらくら



9 WPSで設定

WPSを使って簡単に設定できます。お持
ちのアクセスポイントの取扱説明書もご覧
ください。

 をタッチ
※ 接続方法を案内して

らって、  を選ん
場合は、次の手順
ら行ってください。

お持ちのアクセスポイ
ントにあった接続方法
をタッチ

アクセスポイント側の操作をする
※ 設定が完了するまで2分程度かかる

場合があります。

※ ニンテンドー3DS/3DS LL以外の本体
で、アクセスポイントのセキュリティ
の暗号化方式（→10）がWEPに設定
されている場合、WPSを使って設定す
ることはできません。

。いさだくてしチッタを」へぎつ「
、とあたし定設をトンイポスセクア ●

るす定設にトンイポスセク
アをドーコNIPたれさ⺬表に面画の体本

るけ続し押でま
るす滅点がプンラ応対を」ンタボSPW「

合場の続接るよに力入NIP

合場の続接るよにンタボュシップ

か
だ
も



設定完了画面が表⺬されたら、
「OK」をタッチして接続テストを
行う
● 接続テストに成功したら、設定は完

了です。
● WPSを使った設定の完了直後は、

接続に失敗することがあります。時
間を空けて再度接続テストを行って
ください。



10 アクセスポイントを検索して設定

アクセスポイントをタッチして選
ぶ
● お使いのアクセスポイントに設定さ

れた名前（SSID、ESS-ID、ネッ
トワーク名とも呼ばれます）を選ん
でください。

お持ちのアクセスポイントがAOSSやらく
らく無線スタート、WPSに対応していな
い場合は、アクセスポイントを検索して設
定します。お持ちのアクセスポイントの取
扱説明書もご覧ください。

※ 接続方法を案内してもらって、「わ
からない/対応していない」や「外
出先で接続」を選んだ場合は、次の
手順 から行ってください。

「アクセスポイント
索」をタッ

※ ニンテンドー3DS/3DS LL以外の本体
で、アクセスポイントのセキュリティ
の暗号化方式がWPA2-PSK(TKIP)に
設定されている場合、アクセスポイン
トを検索して設定することはできませ
ん。

チ
検



セキュリティキーを入力して「決
定」をタッチ
● アクセスポイントがセキュリティ設

定されている場合に表⺬されます。
● 入力したキーは「*」で表⺬されま

す。
※ キーとはアクセスポイントに設定さ

れたセキュリティのパスワードで
す。セキュリティ設定されたアクセ
スポイントに接続する場合に必要で
す。暗号化キー、ネットワークパス
ワードとも呼ばれます。

「OK」をタッチして、設定を保存
する

「OK」をタッチして、接続テスト
を行う
● 接続テストに成功したら、設定は完

了です。
● 接続テストに失敗してエラーコード

が表⺬されたときは、画面に表⺬さ
れたエラーメッセージに従って対応
してください。



。すで要不は力入のーキ

。すまいてれさ定設がィテリ
ュキセ。すで要必が力入のーキ

。すまりあが要必るす力入をーキる
いてれさ録登にトンイポスセクア、は
トンイポスセクアたいつのンコイア

。すまきで
信通に適快、どほい強が波電、れさ⺬
表で階段4。すで）ンコイア度強信受（
ンコイアす表をさ強の波電信受、は

ていつにンコイア  / 



。いさだくてし続接にトンイポ
スセクアたれさ定設ィテリュキセで
PEW、てし定設を）41→（」定設
用トフソSD「、はにぶ遊てし続接
にトッネータンイでトフソSD。すま
りなに応対のみのPEWはトフソSD ※

。んせまきではとこる
す定設てし索検をトンイポスセクア
、合場るいてれさ定設に)PIKT(KSP
-2APW、たま。んせまきではとこ

るす定設てっ使をSPW、合場るいて
れさ定設にPEWが式方化号暗のィテ
リュキセのトンイポスセクア、で体
本の外以LL SD3/SD3ードンテンニ ※

PEW

)SEA(KSP-2APW

)SEA(KSP-APW

)PIKT(KSP-2APW

)PIKT(KSP-APW

い強

い弱

さ強の
ィテリュキセ

式方化号暗
のトンイポスセクア

。すまりあがのもの次、はに式方化号
暗のィテリュキセのトンイポスセクア

ていつに類種のィテリュキセ



11 手動で設定

インターネット設定（SSID・セキュリテ
ィ・IPアドレス・DNS・Proxyの設定・
MTU値）を手動で入力できます。お使い
のインターネット環境やアクセスポイント
によって、入力する項目や情報が変わりま
す。ネットワークの設定にくわしい方が設
定することをおすすめします。

「保存する」をタッチして、接続テ
ストを行う
● 接続テストに成功したら、設定は完

了です。
● 接続テストに失敗してエラーコード

が表⺬されたときは、画面に表⺬さ
れたエラーメッセージに従って対応
してください。

設定したい項目を手動で設定する
※ IPアドレスを手動で設定した場合

は、DNSも必ず設定してください。

「手動で設定」をタッチ

設定したい項目をタッチ



12 設定の変更/消去/接続テスト

インターネット接続設定は、3つまで登録
できます。一度登録した設定は、変更や消
去、接続テストをすることができます。
※ 誤った設定に変更すると、インターネ

ットに接続できなくなります。インタ
ーネット設定の変更は、ネットワーク
の設定にくわしい方が設定することを
おすすめします。

「インターネット接続
定」をタッ

変更したい「接続先
をタッ

設定を変更したい項目をタッチ
※ AOSSやらくらく無線スタート、

WPSを使用して設定した場合は、
「SSID」と「セキュリティ」が変更
できません。

変更したい項目を手動で設定する
※ IPアドレスを手動で設定した場合

は、DNSも必ず設定してください。

項目をタッチ
● 「設定変更」をタッチした場合は手

順 に進んでください。
● 「設定消去」または「接続テスト」

をタッチした場合は、画面の案内に
従って操作してください。

チ
」

チ
設



「保存する」をタッチして、接続テ
ストを行う
● 接続テストに成功したら、設定は完

了です。
● 接続テストに失敗してエラーコード

が表⺬されたときは、画面に表⺬さ
れたエラーメッセージに従って対応
してください。



13 いつの間に通信

●  「ソフトの自動受信」を「受信する」
にしておくと、いつの間に通信で配信
されるソフトを受信できる状態になり
ます。

●  「本体情報の送信」を「送信する」に
しておくと、遊んだソフトの記録や本
体設定などの本体情報が自動的に任天
堂に送られます。
送られた情報は、今後の製品開発に役
立てさせていただきます。

いつの間に通信による「ソ
トの自動受信」や「本体情
の送信」の設定を変更でき
す。

ま
報
フ



14 DSソフト用設定

DSソフトでインターネットに接続して遊
ぶときに設定します。
※ セキュリティ設定がWEPのアクセスポ

イントに接続できます。

「DSソフト用設定」
タッ

以降の操作は、インターネットに
接続できるDSソフトに付属してい
る「ニンテンドーWi-Fiコネクショ
ンガイドブック」をお読みください
※ 本体のDSソフト用設定では、Wi-Fi

ユーザー情報の消去や移動はできま
せん。

チ
を



15 その他の情報

● MACアドレスとは、ネットワーク機器
につけられている固有の番号です。

ニンテンドー3DSネットワー
クサービスの利用規約の確
と同意、または本体のMAC
ドレスの確認ができます。

ア
認



16 エラーコードが表⺬された場合は

インターネット設定が正しくできなかった
り、接続テストに失敗したりすると、エラ
ーメッセージとエラーコードが表⺬されま
す。画面に表⺬されたエラーメッセージに
従って対応してください。

合場たれさ⺬表がドーコー
ラエにきとるいでん遊でトフソiSD

。いさだくて
し応対てっ従にジーセッメーラエたれ
さ⺬表に面画、てっ行を）21→（」ト
ステ続接「で定設トッネータンイの体
本。すまりあが性能可いないてれさ定
設くし正が定設トッネータンイの体本



17 制限できること

保護者による使用制限では、お子様による
ゲームの使用や購入を制限したり、一部の
機能（インターネットブラウザーなど）の
使用を制限したりします。

次の内容が制限できます。お子様が使用さ
れる場合は、保護者の方が必要に応じて設
定してください。
● 保護者による使用制限を設定すると、

制限した項目以外に「ニンテンドーネ
ットワークID設定」の一部や「インタ
ーネット設定」「パソコンでの
microSDカード管理」「外側カメラ補
正」「ソフトとデータの引っ越し」

「本体の初期化」も制限され、暗証番号
が必要になります。



インターネッ
トブラウザー
の使用

インターネットブラウ
ザーの使用を制限し、
ホームページを見るこ
とができないようにし
ます。

ニンテンドー
eショップ等
での商品やサ
ービスの購入

ニンテンドーeショップ
などでのクレジットカ
ードの使用や、商品・
サービスの購入などを
制限します。

3D映像の表
⺬

3D映像の表⺬を制限し
ます。すべての映像が
2Dになります。

Miiverseの使
用

ほかのユーザーとの不
適切なコンテンツのや
りとりや、嫌がらせを防
ぐため、Miiverseの閲
覧や投稿を制限します。

。んせまき
働は限制用使たいづ
基に分区齢年、はト
フソたしドーロンウ
ダでイレプドーロン
ウダSDやトフソSD ※

。すまれさ限制も
トフソたしドーロン
ウダでイレプドーロ
ンウダのトフソSD3 ※
。すまし限制を用使のト
フソiSDやトフソSD3

ードンテンニ、きづ
基に分区齢年のOREC

限制齢年



他のユーザー
とのインター
ネット通信

インターネットに接続
してほかの本体と通信す
ることを制限します。
※ DSソフトや

Miiverseには、使用
制限が働きません。

写真や画像・
音声・動画・
⻑文テキスト
の送受信

写真や画像・音声・動
画・⻑文テキストなど、
個人情報を含む可能性
のあるデータの送受信
を制限します。
※ DSソフトや

Miiverseには、使用
制限が働きません。

フレンドの登
録

フレンドを新しく登録
することを制限します。

DSダウンロードプレイ
の使用を制限します。

DSダウンロ
ードプレイの
使用

他のユーザー
とのすれちが
い通信

すれちがい通信でほか
の本体と通信すること
を制限します。
※ DS/DSiソフトには

使用制限が働きませ
ん。



※ この本体を複数のお子様が使用される
場合は、最も低い年齢のお子様に合わ
せて設定してください。

。す
まりあものもるれさ
限制が体自用使のト
フソのそはてっよに
トフソ生再画動信配 ※

。んせまき働が限制
用使はに画動のプッ
ョシeードンテンニ ※

)すまりな
くなきで聴視は画動の外
以象対齢年全(。すまし
限制を聴視の画動信配

聴
視の画動信配



18 保護者による使用制限を設定する

本体設定の「保護者による使用制限」をタ
ッチして、設定をはじめてください。

画面の説明を読んで操作
● 保護者による使用制限についての説

明が表⺬されます。画面の案内に従
って進んでください。

4桁の暗証番号を入力し、「決定」
をタッチ
● 確認のために2回入力します。
※ 制限を一時的に解除したり、設定を

変更したりするときに入力します。
お忘れにならないようご注意くださ
い。

秘密の質問を選び
の回答を３文字以
入力す

※ 秘密の質問の回答は、暗証番号を忘
れたときのために必要です。お忘れ
にならないようご注意ください。

● 秘密の質問を自分で設定したい場合
は、「秘密の質問を自分で設定す
る」を選び、質問と回答を３文字以
上で入力してください。

る
で上
そ、



メールアドレスを登録する
● メールアドレスを登録すると、暗証

番号や秘密の回答を忘れたときに、
暗証番号を設定し直すためのマスタ
ーキーを受け取れます。

● お子様にマスターキーを見られるこ
とがないよう、保護者の方だけが使
用できるメールアドレスを入力して
ください。

● 設定がおわったら
「設定完了」をタ
して設定を終了し
ださい

設定を変更したい項目をタッチし、
画面の案内に従って設定
● はじめて設定する場合は、すべての

項目が制限されています。

。
くて
チッ
、



19 保護者による使用制限の解除

暗証番号を入力して一時的に解除するか、
本体設定で保護者による使用制限の設定を
変更してください。

「変更する」をタッチ

暗証番号を入力

「決定」をタッチ

制限されている機能を使用しようとする
と、暗証番号入力画面が表⺬されます。暗
証番号を入力して「決定」をタッチしてく
ださい。

本体設定の「保護者による使用制
限」をタッチ

設定を変更したい項目をタッチ

合場るす更変を定設

合場るす除解に的時一



秘密の質問の回答を入力
※ 保護者による使用制限の設定に進み

ます。

｢保護者による使用制
限」の最初の画面で｢
証番号を忘れた方は
ちら」をタッチするか
暗証番号入力画面で｢忘れた」をタ
ッチ

暗証番号の変更 暗証番号を変更しま
す。

メールアドレス
の登録/メール
アドレスの変更

マスターキーを受け
取るためのメールア
ドレスを登録します。
マスターキーは、暗
証番号を忘れたとき
に、暗証番号を設定
し直すために必要で
す。登録後は、メー
ルアドレスの変更も
できます。

● 以降は、画面の案内に従って操作し
てください。

。すまし去
消てべすを定設の限
制用使るよに者護保

去消定設

。すまし
更変を容内るす限制

ぶ選
を目項るす限制

、
こ
暗

・・・は合場
たれ忘を答回の問質の密秘や号番証暗



。いさだ
くていおてしに定設な能可信受
をルーメのらかten.odnetnin@
、は合場るいてしを定設否拒信受

でスレドアルーメるいてし録登 ※
。すで要必が続接トッネータンイ
、はにるす信送をーキータスマ ※

。すまれさ信送がーキータ
スマにスレドアルーメたし録登 ●

チッタを」KO「で面
画信送のーキータスマ、はきと
るいてし録登をスレドアルーメ

。す
ましたい行発を」ーキータスマ「
。いさだくてえ伝てに話電おを付

日るいてれさ定設に体本と」号
番せわ合い問お「、にータンセト
ーポサルカニクテ堂天任。すま
れさ⺬表が」号番せわ合い問お「

はきといな
いてし録登をスレドアルーメ

）く除を日休定設社会、日祝（
00:81～00:01：間時付受話電 ※

。す
ましたいい願おにうよいなのい
違間お、てめか確くよは号番話電 ※

。いさだくけかおに
0757-0334-30はらか話電PI ※

012-020-0750
：ータンセトーポサ　　

　　ルカニクテ堂天任

は合場
たっましてれ忘も答回の問質の密秘

チッタを」たれ忘「度再



。いさだくてし録登度
一うもをスレドアルーメ、とあ
たし更変を号番証暗。すまれさ
去消が報情録登のスレドアルー
メ、とるす力入をーキータスマ ※

チッタを
」定決「、し力入をーキータスマ

チッタを」KO「



20 データ管理とは

本体保存メモリーやSDカードに保存され
ているデータの整理、すれちがい通信を登
録したソフトの確認、受信拒否設定の初期
化ができます。本体設定の「データ管理」
を選んで、整理したい項目をタッチしてく
ださい。

本体保存メモリーやSDカードに保存され
ている、3DSソフトのデータを整理でき
ます。(→21)
※ SDカードに保存できる3DSソフトは、

最大300個までです。
追加データや追加コンテンツは300個
以上保存できますが、データ管理画面
には300個までしか表⺬されません。

❹

❷❶
❸
❺

理管ターデSD3ードンテンニ ❶



すれちがい通信を登録したソフトの一覧を
確認できます。また、ソフトごとにすれち
がい通信をやめることもできます。（→
24）

受信拒否設定を初期化します。初期化する
と、これまで受信に制限がかかっていたデ
ータがすべて制限されなくなります。（→
25）

※ 本体保存メモリーに保存できるDSiウェ
アは最大40個までです。

※ DSiウェアはSDカードから起動できま
せん。遊ぶときは本体保存メモリーに
コピーしてください。

※ コピー先に同じソフトがある場合は上
書きされます。大切なセーブデータが
上書きされないようご注意ください。

本体保存メモリーやSDカードに保存され
ているDSiウェアを整理できます。DSiウ
ェアは本体保存メモリーとSDカード間で
コピーしたり、消去したりできます。（→
22）

Newニンテンドー3DS/Newニンテンドー
3DS LLでのみ使用できる機能です。
microSDカードを本体に差し込んだまま、
microSDカード内のデータをパソコンか
ら読み書きできます。
※ パソコンと本体を同じ無線LANアクセ

スポイントに接続する必要があります。
（→23）

理管ドーカDSorcimのでンコソパ ❸

理管ターデアェウiSD ❷

化期初の定設否拒信受 ❺

理管信通いがちれす ❹



21 ニンテンドー3DSデータ管理

本体保存メモリーやSDカードに保存され
ている、3DSソフトのデータを整理でき
ます。



※ 消去したソフトや追加コンテンツは、
ニンテンドーeショップから無料で再ダ
ウンロードできます。（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。）

※ 「ソフト管理」と「セーブデータのバッ
クアップ管理」では、ニンテンドーeシ

。すまきで元復をターデ
ブーセもでつい、とる
す成作をプッアクッバ

。すまきでりたし元
復をターデブーセらか
プッアクッバ、りたし
去消・成作をプッアク
ッバのターデブーセのト
フソドーロンウダSD3

理管プ
ッアクッバの
ターデブーセ

理
管ターデ加追

。すま
きで去消にとごトフソ
、てし認確を覧一の)どな

ターデたっらもで信通
に間のつい(ターデ加追

理管ツ
ンテンコ加追

。すまきで去消でん選
、てし認確を覧一のター

デ新更のトフソ、やツ
ンテンコ加追たしドー
ロンウダでトフソ応対

。すまきでも
とこるす成作をプッ
アクッバのターデブ
ーセにきとるす去消 ※

。すまきで去消に
とごトフソ、てし認確
を覧一のトフソドーロン
ウダSD3ードンテンニ

理管トフソ



セーブデータのバックアップ管理に関
するご注意

● バックアップデータは、SDカードに最
大30個まで作成できます。

● 同じソフトでも、複数のバックアップ
を作成できます。

● バックアップからセーブデータを復元
すると、ソフトのセーブデータは上書
きされます。

● ソフトとそのバックアップデータが同
じSDカードに保存されているときのみ
復元できます。

● 次のソフトはバックアップを作成でき
ません。
- カードソフト
- 本体内蔵ソフト
- バックアップに対応していないダウン

ロードソフト
※ バックアップに対応していないダウ

ンロードソフトは、「ソフト管理」
でソフトを本体から消去するときの
み、セーブデータのバックアップを
作成できます（バーチャルコンソー
ルのゲームボーイアドバンスソフト
を除く)。ソフトを再ダウンロードし
てプレゼントアイコンを開くと、バ
ックアップデータからセーブデータ
が自動で一度だけ復元されます。

ョップの「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、使用できなくなったデータに

が表⺬されます。

るすを理管プッアクッバ



バックアップについて、行い
たい項目をタッチしてくださ
い。

● ・ をタッチすると
ページが切り替わりま
す。

バックアップを作成するソフトを
タッチ

作成する

消去するバックアップ
データをタッチ

「OK」をタッチ

消去する

復元するバックアップ
データをタッチ

「OK」をタッチ

復元する

「新しく作成する」をタッチ

● すでに作成しているデ
ータをタッチして、
書きすることもでき
す。

ま
上



22 DSiウェアデータ管理

DSiウェアを本体保存メモリーとSDカー
ド間でコピーしたり、消去したりできま
す。

消去またはコピーしたいデータを
タッ

● ・ をタッチす
ページが切り替わり
す。

「消去」または「コピー」をタッチ
● 「コピー」をタッチすると、本体保

存メモリーに保存されていたDSiウ
ェアはSDカードに、SDカードに保
存されていたDSiウェアは本体保存
メモリーにコピーされます。

※ ニンテンドーeショップの「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、使用できなく
なったデー が表⺬されます。にタ

え替り切の
ドーカDS・ーリモメ存保体本 ❶

❶

ま
とる

チ

。合場るいてっなに態状
止禁み込き書がドーカDSの先ーピコ ●

。合場るえ超を数大
最のターデな能可存保にドーカDSは
たま、ーリモメ存保体本の先ーピコ ●
。合場いなり足が量容き空の先ーピコ ●

。んせまきでー
ピコをアェウiSDは合場なうよの次



23 パソコンでのmicroSDカード管理

Newニンテンドー3DS/Newニンテンドー
3DS LLでのみ使用できる機能です。
アクセスポイントを経由して、本体に差し
込まれているmicroSDカードに音楽ファ
イルなどをパソコンからコピーしたり、
microSDカード内の写真データをパソコ
ンにコピーしたりできます。

● パソコンと本体を同じアクセスポイン
トに接続する必要があります。インタ
ーネット設定でパソコンと同じアクセ
スポイントを接続先に登録してくださ
い。（→7）

● 動作確認済みのパソコンのOSは、
Windows® 7、Windows® 8.1です。

● 本体設定のインターネット設定に登
録されている接続先から選ぶことが
できます。

本体 パソコン

無線LAN
アクセスポイント

本体の操作

● パソコンから、本体のmicroSDカー
ドにアクセスするときに入力するユ

接続するアクセスポイ
ントを選ぶ

ユーザー名を設定する



● はじめは「3DS-」のあとに4文字
のランダムな数字が入力されていま
す。

● 設定したあと、「OK」をタッチし
てアクセスポイントに接続してくだ
さい。

● パソコンから、本体のmicroSDカー
ドにアクセスするときに入力するパ
スワードです。

● はじめは4文字のランダムな数字が
入力されています。

※ パソコンの使用方法は、パソコンの
取扱説明書などでご確認ください。

本体と同じアクセスポイントに接
続する

パソコンの操作

※ 表⺬のしかたはパソコンのOSの種
類や設定によって異なります。

「ネットワーク」を表⺬する

● ユーザー名とパスワードの入力画面

手順 で設定した名前のアイコンを
ダブルクリックする

ーザー名です。
● はじめは「user」と入力されていま

す。

パスワードを設定する

パソコンに表⺬する名
前を設定する



が表⺬されます。

※ パソコンとの接続を終了する場合
は、本体の下画面で「おわる」をタ
ッチして、「パソコンでのmicroSD
カード管理」を終了してください。
パソコンでウィンドウを閉じてもア
クセスは終了していません。

※ 本体の電源をOFFにするときは、
「パソコンでのmicroSDカード管理」
を終了してから行ってください。

※ 本体を閉じてもスリープモードにな
りません。

手順  で設定したユーザー名と
パスワードを入力する

※ アイコンがパソコンに表⺬されるま
でに時間がかかる場合があります。
表⺬されないときは、パソコンの表
⺬を更新してください。

● 本体のmicroSDカード内のデータ
が表⺬されます。必要に応じて写真
データや音楽ファイルなどをコピ
ー、消去してください。



「設定を変更する」をタッチすると、手順
 ～  で設定した項目と「グループ名」

の設定が変更できます。
※ グループ名には、パソコンに設定され

ているネットワーク上のワークグルー
プ名を入力してください。はじめは

「WORKGROUP」と設定されていま
す。

Windows is  ei the r a registe red
trademark or trademark of Microsoft
Corporation in the United States
and/or other countries.

。いさだくみ読おを書明説
扱取の体本はくしわく。すまきでもと
こるすき書み読でンコソパ、でどなー
タイラ/ーダーリドーカDSorcimの販市
、てし外り取らか体本をドーカDSorcim
。すまりあがとこいなきで続接くし正
、はてっよにどな境環のクーワトッネ

はきといなきで続接くし正

。いさだくでいなしを更変の
名ルイァフ、去消や動移のルイァフ、り
たし変改をターデの内ダルォフ」SD3
odnetniN「。すまいてれさ存保が
どなターデブーセのそやトフソドーロ
ンウダはにダルォフ」SD3 odnetniN「

意注ごるす関
に理管ドーカDSorcimのでンコソパ

るす更変を定設



24 すれちがい通信管理

すれちがい通信を登録したソフトが一覧で
表⺬されます。
ソフトのアイコンを選んで、「すれちがい
通信をやめる」をタッチすると、すれちが
い通信をやめることができます。

● 対応ソフトですれちがい通信を登録す
ると、本体にすれちがい通信の設定が
登録されます。最大12本のソフトを登
録でき、同時にすれちがい通信ができ
ます。登録数がいっぱいになった場合
は、ソフト一覧からすれちがい通信を1
つやめると新たにすれちがい通信を登
録できます。

※ 同じソフトのすれちがい通信を複数登
録することはできません。



25 受信拒否設定の初期化

各ソフトで設定した受信拒否設定を初期化
します。

「受信拒否設定の初期化」を選んだあと、
「初期化する」をタッチしてください。



26 設定できること

ユーザー情報の変更など、本体のいろいろ
な設定を行います。
● 画面端の ・ をタッチするとページ

が切り替わります。



。すまし更変を定設
ドンウサのーカーピスドンウサ

。いさだくて
っ行にきといなし応反
くし正。すまし正補をれ
ずのンーリクスチッタ

ンー
リクスチッタ

。す
まし定設を刻時と付日刻時と付日

。んせまれさ更変は報
情ーザーユのDIクー
ワトッネードンテン
ニ、もてし更変を報
情ーザーユのこ。す
でのもの別はと報情
ーザーユのDIクーワ
トッネードンテンニ ※

)。すまれさ⺬表が
｣？｢、とるす力入を

号記や字文いないて
し応対でトフソiSD
/SD(。すまし定設を

ーラカーザーユやト
ンメコるす用使でト
フソiSD/SDの部一
、は定設用トフソSD ●

。すまし定設を定設用ト
フソSD、報情域地、日
生誕やムーネーザーユ

報情ーザーユ



。いさだくてっ行
に合場るすりたい動に
手勝にのいないてし作
操、りたじ感といなき
で作操に向方いし正で
ドッパドイラス。すまし
正補をドッパドイラス

ド
ッパドイラス

）72→（。すまし正
補をれずのラメカ側外ラメカ側外

。すましりたし正補を
れずの能機止防レブD3
、りたえ替り切をFFO

/NOの能機止防レブ
D3。すで能機るきで用
使みのでLL SD3 weN

/SD3 weN

能機
止防レブD3

。すで常正は
クイマばれわ変が色の
クイマるいてれさ⺬表に
面画下。いさだくてしり
たけかき吹を息、りた
し出を声てっか向にク
イマ。すまし認確かる
す作動くし正がクイマ

トステクイマ

。いさだくてし認確に
合場いくにえ見が像映
D3。すまきで認確も囲
範効有の能機止防レブ
D3はでLL SD3 weN

/SD3 weN
。すまし認確を

たか見のンーリクスD3

認確ン
ーリクスD3



化期初の体本

）23→（
。すまし去消てべす

をどなターデブーセや
トフソたし存保に体本

）13→（
。すましに態状の新

最をトフソ蔵内や体本
新更の体本

）03、92、82→（
。すまい行をし越っ

引のターデで士同体本

し越っ引のタ
ーデとトフソ



27 外側カメラ補正

● 誤った補正をすると、ずれが大きくな
ることがあります。外側カメラで映し
た3D映像に違和感がある場合のみ、補
正を行ってください。

3Dボリュームを一番上まで上げて
「つぎへ」をタッチ

「自動で設定」をタッチ
● 「初期状態にもどす」をタッチした

場合は、工場出荷時の設定になりま
す。

近くのものが映らないように、20m以上
離れたできるだけ遠くのものを、明るい屋
外で映してください。上画面の が3
つとも点灯すると、自動補正がはじまりま
す。自動補正が完了するまで、本体を動か
さないようにしっかりと持って映してくだ
さい。

「つぎへ」をタッチし、自動補正に
適した被写体を映す

本体に衝撃を与えたり、周
の温度が高温になる場所に
いたりすると、外側カメラで
映した3D映像にずれが生じ
る場合があります。外側カメラで映した
3D映像に違和感がある場合は、次の手順
で補正してください。

置
囲



※ 自動補正に適した被写体を映していな
くても、自動補正が完了する場合があ
ります。自動補正したあとも3D映像に
違和感を感じる場合は、被写体を変え
てもう一度やり直してください。

違和感のある3D映像に見える原因となる、
外側カメラの上下（縦方向）のずれを手動
で補正します。自動調整ができない場合に
行ってください。

3Dボリュームを一番上まで上げて
「つぎへ」をタッチ

「手動で設定」をタッチ

るいてっ映に緒
一がのものく近

いな
がトスラトンコ

）。すまきでもとこるす正補で動手
、は合場いなきで正補動自（。いさ

だくてし映を所場の別、は合場のそ
。すまりあが合場いなきで正補動自

はてっよにのもす映、もで外以記上 ●

。んせま
きで正補動自ずせ灯点がの面
画上、もてし映を体写被なうよの次

るす正補をラメカ側外で動手



上画面中央の補正に使用する被写
体が、ぴったりと重なるように調
整する
● 上下のずれを補正します。左右にも

動かせますが、左右の設定は保存さ
れません。

● 補正に使用する被写体と一緒に映っ
ているほかのものは、ぴったりと重
なっていなくても正しく補正されま
す。

● 補正に使用する被写体を上や斜めか
ら撮影した場合は、ぴったりと重な
らない場合があります。

「3D表⺬」をタッチし、画面の案
内に従って確認する

「つぎへ」をタッチし、補正に使用
する被写体をまたはを押して
撮影する
● 手ぶれしないよ

う本体を置いて、
画面の中央に補
正に使用する被
写体を映し、正面から撮影してくだ
さい。

● 補正に使用する被写体は、輪郭がは
っきりしていて単純で平らなものを
撮影すると、手動で補正しやすくな
ります。



28 ソフトとデータの引っ越し

● 引っ越しするときは、インターネット
接続と本体同士の通信（ローカル通信）
のどちらも行います。引っ越しする本
体同士を近くに置いて、快適にインタ
ーネット通信ができる環境で引っ越し
してください。

● 引っ越しの途中で電源がOFFにならな
いよう、充電しながら引っ越しするか、
バッテリーを十分に充電してから引っ
越しすることをおすすめします。バッ
テリー残量が少ない場合は引っ越しで
きません。

※ 本体を閉じてもスリープモードになり
ません。また、引っ越し中は電源を
OFFにしないでください。

お持ちのニンテンドーDS
DSi LL本体に保存されて
る、DSiウェアや写真・音声
データなどを3DSシリーズ本
体に引っ越しします。

次の本体同士でデータの引
越しができます

● DSi/DSi LL本体から3DSシリーズ
（New 3DS/New 3DS LL/3DS/
3DS LL）本体への引っ越し

● 3DS/3DS LL本体からNew 3DS/
New 3DS LL本体への引っ越し

● 3DS/3DS LL本体同士の引っ越し
● New 3DS/New 3DS LL本体同士の引

っ越し

。
っ

い
/i

し越っ引らかiSDードンテンニ



※ 3DSシリーズ本体からDSi/DSi LL本
体への引っ越しはできません。一度引
っ越しすると、元に戻すことはできま
せんのでご注意ください。

※ データはまとめて引っ越しされます。
一部のデータやソフトだけを選択して
引っ越すことはできません。

※ New 3DS/New 3DS LL本体から
3DS/3DS LL本体への引っ越しはでき
ません。一度引っ越しすると、元に戻
すことはできませんのでご注意くださ
い。

本体内蔵ソフトのセーブデ
タや、ニンテンドーeショ
プの残高、ダウンロードソ
トの｢ご利用記録｣などを引
越しします。

っ
フ
ッ
ー

し越っ引とSD3ードンテンニ

。いさだくて
しドーロンウダに体本LL iSD/iSDのち

持お、を)料無(｣し越っ引
のへSD3ードンテンニ「ト
フソし越っ引らかプッョシ
iSDードンテンニ、に前事

。すで要必がドーロンウダの
トフソし越っ引に体本LL iSD/iSD

。いさだくみ読
おを書明説扱取の体本LL iSD/iSD
はくしわく、ていつにプッョシiSD ●

。すまり
あが要必るす続接にトッネータンイ ●



。）んせま
きで録登再といなしを」化期初の体
本「、は合場るいてれさ録登がDIク
ーワトッネードンテンニの別、とあ
たし除解を録登（すまきで録登再み
ので体本の先し越っ引、はDIクーワ
トッネードンテンニたし除解を録登 ●

。んせまきではとこ
るめとまにDIのつ1をどなトフソた
れさ入購でDIのれぞれそ、めたのそ
。んせまきではとこるす合統とDIのか

ほ、はDIクーワトッネードンテンニ ●
。すまりなにうよるきでし越っ引

、れさ除解が録登のDIクーワトッネー
ドンテンニらか体本の先し越っ引、と
るすを）23→（」化期初の体本「で体
本の先し越っ引。んせまきでし越っ引
、は合場るいてれさ録登がDIクーワト

ッネードンテンニに体本の先し越っ引
は

合場るいてれさ録登がDIクーワトッ
ネードンテンニに体本の先し越っ引



29 ニンテンドーDSiから引っ越し

※ 引っ越し先の「DSソフト用設定」の
Wi-Fiユーザー情報を上書きします。

※ Wi-FiコネクションIDは、DSi/DSi LL
本体から消去されます。Wi-Fiコネクシ
ョンIDについてくわしくは、DSi/DSi
LL本体の取扱説明書をお読みください。

※ インターネット設定の上級者設定は引
っ越しされません。

Wi-Fiユーザー情報の引っ越しに関す
るご注意

ニンテンドーDSi/DSi LLからのデータの
引っ越しができます。

。すましし
越っ引をターデ声音や真写
、たし録記で」ドンウサiSD

ードンテンニ「や」ラメ
カiSDードンテンニ「トフ
ソ蔵内の体本LL iSD/iSD

ターデ声
音・真写

。す
ましし越っ引をアェウiSDアェウiSD

。すましし越っ
引をDIンョシクネコiF-iW
と定設続接トッネータンイ

報情ーザ
ーユiF-iW

ターデるきでし越っ引



引っ越し先の本体にはDSiウェアのみ引っ
越しされ、セーブデータは引っ越しされま

● DSi/DSi LL本体のSDカードに保存し
た写真を引っ越ししたい場合は、
DSi/DSi LL本体のSDカードから本体
保存メモリーにコピーする必要があり
ます。

引っ越し先の本体保存メモリーに写真や音
声データが保存されている場合は、すべて
消去されます。引っ越し先の本体保存メモ
リーに写真や音声データが保存されている
場合は、引っ越しする前にSDカードにコ
ピーしてください。

写真・音声データの引っ越しに関する
ご注意

DSiウェアの引っ越しに関するご注意

3DSシリーズ
本体

DSi/DSi LL
本体

❶

は合
場いなくたし去消をターデ声音や真
写のーリモメ存保体本の先し越っ引

。んせまれさ去消、とくお
てしーピコにドーカDSをターデ声音や
真写のーリモメ存保体本に前し越っ引

去消がター
デ声音や真写のーリモメ存保体本 ❶



● 引っ越しをしたDSiウェアは、引っ越し
先の本体保存メモリーに保存されます。
本体保存メモリーの空き容量が足りな
い場合は、引っ越しできません。「本
体設定」の「データ管理」で、すでに
保存されているDSiウェアをSDカード
にコピーしたあと、本体保存メモリー
から消去してください。

せん。また、引っ越しすると、DSi/DSi
LL本体では、ソフトと一緒にセーブデー
タも消去されます。引っ越しによってセー
ブデータを失ってもよいか、事前にご確認
のうえ引っ越しを行ってください。

❷❶

動移が
）しなターデブーセ（アェウiSD ❷

去消がターデブ
ーセとアェウiSDとるすし越っ引 ❶



● 無料のDSiウェアや、ニンテンドーeシ
ョップで販売されていないDSiウェアな
どは引っ越しできません。引っ越しで
きないDSiウェアについてくわしくは、
任天堂ホームページでご覧いただけま
す。

● ニンテンドーDSiポイントや、DSi/DSi
LL本体にはじめから入っているソフト
は引っ越しできません。

● 引っ越し先の本体に同じソフトがある
場合は、そのソフトは引っ越しされま
せん。

3DSシリーズ本体の操作

｢ニンテンドーDSiシリ
ズから引っ越し｣をタッチ

ー

るすし越っ引

。すまきでがとこぶ遊てしドーロ
ンウダ再で料無らかプッョシeードンテ
ンニ、でのすまれさ動移にプッョシeー
ドンテンニは」録記用利ご「、がんせ
まれさ存保に体本ズーリシSD3は体自
トフソ、合場のそ。すまきでし越っ引
もで合場いないてれさ存保に体本、て
しりたいてしーピコにドーカDS、りた
いてし去消、をアェウiSDたし入購度一

は合場るいてしーピコにドーカDS
はたま去消をアェウiSDたし入購

。すまりあ
が要必す直し入購てっ使をトンイポ

iSD、はにるすにうよるべ遊度一う
も。すまりなくなべ遊で体本LL iSD
/iSD、はアェウiSDたしし越っ引 ※



● 引っ越しに関する注意を確認して
｢つぎへ｣をタッチしてください。

● 以降は、画面の案内に従って引っ越
ししてください。

DSi/DSi LL本体の操作

● 以降は、画面の案内に従って引っ越
ししてください。

｢DSiから受信」をタ

DSiメニューから｢ニン
テンドー3DSへのひっ
こし｣をはじめる

チ
ッ



30 ニンテンドー3DSと引っ越し

ニンテンドー3DSシリーズ本体同士でデ
ータの引っ越しができます。

ターデるきでし越っ引



。すまり
なにうよるきでが録登再
みので体本の先し越っ引
はDIのそ、合場るあが
DIクーワトッネードン
テンニたいてし録登に去
過、で体本の元し越っ引 ※

。すま
しし越っ引を報情のそとDI
クーワトッネードンテンニ

DI
クーワト
ッネード
ンテンニ

。すま
しし越っ引をターデブーセ
のそとアェウiSDるいてれ
さ存保にーリモメ存保体本

アェウiSD

。すましし越
っ引をターデブーセのトフ
ソ蔵内体本どなターデiiMの
オジタスiiM、声音のドンウ
サSD3ードンテンニ、真写
のラメカSD3ードンテンニ
やトスリドンレフるいてれ
さ存保にーリモメ存保体本

ター
デブーセ
のトフソ
蔵内体本

。すましし越っ引をDIンョ
シクネコiF-iWと定設続接ト
ッネータンイの用トフソSD

定設用
トフソSD



SDカード内のデータの移行方法は、引っ
越しする本体によって異なります。

SDカード内のデータの移行方法につ
いて

合
場るすし越っ引で士同LL SD3 weN
/SD3 weNはたま士同LL SD3/SD3

権用使
のターデ
るいてれ
さ存保に
ドーカDS

。いさだく覧ごを記
下、はていつに法方行移の
ターデの内ドーカDS。す
ましし越っ引を利権るきで
用使を)どなツンテンコ加
追、ターデブーセのそやト
フソドーロンウダ(ターデる
いてれさ存保にドーカDS

。す
まきで認確で面画に前る
すし越っ引は録記用利ご
いなきでし越っ引。すま
りあが合場いなきでし越
っ引は録記用利ごの部一 ※

。すまれさ合統が
高残と録記用利ごの士同体
本るすし越っ引。すましし
越っ引を高残と録記用利ご
のプッョシeードンテンニ

高残と
録記用利
ごのプッ
ョシeード

ンテンニ



● 引っ越し元のSDカードのデータは、引
っ越し先の本体でのみ使用できます。
引っ越し後は、引っ越し元で使用して
いたSDカードを引っ越し先の本体に差
し替えてから使用してください。SDカ
ードを差し替えずに使用した場合、ソ
フトによってはセーブデータが使用で
きなくなることがあります。

New 3DS/
New 3DS LL

New 3DS/
New 3DS LL

引っ越し元 引っ越し先

引っ越し元 引っ越し先

3DS/3DS LL 3DS/3DS LL

❶

❶

合場るすし越っ引にLL SD3 weN
/SD3 weNらかLL SD3/SD3

るす用使でん込し差に体本の先し
越っ引をドーカDSの元し越っ引 ❶



引っ越し元の3DS/3DS LL本体のSDカー
ドは、引っ越し先のNew 3DS/
New 3DS LL本体のmicroSDカードスロ
ットに差し込めないため、次の3つのデー
タの移行方法が選べます。

① 「通信でぜんぶ移動」
3DS/3DS LLに差し込まれているSD
カード内のすべてのデータを、
New 3DS/New 3DS LLに差し込まれ
ているmicroSDカードに転送します。
※ 転送するデータの容量によって引っ

越しにかかる時間が⻑くなります。
※ 引っ越し先のmicroSDカードの空き

容量が足りない場合は引っ越しでき
ません。一度引っ越しをやめて、不
要な写真やムービー、音声データ、
ソフトを消去してください。それで
も足りない場合は、引っ越し先の
microSDカードをより大容量のもの
に差し替えるか、データの移行方法
を「通信で容量の小さいmicroSDカ
ードに移動」にして引っ越ししてく
ださい。

② 「通信で容量の小さいmicroSDカードに
移動」

3DS/3DS LL New 3DS/
New 3DS LL

引っ越し先引っ越し元



③ 「パソコンを使って移動」
SDカードのデータを引っ越し先の
microSDカードに転送しません。引っ
越しが完了したあとで、パソコンを使
ってSDカードのデータをすべて
microSDカードにコピーしてくださ
い。コピー後、そのmicroSDカードを
引っ越し先の本体に差し込んで使用し
てください。
※ 引っ越し元の本体で、microSDカー

ドをSDカードアダプターに差し込
んで使用していた場合は、パソコン
でコピーする必要はありません。引
っ越し完了後、そのmicroSDカード
を引っ越し先の本体に差し込んで使
用してください。

引っ越し先のmicroSDカードの容量が
不足するときに選んでください。SDカ
ードにダウンロードしている3DSソフ
ト以外のデータを引っ越し先の
microSDカードに転送します。引っ越
し後に、必要なソフトをニンテンドーe
ショップから再ダウンロード（無料）
する必要があります。
※ セーブデータはソフトをダウンロー

ドしたあと、はじめて起動するとき
に復元されます。

コにドーカDSorcimをターデのてべ
すの内ドーカDS、てし用使をどな
ータイラ/ーダーリドーカDSorcim

の販市、やトッロスドーカDS
のンコソパ、は合場るすーピコにド
ーカDSorcimをターデのドーカDS

るすー
ピコをターデにドーカDSorcim



。いさ
だくてしーピコとごダルォフず必
、はダルォフ」SD3 odnetniN「

をどなブーセでん遊でトフソのド
ーカDSorcimの先ーピコ、たま

意注ごるす関にーピコ

ダルォフ
」SD3 odnetniN「

ドーカ
DSorcim

ンコソパ

。いさだくでいなしりたし
を更変の名ルイァフ、去消や動移
のルイァフ、りたし変改をターデ
の内ダルォフ」SD3 odnetniN「 ※

。）ん
せまいてれま含はターデ真写（
すまいてれさ存保がどなターデブ
ーセのそやトフソドーロンウダ
はにダルォフ」SD3 odnetniN「 ※

。いさだくてしーピコに
層階の上番一のドーカDSorcim
はダルォフ」SD3 odnetniN「 ※

。）いさだくてっ行らか
てしーピコにどなンコソパに前
去消、は合場るあがターデな要
必（いさだくてしーピコらかてし
去消、は合場るあがターデにドー
カDSorcimの先ーピコ。いさだ
くてしーピコにドーカDSorcim

いないてっ入も何がターデ ※

。）いさだくてしーピコとごダル
ォフはダルォフ」SD3 odnetniN「
の内ドーカDS（いさだくてしーピ



。いさ
だく意注ごでのるなくなきで用使
がターデたしーピコ、といなしー
ピコとごダルォフずせ変改を容内
の内ダルォフ」SD3 odnetniN「

。んせまきで識認で体本
、もてしーピコに別個をルイァフ

の内ダルォフ」SD3 odnetniN「

。んせまきではとこ
るす用使で法方ーピコなうよの次

。い
さだく意注ごでのるなくなきで
用使がターデの先ーピコ、とるす
ーピコでき書上。んせまきではと
こす直し存保にドーカDSorcim

の枚1、をトフソドーロンウ
ダたれさ存保にドーカDSの数複

。いさ
だくてし用使をドーカDSorcim

の先ーピコ、ずせ用使は
ターデの元ーピコ。んせまきでは
とこるす用使数複、てしーピコを
トフソじ同てしとターデ用プッア
クッバ。すまりあが合場るなくな
きで用使はトフソじ同の内ドーカ
DSたいてし用使に前以、とるす



※ 引っ越し先の本体保存メモリーに保存
されているDSiウェア以外のデータ(内
蔵ソフトのセーブデータなど)は、一度
すべて消去されたあと、引っ越し元の
本体のデータが書き込まれます。引っ
越し先の本体保存メモリーに写真や音

データは、すべてまとめて引っ越しされま
す。引っ越ししたあとは、引っ越し元の本
体のデータがすべて消去されます。

引っ越しに関するご注意

。いさ
だくでん込し差に体本の先し越っ引て
しーピコにドーカDSorcimの別てっ使
をンコソパ、にうよじ同と」動移てっ
使をンコソパ「をターデのドーカDSの
降以目枚2とあたしし越っ引、は合場
るいてし用利をドーカDSの枚数複。ん
せまきで送転かしターデのドーカDSの
枚1、は」動移にドーカDSorcimいさ
小の量容で信通「」動移ぶんぜで信通「

は合場るいてし用利をドー
カDSの枚数複で体本の元し越っ引

❶ ❷

き
書上がターデのーリモメ存保体本 ❷

去消はターデのーリモメ存保体本 ❶



声データが保存されている場合は、引
っ越しする前にSDカードにコピーして
ください。

。すまりなにうよるき
で用使で体本の先し越っ引、がター
デブーセのそとトフソの元し越っ引

。すまりなくなきで用使
もターデブーセ、れさ去消が録記用
利ごのトフソじ同の先し越っ引、は
合場たしをし越っ引で士同体本るい
てし入購をトフソドーロンウダじ同 ●

。すまきで用使ま
まのそもとあたしし越っ引、とくお
てしーピコにーリモメ存保体本の先
し越っ引、に前るすし越っ引はター
デブーセのそとアェウiSD、しだた

。)すまきでドーロンウダ再
で料無らかプッョシeードンテンニ
、はトフソ(すまりなくなきで用使は

どなターデブーセのそ、やトフソド
ーロンウダるいてれさ存保にドーカ
DSたいてし用使で体本の先し越っ引 ●

意
注ごのていつにトフソドーロンウダ

。んせまきでし越っ引は合場うま
してえ超を限上の額金るきで録登、が
計合の高残の先し越っ引と元し越っ引

意注ごのてい
つに高残のプッョシeードンテンニ

るすし越っ引



引っ越し先の本体の操作

● 以降は、画面の案内に従って引っ越
ししてください。

引っ越し元/
引っ越し先の本体の操作

● 引っ越しに関する注意を確認して
「同意する」をタッチしてください。

引っ越し元の本体の操作

「ニンテンドー3DSシ
ーズと引っ越し」を
ッ

｢この本体から送信」
タッ

｢別の3DSから受信」
タッ

● 以降は、画面の案内に従って引っ越
ししてください。

● 引っ越し元の本体にニンテンドーネ
ットワークIDが登録されている場合
は、パスワード入力画面が表⺬され
ます。

チ
を

チ
を

チ
タ
リ



。す
まきでもとこるす去消でん選をターデ
ブーセで」理管ターデブーセ「、たま

。すまきで認確らか」理
管ターデブーセ「をターデブーセたし

送転にきとたしし越っ引
、は合場たしし越っ引で
」動移にドーカDSorcim

いさ小の量容で信通「

合場たしし越
っ引で」動移にドーカDSorcimいさ
小の量容で信通「にLL SD3 weN
/SD3 weNらかLL SD3/SD3



31 本体の更新

「OK」をタッチ

● 本体の更新はインターネットに接続し
て行います。事前にインターネットの
設定をしてください。

※ 本体を十分に充電してから更新してく
ださい。バッテリー残量が少ない場合
は更新できません。

※ 更新される内容は、任天堂ホームペー
ジをご覧ください。

表⺬される内容をよく読んで、同
意できる場合は「同意する」をタ
ッチ
※ 同意しない場合は更新できません。

HOMEメニューや内蔵ソフ
で、機能やソフトの追加が
るときに本体の更新を行
と、本体を最新の状態にでき
ます。

う
あ
ト



。すまりあが性
能可るなくなきで動起がトフソ、は合
場いなれさ意同に新更能機体本、たま

。すま
りあがとこるれさ去消や更変くな知告
の前事、はどなターデ、ツンテンコや
アェウトフソたし連関に造改いないてし
認承が堂天任。すまりあが性能可るな
くなし動起が体本りよに新更能機体本
、は合場たっ行を造改いないてし認承

が堂天任はたま、合場たし用使を器機
いないてし認承が堂天任や器機な法違

ていつに新更の体本

ていつに新更動自の体本

。んせまれさ⺬表もどな
面画認確、くな知告の前事は新更動自

。すまし新更で動自を能機のめたく
だたいてし用使に適快を体本、どな加
追のトンイポスセクアるきで用利をス
ビーサのンーゾードンテンニ、」トスリ
ドーワGN「るす限制を用使の葉言るじ
感に快不が手相信通や方るなにい使お



32 本体の初期化

※ ニンテンドーネットワークIDを登録し
ている場合、本体の初期化をするには、
インターネット接続が必要です。

※ 本体の更新を行ったあとに初期化して
も、更新前のシステムバージョンには
戻りません。

本体に保存されているデー
を消去し、工場出荷時の状
にします

）3※（
録登のDIクーワトッネードンテンニ ●

プッアクッバのターデブーセ -
ターデ加追 -

）1※（ツンテンコ加追 -
ターデブーセの

そと）1※（トフソドーロンウダ -

ーワトッネードンテンニ（。いさ
だく承了ごめじからあ。すまりあ
がとこるなくなきでドーロンウダ
再はトフソたれさ了終はたま止中
を信配。すまきでドーロンウダ再
で料無らかプッョシeードンテンニ 1※

）2※（ターデの次の内ドーカDS ●
ターデブーセの

そと）1※（トフソたし加追に体本 ●
報情定設の体本 ●

真写のてべすの内ーリモメ存保体本 ●
ターデブーセのトフソ蔵内体本 ●

）どな数歩
、トスリせらしおやトスリドンレフ（

ターデブーセの内ーリモメ存保体本 ●

。んせまり戻に元れ
さ去消がターデの次、とるす化期初

。
態
タ



は合場るいてし録登
をDIクーワトッネードンテンニ

。いさだくてっ行を）82→（
」し越っ引のターデとトフソ「く
なはで化期初の体本、は合場るす用
使をDIクーワトッネードンテンニじ
同で体本のかほ。んせまきで録登に
体本のかほもてし除解を録登てしを
化期初の体本、はDIクーワトッネー
ドンテンニたし録登度一に体本のこ

は合場るすり
たし渡譲に人他、りたし棄廃を体本

。すまきで録登再らか」るす録
登をDIのみ済成作「の」定設DIク
ーワトッネードンテンニ「。んせ
まれさ去消はDIクーワトッネード
ンテンニ、もてしを化期初の体本 3※

。すまりなくなき
で用使はターデのそ、がんせまれ
さ去消はターデの内ドーカDS、は
合場たし化期初てい抜をドーカDS
たし存保をターデブーセやトフソ 2※

））4→（。んせまきで
ドーロンウダ再といなし録登をDI
じ同、は合場たいてし録登をDIク

。いさだくてし除削も録記用利ごら
かプッョシeードンテンニに前るすを化
期初の体本、は合場いないてし録登を
DIクーワトッネードンテンニ。いさだ
くてし去消もターデ声音や真写の内ドー
カDS、いなえ消もてしを化期初の体本
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