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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
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。

の



2 HOMEメニューとは

本体の電源をONにすると表⺬されるメニ
ューです。HOMEメニューから遊びたいソ
フトのアイコンを選んで、ソフトをはじめ
ることができます。
また、今日の歩数や日時などが表⺬されて
いたり、いつの間に通信で新しい情報を受
け取ると、ソフトアイコン が表⺬され
たりするので、本体の現在の状況を知るこ
とができます。
● 本体のとを同時に押すとカメラモ

ードになり、写真を撮影したり、QRコ
ードを読み取ったりすることができま
す。（→14）

※ この説明書で使用している画面は一例
です。実際の画面とは異なる場合があ
ります。

に



3 HOMEメニュー画面

本体のバッテリー残量を表⺬します。

本体を持ち歩くと歩数がカウントされ、
100歩で1枚のゲームコインが貯まりま
す。ゲームコインは1日10枚まで、最大
300枚まで貯めることができ、対応ゲー
ムで使用できます。
● 歩数は、スリープモードにしていると

きにカウントされます。
● DS/DSiソフトを一度も終了することな

くプレイや中断の状態を続けた場合、7
日間分の歩数までしかカウントされま
せん。その場合は、一度ソフトを終了
すると、歩数がカウントされるように
なります。

❺
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をタッチすると、画面に表⺬され
るソフトアイコンの大きさが変わります。

アイコンをタッチすると次の機能が使用で
きます。くわしい操作方法は、各機能の電
子説明書をご覧ください。
● ソフトの中断中でも利用できます。

（→6）

：ゲームメモ
いつでも手書きのメモを書くことが
できます。

選んだソフトによって表⺬が切り替わりま
す。マイクに入った音に反応して動きが変
化します。

いな少
 

い多

）滅点（かずわり残

⺬表の面画上 ❺

---------------------------------------------------

了完電充
）滅点（中電充

能機のーュニメEMOH ❽

）8→（定設ーュニメEMOH ❻

 / 

更変ズイサのンコイアトフソ ❼



：おしらせリスト
いつの間に通信やすれちがい通信
で、任天堂からのおしらせや、遊ん
でいるゲームソフトからのおしらせ
など、いろんなおしらせを受け取れ
ます。

下画面をタッチしたまま左右にスライドす
ると、画面がスクロールします。

※ Miiverseへ投稿したり、コメント
を書いたりするには、ニンテンド
ーネットワークIDが必要です。

：Miiverse（ミーバース）
世界の人たちがMiiを通じてつなが
るネットワークサービスです。プレ
イしているソフトの体験や、興味を
持っている話題を、世界中の人たち
と共有できます。

：フレンドリスト
フレンドを登録すると、遠く離れた
場所にいる友達とインターネットを
通じて通信プレイを楽しむことがで
きます。

※ ニンテンドーネットワークIDのフ
レンドと、この本体のフレンドは
別のものです。このフレンドリス
トでは、ニンテンドーネットワー
クIDのフレンドの登録や変更はで
きません。

：インターネットブラウザー
インターネットのホームページ（ウ
ェブページ）を見ることができま
す。

）5→（ンコイアトフソ ❾



● 画面端 をタッチして、画面を
スクロールすることもできます。

影撮てせわ合を面画下上：右＋

影撮を面画上：上＋

。すまきで影撮みの
面画下、は）6→（中断中のトフソ ※

影撮を面画下：下＋

。）8→（すまきでもとこ
るす稿投に）スビーサ・グンキーワ
トッネ・ルャシーソ（SNSらか」ル
ーツ稿投像画SD3ードンテンニ「の
定設ーュニメEMOHを真写たし影撮 ●

。すまきでがとこ
る見でラメカSD3、は真写たし影撮 ●

るす影撮を面画のーュニメEMOH

。すまきで影
撮を真写面画のーュニメEMOH、とす
押を右や下上のンタボ字十らがなし
押をンタボに中⺬表ーュニメEMOH

 / の



4 通信モード

現在の通信モードがHOMEメニューの上
画面に表⺬されます。

：
インターネットに接続しています。

：
すれちがい通信の相手を探している状態で
す。すれちがい通信対応の内蔵ソフトやニ
ンテンドー3DSソフトで、すれちがい通
信の登録をしておくと、近くにあるほかの
3DSシリーズ本体を自動的に探して通信
し、情報のやりとりができます。

：
近くにあるほかの3DSシリーズ本体と通
信しています。フレンドリストでの「近く
の人とフレンド登録」やダウンロードプレ
イなどはローカル通信で通信します。ロー
カル通信中は、受信電波の強さを表すアイ
コン（受信強度アイコン が表⺬され
ます。電波が強いほど、快適に通信できま
す。

：
本体の無線通信がONで通信していないと
きに表⺬されます。

：
本体の無線通信がOFFのときに表⺬されま
す。

 

 

）

 

 

 



5 ソフトアイコン

いつの間に通信での無料ソフト配信や、ニ
ンテンドーeショップでのソフト購入など
で、HOMEメニューにソフトアイコンが
追加されます（ソフトはSDカードに300
個まで追加できます）。
● おしらせリスト（→3）に新しいおしら

せがあったときなどは、ソフトアイコ
ン が付きます。

ゲームカードスロットにゲームカードを差
し込むと、そのゲームのアイコンが表⺬さ
れます。

ソフトアイコンには次のような種類があり
ます。

3DSカード

DS/DSiカード：

：

ンコイアトフソドーカ

。すまりわ替れ入がンコイア、は合場
たせさ動移にろことるあのンコイア ●

動移のンコイアトフソ

。いさだくてし離をンペチッタ
、てせさ動移にろことのみ好おままた

しチッタ。すまりなにうよるきで動移
、とるけ続しチッタをンコイアのトフソ

  /  に



本体にはじめから内蔵されているソフトで
す。

ンコイアトフソ蔵内体本



。すまきで認確を間時だん遊で
トフソ、や数歩たい歩ち持を体本

帳くろき出い思

。す
でムーゲグンィテーュシるなに
ータクラャキが顔の達友やたなあ

グンィテーュシ顔

。すでムーゲ実現張拡ぶ遊てし映
でラメカ側外をドーカRAの属付

ズムーゲRA

。すまきでりたし
入購をトフソドーロンウダ、りた
見を像映や報情のトフソなんろい

プッョシeードンテンニ

。すで場広るま集が
iiMのんさくたで信通いがちれす

場広iiMいがちれす

。すま
きでがとこる作をiiM、てしと身
分の達友・族家のたなあやたなあ

オジタスiiM

。すまきでり
たし音録を声音、りたい聴を楽音

ドンウサSD3ードンテンニ

。すまきで影撮をー
ビームD3や真写D3るあの感体立

ラメカSD3ードンテンニ

。すまし⺬表を項事
意注のめたるす用使に全安を体本

にめたるす用使に全安



。すまべ遊でイレプ信通と
体本のかほ、てっ使をトフソ応対

イレプドーロンウダ

。すま
きで用利をスビーサなんろい、で
内アリエのンーゾードンテンニ

アーュビンーゾードンテンニ

。すまし
を定設の体本、どな定設の限制用
使るよに者護保やトッネータンイ

定設体本

他のそ

。すまき
でもとこるめじはにぐすをド
ーロンウダのトフソるいでん
選、てしチッタを」るす信受
ぐすまい「。すまきで認確を
況状ドーロンウダ、とるすチ
ッタをンコイアるいてし滅点 ※

。いさだくてしドーロ
ンウダてしにドーモプーリス
で所場るきで続接にトッネー
タンイ。すまし滅点は合場い
ないてし了完がドーロンウダ ※

。いさだくて
い開てしチッタ。すまれさ⺬表と
るれさ加追がトフソドーロンウダ

ンコイアトンゼレプ



6 ソフトをはじめる

ソフトのプレイ中にHOMEボタンを押す
と、ソフトが中断されHOMEメニューが
表⺬されます。
HOMEメニューで「おわる」をタッチした
場合は、ソフトが終了します。「再開」を
タッチした場合は、中断しているソフトを
再開できます。

ソフトアイコンをタッチしたあと、「はじ
める」をタッチするとソフトをはじめるこ
とができます。

。すまりなに因原の障故、どなるすり
たえ消、りたれ壊がターデ。いさだく
でいなしりたしにFFOを源電、りたい
抜をドーカDSやドーカムーゲに中断中

。いさだくでいなしりたしにFFO
を源電、りたい抜をトフソに中断中

。いさだ
くてし了終をトフソらかてしブーセ

。いさだくてし了終をトフソらかてし
ブーセ。んせまれさ存保はターデいな
いてれさブーセ、とるす了終をトフソ

るす了終 / 断中をトフソ



ソフトの中断中は、HOMEメニュー設定
や ゲームメモ・ フレンドリスト・ お
しらせリスト・ インターネットブラウザ
ー・ Miiverse・カメラモード・電子説明
書を使用できます。

※ ソフトの状態（無線通信機能やカメラ
を使用しているなど）によっては、
HOMEメニューを表⺬できなかったり、
HOMEメニューの一部の機能が使用で
きなかったりする場合があります。ま
た、HOMEメニューの一部の機能が使
用できないソフトもあります。

※ DS/DSiソフトのプレイ中はHOMEメ
ニューを使用できません。

● ほかのソフトをはじめることもできま
すが、その場合は中断しているソフト
が終了されます。

とこるきでに中断中をトフソ



7 ソフトの電子説明書を見る

● 上下にスライドしてページ内をスク
ロールし、左右にスライドしてペー
ジを切り替えてください。

ページを見る

電子説明書を
おわる

文字サイズの
切り替え

● 上下にスライドしてもくじをスクロ
ールし、見たいページをタッチして
ください。

もくじを選ぶ

本体で見ることができる電子
説明書が付いたソフトを選
だ場合は、「説明書｣ボ
が表⺬されます。タッチ
と、選んでいるソフトの電子説明書を見る
ことができます。

るす
ンタ
ん

たか見の書明説子電



8 HOMEメニュー設定

HOMEメニュー を
チすると、次の設定を変
きます。また、HOMEメニュ
ーの説明書（本書）を見るこ
ともできます。

で更
ッタで



る
ざかをジッバ

。すまきでがと
こるざか、てべ並をジ
ッバにーュニメEMOH

)11→(。すまきで
がとこす出び呼てし存
保をび並のジッバ、ン
コイアトフソやマーテ

ーュニ
メEMOHイマ

。すまり戻にNO
に的動自とるなく
なわ使をラメカ。す
まれさ定固にさる明
の面画のきとたし用
使をラメカ、りなに
FFOは時用使ラメカ
、もていてしにNO
を節調動自のさる明 ※

。すま
りなにFFOは中イレ
プをトフソiSD/SD ※

。すまし節調に
的動自をさる明の面画
、てっよにさる明の囲周

節調
動自のさる明

さる明の面画 。すまきで節調
で階段5をさる明の面画

。すまり
あが要必くおでん込
し差をドーカDS、は
にるす用使をマーテ ※

）01
→（。すまきでもとこ
るす加追をマーテでプ
ッョシマーテ、たま）9
→（。すまれらえ変を
ンイザデ、でん選をマ
ーテのーュニメEMOH

る
え変をマーテ



。んせ
まきで稿投は真写た
し影撮でラメカSD3 ※

。すで要必がンイ
グロのへSNS各、と
続接トッネータンイ ※

。いさだ
くてし認確で内」ルー
ツ稿投像画SD3ードン
テンニ「は法方作操いし
わく。すまきで稿投に
SNSのどなkoobecaF

やrettiwT、を真写
面画のーュニメEMOH

たし影撮、とう使を
」ルーツ稿投像画SD3

ードンテンニ「。すまし
スセクアに」ルーツ稿
投像画SD3ードンテン
ニ「、てし動起をーザ
ウラブトッネータンイ

ルーツ
稿投像画SD3
ードンテンニ

CFN
/信通線無

。すまえ替り切をFFO
/NOのCFNと信通線無

ドーモネエ省

。）す
でFFOは時荷出場工（

すまきでがとこるす
用使で像映のままのそ
、がすまりなく短は間
時続持ーリテッバとる
すにFFO。すまえ抑を
費消のーリテッバ、て
し整調に的動自を幅の
調階の色やさる明の面
画、てせわ合に像映る
れさ⺬表、とるすにNO



。すまめじはを定設体本定設体本

書明説のー
ュニメEMOH

。すまし
⺬表を）書本（書明説
子電のーュニメEMOH

定設obiima

。い
さだく覧ごを)/obiima
/pj.oc.odnetnin.www

//:ptth(ジーペムー
ホ堂天任、はくしわく

。すで)どなア
ュギィフータクラャキ(
品商るべ遊てし動連と
トフソ応対obiima、し
用利を)信通線無離距近(
CFNはobiima。すまき
でがどな化期初や定設
の]ボーミア[™obiima

プッョシe
ードンテンニ

。すまめじはを
プッョシeードンテンニ

にきとるいでん遊でトフソiSD/SD

。すま
りあも合場るなにFFOが源電にぐす
、はきといな少が量残ーリテッバ、た

ま。すまりあが合場るなに色赤らか
色⻘がプンラ源電、めたるなくき大
が量力電な要必とるすくる明を面画 ※

係関の
間時続持ーリテッバとさる明の面画

。すま
りなく⻑とるすく暗、りなく短が間時
続持ーリテッバ、とるすくる明を面画



FFOドーモネエ省：左
るげ下をさる明の面画：下
るげ上をさる明の面画：上

。す押を
ンタボ字十らがなし押をンタボTRATS

はにるす定設

。す
まきでが定設の信通線無、ドーモネエ
省や整調さる明の面画、とるすを作操
の次で態状たし断中をトフソ、し押を
ンタボEMOH。んせまきで用使をーュ
ニメEMOHはきとぶ遊でトフソiSD/SD

NOドーモネエ省：右

。んせまきでにNOを信通
線無、は中イレプをトフソiSD/SD ※

FFO信通線無：
。す押

をンタボらがなし押をンタボTRATS

-----------------------------------------------



9 テーマを変える

テーマを変えると、HOMEメニューの壁
紙やアイコンのデザイン、音楽や効果音な
どを変えられます。テーマを変えたり、テ
ーマショップを見たりするには、HOMEメ
ニュー設定の「テーマを変える」をタッチ
します。

タッチすると、購入したテーマをならべ
かえたり、消去したりできます。

利用できるテーマの一覧が表⺬されます。
タッチして、設定するテーマを選んでくだ
さい。

いくつかのテーマを設定すると、HOMEメ
ニューをしばらくスリープモードにしたあ
とや、本体の電源をONにしたときなどに
テーマを自動的に切り替えます。

❷
❸

❶
❹

ルフッャシり入に気お ❸

る
す去消 / るえかべらなをマーテ ❹

覧一マーテ ❷

）01→（る見をプッョシマーテ ❶



※ 本体にはじめから入っているテーマは
ならべかえたり、消去したりできませ
ん。

※ 消去したテーマはテーマショップから
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テーマは再ダ
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。

※ ｢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。くわしくは、
ニンテンドーeショップの電子説明書を
お読みください。



10 テーマショップ(有料)

おすすめのテーマが特集されています。タ
ッチすると、その特集のテーマが一覧で表
⺬されます。テーマをタッチすると、その
テーマの詳細情報が表⺬されます。

タッチすると新しく配信されたテーマが一
覧で表⺬されます。

※ 購入したテーマは、HOMEメニューの
追加コンテンツとしてSDカードに保存
されます。

※ テーマを購入するためにはインターネ
ット接続が必要です。

HOMEメニュー設定の「テーマを変える」
の中にある「テーマショップ」で、新しい
テーマを購入できます。

ダウンロード番号の入力：
ダウンロード番号を入力してテーマをダウ
ンロードできます。

おしらせ配信の設定：
HOMEメニューのおしらせリストにテーマ
ショップからのおしらせを配信する／しな
いを切り替えます。

❶

❷

❸

マーテ着新 ❶

覧一集特のマーテ ❷

ーュニメプッョシマーテ ❸



● 購入するとテーマのダウンロードがは
じまります。ダウンロード後、HOME
メニュー設定の「テーマを変える」

（→9）で購入したテーマを選んでくだ
さい。

テーマの詳細情報画面で「購
入する」をタッチし、画面
案内に従って購入してくだ
い

。いさだくてし加追を高残
、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、はにるす入購をマーテ

るす加追を高残

。んせまきで用使もでん
込し差をドーカDSに体本の他。すま
きで用使みので体本たいてし用使に
時ドーロンウダ、はマーテたし入購 ●

。んせまきでは
換交・金返・品返のマーテたし入購 ●

意注ごるす関に入購のマーテ

。
さ
の

るす入購をマーテ



。すまきで認確で」マーテのみ
済入購「るあに下番一の面画プットの
プッョシマーテ、は歴履入購のマーテ

ていつに歴履入購のマーテ

。すまきでもとこる見を歴履入購で録
記用利ごのプッョシeードンテンニ ※

。すまえ行らか｣他のそ
・定設｢のプッョシeードンテンニ
、は除削の報情ドーカトッジレク ※

。すまりなにうよるきで加
追を高残、でけだるす力入をドー
ワスパの報情ドーカトッジレクた
し力入に時録登らか回次、とくお
てし録登を報情ドーカトッジレク ※

ー
ネマ子電系通交の部一どなaciuS・

ドーカトッジレク・
号番ドイペリプードンテンニ・

ドーカドイペリプードンテンニ・
。すで要必が

かれずいの記下はにるす加追を高残



11 マイHOMEメニュー

保存したマイHOMEメニューの一覧が表
⺬されます。タッチすると、拡大して表⺬
されます。

※ マイHOMEメニューは最大8個まで保
存できます。

テーマ（→9）やソフトアイコン（→5）、
バッジの並びを保存して、あとから呼び出
すことができます。

選んだマイHOMEメニューがHOMEメニ
ューに設定されます。

※ 拡大した状態で をタッチすると、マ
イHOMEメニューを消去できます。

※ 「お気に入りシャッフル」(→9)を設定
している場合は、 が表⺬されます。

現在のHOMEメニューを保存します。保
存したマイHOMEメニューを上書きするこ
ともできます。

選んだマイHOMEメニューを拡大/縮小し

❸❷

❶

❹

るす小縮/大拡 ❹

るすき書上/存保 ❸

覧一ーュニメEMOHイマ ❶

す出び呼 ❷



ます。



12 セーブデータをバックアップする

● 以降は、画面の案
従ってください

セーブデータのバック
アップ」をタッチ

● セーブデータのバックアップに対応
していないソフトの場合 は表
⺬されません。

バックアップを作成
たいソフトをタッチ
て をタッ

ダウンロードソフトのセーブデータのバッ
クアップを作成できます。バックアップを
作成すると、本体設定の「データ管理」
で、セーブデータをいつでも復元できるよ
うになります。

チ、
し
し

、

「

。
に内



13 フォルダを作成する

HOMEメニューにフォルダを作成して、ソ
フトアイコンを入れることができます。
● フォルダは最大60個まで作ることがで

き、1つのフォルダには最大60個まで
のソフトアイコンが入ります。

（フォルダのアイコン）が表⺬さ
れます。

HOMEメニュー （空きボック
スアイコン）をタッチしたあと、
｢フォルダをつくる」をタッチ

● ソフトアイコンをタッチし続けると
移動できるようになります。タッチ
したままフォルダの上に移動する
と、フォルダが開きます。お好みの
ところに移動させてタッチペンを離
してください。

● フォルダからソフトアイコンを出す
場合は、タッチしたままフォルダの
外にアイコンを移動してください。

作成したフォルダにソフトアイコン
を移動する

、で

 ●



● フォルダを再度開くときは、フォル
ダを選んで「ひらく」をタッチして
ください。

をタッチしてフォルダを閉じ
る

フォルダを選んで「設定」をタッチする
と、フォルダの名前を変更したり、フォル
ダを消去したりできます。

● フォルダの名前を変更すると、名前の1
文字目がHOMEメニューのフォルダの
アイコンに表⺬されます。

※ ソフトアイコンがフォルダ内に1つでも
入っているときは消去できません。

。んせまき
でもとこるれ入をダルォフに中のダル
ォフ、たま。んせまきでがとこるれ入
にダルォフはンコイアトフソドーカ

意注ごるす関にダルォフ

定設のダルォフ



14 写真を撮る/QRコードを読み取る

外カメラ撮影時に表⺬されます。

ニンテンドーeショップ用のQRコードや、
ホームページのアドレスのQRコードを映
すと、情報を読み取って、ニンテンドーe
ショップのページを表⺬したり、インター
ネットブラウザー（→3）でホームページ
を表⺬したりできます。

外カメラでは3D写真が撮影できます。

HOMEメニューでとを同時に押すとカ
メラモードに切り替わります。
● 撮影した写真は3DSカメラで見ること

ができます。

❽

❷

❹ ❼

❺❶

❸

❻

数枚能可存保り残 ❶

） /  / （るす影撮 ❷

え替り切のラメカ外内 ❸

り取み読のドーコRQ ❹

クーマD3 ❺



内カメラと外カメラで、同時に撮影した顔
を合成します。くわしくは、3DSカメラ
の電子説明書をご覧ください。

● 保存先は3DSカメラの「設定」で変更
できます。

：本体保存メモリー
：SDカード

⺬表先存保 ❻

ラメカ体合 ❼

るめじはをラメカSD3 ❽



15 故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら、修理サービスを依
頼される前に、次のページの内容をご確認
ください。
※ 各ゲームや周辺機器の取扱説明書もあ

わせてご確認ください。
● 電源のトラブル（→16）
● 映像・音声のトラブル（→17）
● 操作ができない（→18）
● ソフトで遊べない（→19）
● カメラのトラブル（→20）
● 通信できない（→21）
● その他（→22）
● 修理のご依頼について（→23）



16 電源のトラブル

。すまりあが合
場るすりたっなく⻑りよ常通が間時
電充、りたっかなきで間時⻑がムー
ゲ、はで所場の下以℃5が度温囲周 

？かんせまいてっ行を電充や
ムーゲで所場の下以℃5が度温囲周 ●

。すまきで入
購らか）/troppus/pj.oc.odnetnin
.www//:ptth（ジーペムーホ堂天

任はクッパーリテッバいし新。いさ
だくてし換交にクッパーリテッバい
し新。すで命寿のクッパーリテッバ
、らたっなく短に端極が間時るきで

用使。すまりなく短つずし少が間時
続持ーリテッバ、とす返り繰を電充 

？かんせ
まりあはで命寿のクッパーリテッバ ●

い⻑が間時電充 / い
なきでがムーゲ間時⻑もてし電充満

るなく熱が体本

。いさだくでいなし用使で所場
るもこの熱や所場い高の度温、での
すまりなに因原のどけや温低、とる
いてれ触接直が肌間時⻑に分部い高
の度温。いさだくてし用使で）℃53
～5（境環能可用使の体本。すまり
あが合場るなく高が度温の体本、と
るすりたし用使間時⻑らがなし電充
、りたし用使で所場い高が度温の囲周 

？かんせ
まいてしりたし用使間時⻑らがなし
電充、りたし用使で所場い高の度温 ●



るいでんらくふがクッパーリテッバ

）32→（。いさだくせわ
合い問おにータンセスビーサ堂天任
、し意注にうよいなら触はに液たれ漏
、は合場るいてしれ漏液がクッパー

リテッバ、一万。いさだくてし換交
をクッパーリテッバ、でのすで命寿
はクッパーリテッバたっなく短が間
時能可用使でんらくふ。んせまいざ
ごは題問の上全安、でのんせまりあ
はで障故のクッパーリテッバ。すま
りあが合場むらくふがクッパーリテ
ッバでとこるす電充し返りくや化劣
年経、上質性の池電ンオイムウチリ 



17 映像・音声のトラブル

る出が
）様模まし（紋波の色虹、に面画下

。んせまりあはで障故、が
すまりあがとこるえ見が紋波の色虹
に上面画、りよに響影のどな作操チ
ッタ、化変の度温、射反や折屈の光 

るな異がさる明
や色、とるべ比見を面画下と面画上

。んせ
まりあはで障故、がすまりあが合場
るな異がさる明や色の面画、めたる
な異が様仕は晶液の面画下と面画上 

るあがラムにさる明
の面画下や面画上 / るあが点るす灯
点に常や点い黒、に面画下や面画上

。んせまりあはで障故、がすま
りあがとこるすりた出がラムにさる
明の面画、りたし在存が点るす灯点
に常や点いなし灯点、上性特の晶液 



。んせま
きで⺬表で像映D3はトフソiSD/SD 

？か
んせまいてしイレプをトフソiSD/SD ●

。いさだくし試
おかいなきで⺬表が像映D3でトフソ
SD3の別。んせまりなに⺬表D3も
ていてげ上をムーュリボD3、はで面
場やトフソいないてし応対に⺬表D3 

？か
すで面場やトフソたし応対に⺬表D3 ●

の感体立の⺬表D3でムーュリボD3 
？かんせまい

てっが下でま下番一がムーュリボD3 ●

いくにえ見、いなえ見に像映D3

。いさだくてしにFFOをドーモ
ネエ省や節調動自のさる明、は合場
いたし用使でい合色やさる明の定一

。すまりあが合場るえ見てしり
たっわ変が色、りたしび飛白が色い
淡、はてっよに像映、めたのそ。す
まえ抑を費消のーリテッバ、てし整
調に的動自を幅の調階の色やさる明
の面画、てせわ合に像映るれさ⺬表
、とるすにNOをドーモネエ省、たま

。すまれさ節調に的動自がさる明
の面画てせわ合にさる明のり周、と
るいてしにNOを節調動自のさる明 

？かんせまいてしにNO
をドーモネエ省や節調動自のさる明 ●

るすりた
っなくなえ見が色いる明、りわ変が
さる明に急、りたっわ変がい合色の
面画に手勝 / るわ変がさる明の面画



？かんせまいて
しイレプをトフソたし用使をラメカ ●

。すまりあが合場るいてい働が
能機たっ使をラメカでトフソの中イ
レプ、もてくないてしを影撮ラメカ
。んせまき働が能機止防レブD3、は

時用使ラメカ側外はたまラメカ側内 

？かんせ
まいてっなにFFOが能機止防レブD3 ●

。い
さだくてしにNOを能機止防レブD3
で」能機止防レブD3「の定設体本 

。いさだくてし整調をさ強

。いさだくてい
ふくしさや、でまるれとがれ汚で布
いからわやたい乾、は合場るいてれ
汚でどなかあ手や紋指がプンラDEL
線外赤、ラメカ側内やンーリクスD3 

？かすまい
て見らか置位いし正をンーリクスD3 ●

）。すま
しめすすおをとこるす用使てし正矯
を力視でどな鏡眼、は合場るあが差
に力視の右左。すましりたっかくに
え見、りたっかなえ見に像映D3、は
合場るあが向傾るすとうよ見で目の
方片、や合場るあが差に力視の右左(
。すまきで認確をたか見いし正、で
」認確ンーリクスD3「の定設体本

。い
さだくて見らか面正、てしにmc53

約はLL SD3ードンテンニweN
、mc03約はSD3ードンテンニweN

を離距の面画と目、はンーリクスD3 

？かんせまいてれ汚がプンラDEL
線外赤、ラメカ側内やンーリクスD3 ●



。いさだくてし用使で⺬表D2は合
場のそ。すまりあが合場るすりたっ
かなえ見に像映D3、りたえ見に重二
、もてしを整調やたか見いし正、りあ

が差人個はにたかえ見の像映D3。す
まきでがとこる見を像映るじ感に的
体立りよに差視眼両は像映D3の体本

？かんせ
まいてけ付り貼をトーシ護保の販市 ●

。いさだくてけ付り貼くし
正、きだたい覧ごを書明説扱取のト
ーシ護保、はきとるけ付り貼。すま
しめすすおを用使のトーシ護保の品
商スンセイラ式正堂天任、たし応対
に体本。すまりあがのもるなくくに
え見が像映D3はてっよにトーシ護保 

？かんせまいてし限制を⺬表の像映
D3、で定設の限制用使るよに者護保 ●

。すまりな
くくにえ見が面画、とるす用使で所
場なうよるす射反に面画が光、や所
場るぎする明なうよるた当が光い強 

？かんせまいてし用使で所
場るた当が光い強のどな明照や光日 ●

。んせまきで⺬表で像映D3は面画下 
？かんせまいて見を面画下 ●

。いさ
だくてし除解を限制の⺬表の像映D3 



。いさ
だくてっ行を正補で」能機止防レブD3「
の定設体本、は合場いくにえ見もでれそ

。すまきでもとこるすにFFO
で」能機止防レブD3「の定設体本

。いさだく
承了ご。すまりあがとこいなきで識
認を顔くまう、りよに差人個や境環
の囲周、もで合場たし意注にられこ ※

。すまりあが性能可るえ与を響影
に識認顔もーリサセクアたけつに頭
や顔、形・色のげひや毛の髪、たま

す外をネガメ
るげ上を髪前にうよ

るえ見が毛ゆま

す映らか面正を顔す外をクスマ

意注ごのて
いつに識認顔の能機止防レブD3

。いさだくてげ上を度精
の識認顔てし意注にとこの次、はき
といなか働くし正が能機止防レブD3



。いさだくてし整調を量
音でムーュリボドンウサの面側体本 

？か
んせまいてっなに態状の小最が量音 ●

。いさだくでん込し差でま奥りかっし 
？かすまいてれま込し差で

ま奥りかっしはグラプのンホドッヘ ●

いな出が声音らかンホドッヘ

。いさだくてし整調を量
音でムーュリボドンウサの面側体本 

？か
んせまいてっなに態状の小最が量音 ●

）。す
まり鳴は音ータッャシのラメカ（

。んせま出が声音のらかーカーピス
、はきとるいてし続接をンホドッヘ 

？かんせまいてし続接をンホドッヘ ●

いな出が声音らかーカーピスの体本



。すまきで用使に
きとの面場るす用使をクイマ、でト
フソるす用使をクイマ。んせまりあ
はでのもるきで用使もついはクイマ 

？かすで面場るす用使をクイマ、た
ま ？かすでトフソるす用使をクイマ ●

。いさ
だくてし認確かるいてし作動くし正
がクイマでトステクイマの定設体本 

？かすまいてし作動くし正はクイマ ●

。すまりあ
が合場いくにれさ識認はてっよに質
声、りあが差人個はに率識認の声音 

？かすまいてれさ識認くし
正は声の方のかほ、どな人友や族家 ●

？かんせまい
てし用使をンホドッヘのき付クイマ ●

。い
さだくてし用使をクイマの体本、て
し外り取をンホドッヘのき付クイマ 

いなれさ
識認が声音 / いなきで用使がクイマ



。い
さだくてしりたし用使をンホドッヘ
、りたしくさ小を量音のーカーピス
、りたれ離らか音騒。すまりあが性能

可るいてし応反がクイマ、に音た出
らかーカーピスの体本や音騒の囲周 

？かんせま
しりたいてし用使てしくき大を量音
、りたいてし用使で所場るあの音騒 ●

。すで象現るじ生が音騒な
快不りよにとこうましてっ入にクイ
マ度再が音た出らかーカーピス、で
トフソなうよす出らかーカーピスを
音たっ入にクイマ、はとグンリウハ ※

。いさだくてし外り
取をンホドッヘのき付クイマ。すま
りあが性能可るいてっなに因原のグ
ンリウハがンホドッヘのき付クイマ 

？かんせまい
てし用使をンホドッヘのき付クイマ ●

るす生発がグ
ンリウハ / るす応反に手勝がクイマ



18 操作ができない

るすりたじ感といなわ合がき動
の面画と作操の体本、りたい動が面
画にのいないてしか動を体本、に中
イレプをトフソぶ遊てしか動を体本



。いさだくてっ行を
正補のーサンセンョシーモで順手の
次、はきとのそ。すまりあが合場る
なくなし応反くし正がーサンセ、と
るすりたえ与を撃衝に体本、りだん
運ち持に所場るす化変が度温に激急 

。すまりあが性能可るいてし生発
が力入誤に）ーサンセるす知感をき
動（ーサンセンョシーモの蔵内体本 ●

。いさだくてし
チッタを」すどもに態状期初「、か
るすチッタを」るす正補「らかてい
置にろことな平水を体本。すまれさ
⺬表が面画正補のーサンセンョシー
モ、とるけ続し押間秒3をンタボと
ンタボ、に中⺬表ーュニメEMOH

チッタを」るす
正補「てい置にろ
ことな平水を体本す押間秒3を＋

。す
まし定設てしと態状るいてれか置
に平水、を態状の体本のきとのそ
、は合場たしチッタを」るす正補「 ●



。すまいてれさ⺬表がンコイアの次に
どなジーケッパ、はトフソ応対ドッ
パドイラス張拡。すまきで用使にり
わ代の）R（ドッパドイラス、はでト
フソたし応対にドッパドイラス張拡

。すまき
で用使にきとの面場るきで用使をク
ッィテスCでトフソ応対クッィテスC 

？か
すでトフソたし応対にクッィテスC ●

いなきで作操でクッィテスC



19 ソフトで遊べない

。いさだくてみてし直し差か度何
は合場いなかいくまう。いさだくで
ん込し差くし正でまるすが音とッチ
カ度一うも、し認確をき向のドーカ
と体本、てし外り取をドーカムーゲ 

？かすまいてれま
込し差に体本くし正はドーカムーゲ ●

。いさだく
でいなし用使でのるなに因原の障故
、はどな棒綿やュシッィテ。いさだく

てみてっ行をグンニーリクの部子端
で]510-RTN[ーナーリクSDの売別 

？か
んせまいてれ汚が部子端のドーカム
ーゲやトッロスドーカムーゲの体本 ●

。んせまきで用使はトフソのけ向外海
。すまきで用使みのトフソのけ向本日 

？
かんせまりあはでトフソのけ向外海 ●

るすりたれ
さ⺬表と」んせまいてっささも何に
トッロスドーカムーゲ「、りたっか
なれさ⺬表にーュニメEMOHがンコ
イアのトフソドーカだん込し差、に
のるいでん込し差をドーカムーゲ

いなべ遊でトフソムーゲ

。いさだくてし除解を限制のト
フソ用使くづ基に分区齢年のOREC 

？かんせまいてしを限制のト
フソ用使くづ基に分区齢年のOREC
、で定設の限制用使るよに者護保 ●



た
れさ⺬表と」。いさだくてっ従に⺬
指の書明説扱取の体本しにFFOを源
電の体本。たしまし生発がーラエ「
にきとるいでん遊でトフソiSD/SD

）32→（。いさだくせわ合い
問おにータンセスビーサ堂天任、て
しにFFOを源電の体本。すまりあが
要必るす査検を体本、は合場るれさ
⺬表がジーセッメーラエ じ同もでれ
そ。いさだくてしを作操じ同ときと
たし生発がーラエ、てしにNOを源電
、とあたしにFFO度一を源電の体本 

いなきでがイレプドーロンウダ

。いさだくて
し除解を限制のトフソ用使くづ基に
分区齢年のOREC、は合場いなきで
がイレプドーロンウダでトフソSD3 

？かんせまいてし限制を用
使のイレプドーロンウダSDや限制齢
年、で定設の限制用使るよに者護保 ●

。いさ
だくてし除解を限制の用使のイレプ
ドーロンウダSD、は合場いなきでが
イレプドーロンウダでトフソiSD/SD 



20 カメラのトラブル

。いさだくてし認確を定
設ラメカやドーモ影撮のラメカSD3 

？かんせまいてし更
変を色の像映、で定設のラメカSD3 ●

）32→（
。いさだくせわ合い問おにータンセス

ビーサ堂天任、は合場いしかおが色
、もでれそ。いさだくてみてし映度一

をのもの別はとのもるいてっ映、今 
。すまりあが合場

るわ変が色の像映、はてっよに況状
影撮、どなきとたし映をのものいあ
色なうよじ同に体全面画で所場い暗 ●

いしかおが色の像映たし映でラメカ



。いさだくてし意注にとこの次
、はにるすくすやせさ識認を顔。す

で態状いないてきで識認を顔くし正 

す外をネガメ
るげ上を髪前にうよ

るえ見が毛ゆま

す映らか面正を顔
るす影撮

で所場いる明

意注ごのていつに識認顔

。すまきでがとこ
るげ上を度精識認とるす影撮てし意
注にとこの次、はきとう行を識認顔

。すまりあが性能可るえ与
を響影に識認顔もーリサセクアたけつ
に頭や顔、色・形のげひや毛の髪、たま

。いさだく承了ご。すまり
あがとこいなきで識認くまう、りよ
に差人個や境環の囲周は能機識認顔
、もで合場たし影撮てし意注にられこ ※

いなれさ識認もてし映を顔、で
面場るす識認顔てし用使をラメカ



。んせま
りなに像映D3もてし映でラメカ側内 

？かんせまいてし映でラメカ側内 ●

。いさだくてい
ふくしさや、でまるれとがれ汚で布
いからわやたい乾、は合場るいてれ
汚でどなかあ手や紋指がラメカ側外 

？かんせまいてれ汚がラメカ側外 ●

。す
まりなに像映るすりたっかくにえ見
、りたっかなえ見に像映D3、とるい

てった当接直が光い強にラメカ側外 
？かんせまいてった当が光

い強のどな明照や光日にラメカ側外 ●

。すまりあが性能可るいてじ生
がれずに像映D3たし映でラメカ側外 ●

。いさだくてっ行を正補
で目項のラメカ側外の定設体本、は
合場るあが感和違に像映D3たし映で
ラメカ側外。すまりあが合場るじ生
がれずに像映D3たし映でラメカ側外
、とるすりたい置に所場るなに温高が

度温の囲周、りたえ与を撃衝に体本 

いくにえ見、いなえ
見にD3が像映たし映でラメカ側外



21 通信できない

）8
→（。いさだくてしにNOを信通線無 

？
かんせまいてっなにFFOが信通線無 ●

。いさだくてみてしりたい除
り取をのもるなに物害障るあに間の
と手相信通、りたいづ近と手相信通
。すまいてっなく弱が度強信受の波電 

？か
んせまりあはではたま、がンコ
イア度強信受るいてれさ⺬表に面画 ●

。いさだく
てし認確かるきで信通、てみてしが
はをどなルーシるいてけ付り貼に体
本。すまりあが性能可すぼよおを響
影悪に信通、とるいてれま含が属金
にどなルーシるいてけ付り貼に体本 

？かんせまいてしりたけ付り取をー
バカ、りたけ付り貼をルーシに体本 ●

？かんせまいてし用
使でく近の器機るせさ生発を気磁の
どなビレテ、話電帯携やジンレ子電 ●

。いさだく
てし認確かるきで信通、てしりたれ
離らか器機、りたしにFFOを源電の
器機なうそりなに因原。すまりあが
性能可るいてしぼよおを響影悪に信
通、が波磁電るいてし生発らか器機 

）いなきでにズームスがム
ーゲ・るれ切途が信通（いなきでに
適快がイレプ信通 / いなきでが信通



？かんせまいてれさ定設にPEW
がィテリュキセのトンイポスセクア ●

。んせまきではとこ
るす定設てっ使をSPW、合場のトン
イポスセクアるいてれさ定設にPEW 

。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、合場のトンイポスセクアる
いてれさ定設に)PIKT(KSP-2APW 

？かんせま
いてれさ定設に)PIKT(KSP-2APW
がィテリュキセのトンイポスセクア ●

いなきでが定設トッネータンイ



。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。す
まれさ⺬表がドーコーラエとジーセ
ッメーラエ 、とるすりたっなくなき
で続接にトッネータンイ、りたっか
なきでくし正が定設トッネータンイ 

？かんせ
まいてれさ⺬表がジーセッメーラエ ●

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」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

いなきで続接にトッネータンイ



22 その他

。すまれさトンウカみのき
とるいてしにドーモプーリスは数歩 

？かんせまいてい開を体本 ●

。す
まりなく高が度精の数歩るれさトン
ウカ、とるれ入にグッバるけつに身
に腰のどなチーポトスエウ。んせま
きでトンウカくし正を数歩、は合場
たい歩ち持てしりたげ下らぶ、りた
れ入にグッバいなし着密に体を体本 

。すまりなに因原の障故やがけ、し
損破が体本や晶液、とるわ加が力な
き大どなるけかを重体。いさだくで
いなれ入にトッケポのンボズを体本 ※

。すまりあが差誤の少多に数
歩るれさトンウカてっよに況状用使 ※

？かんせまいてい歩ち持
てしりたげ下らぶてし用使をどなプ
ッラトス、りたれ入にグッバげさ手 ●

。いさだくてし了
終をトフソ度一、とあたしブーセを
ムーゲ。すまれさトンウカみの数歩
の分間日7、合場たけ続し用使くな
とこるす了終も度一をトフソiSD/SD 

？かんせまいてけ続
しイレプ、ずせ了終をトフソiSD/SD ●

いなれさトンウカくし正が数歩



。いさだ
くてし力入を号番証暗たし力入にき
とたし定設を限制用使るよに者護保 

？かたしまし力入を号番証暗いし正 ●

？かたし
まし力入くし正を答回の問質の密秘 ●

いなきで
除解が定設の限制用使るよに者護保

？か
んせまいてれ汚が部子端のドーカDS ●

。いさだくでいなえ加を力い強、で
のすまりなと因原の障故は際の除掃
。いさだくてし除掃でどな棒綿たい乾 

。い
さだくてし直れ入をドーカDS、て
しにFFOを源電。すまりあが性能可
いないてれ取み読くし正がドーカDS 

？かすまいて
れま込し差くし正に体本はドーカDS ●

。いさだくてし認確、か
るれら見くし正がルイァフのドーカ
DSでどなラメカルタジデやンコソパ 

？かんせまいてれ壊がドーカDS ●

いなが応反のドーカDS

。すまりあが合場いなきで⺬表
は真写たし影撮で話電帯携やラメカ
ルタジデ。すまきでがとこる見を真
写たし影撮で体本、はでラメカSD3 

？かすまいてれさ
存保が真写るきで⺬表でラメカSD3 ●

いな
れら見が真写たし存保にドーカDS



合場た
っましてれ忘を答回の問質の密秘 ●

。いさだくてし力入を答回
の問質の密秘、しチッタを」たれ
忘「で面画力入号番証暗、かるす

チッタを」らちこは
方たれ忘を号番証暗「
で面画の初最の」限
制用使るよに者護保「

合場たっましてれ忘を号番証暗 ●

。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。いさだくてしチ

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

。い
さだくてしチッタを
」たれ忘「で面画力

入答回の問質の密秘

は合場たっましてれ
忘を答回の問質の密秘や号番証暗

。いさだくてし力
入を答回の問質の密秘たし力入にき
とたし定設を限制用使るよに者護保 



。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 ※

。いさだくて
し力入をーキータス
マ、とあたしチッタ
を」KO「で面画の前

012-020-0750
：ータンセトーポサ　　

　　ルカニクテ堂天任

）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 ※

。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



。いさだくてし
離を体本らか物たび帯を気磁。すま
りあが性能可たっましてっなにドー
モプーリスで因原が気磁のらか部外 

。すまりあが性能可るなにドーモプー
リス、も合場たい置てね重に上の体
本ズーリシSD3ードンテンニのかほ ※

うましてっなにドーモプーリス然突



いなれさ⺬表がダル
ォフやルイァフ楽音でドンウサSD3

。いさだくてし認確を点の
次、はきといなきで識認がドーカRA 

。いさだくてしば伸に
ら平。んせまきで識認とるいてし
りたっが曲、りたれ折がドーカRA・

。いさだくて
っ取きふにいれきで布いからわや
、は合場るいてれ汚がラメカ側外・

。いさだくて
し用使で所場いなし射反が光。ん
せまきで識認とるいてし射反てっ
た当接直、が光のどな明照や光日・

。いさ
だくてしにうよす映で所場いる明・

。すまりあが合場いなき
で識認とるれ隠が部一のドーカRA
。いさだくてし映を体全ドーカRA・

。んせまきで識認もてぎす
近、もてぎす遠。いさだくてし映
をドーカRAらか度角と離距な切適・

。すまきでもとこるす入購ら
かジーペムーホ堂天任はドーカRAの
属付、たま。いさだくてし用使てし
刷印ーラカでどなータンリプのち持
おを像画たしドーロンウダ。すまき
でドーロンウダをターデ像画のドー
カRAらか）/pj.oc.odnetnin.www
//:ptth（ジーペムーホ堂天任、は

きとたっなくなきで識認てしりたれ
汚、りたっなくながドーカRAの属付 

たしくなをド
ーカRA / いなきで識認がドーカRA



。いさ
だくでん込し差とりかっし、でまる
すが音とッチカにトッロスドーカDS 

？かすまいて
れま込し差くし正に体本がドーカDS ●

。んせまれさ⺬表はルイ
ァフ楽音たれさ護保権作著、やルイ
ァフ楽音の式形ルイァフのかほ。す
まきで生再がルイァフの式形3PM
の」3pm.「、ルイァフの式形CAA
の」pg3.「」4pm.「」a4m.「が子
張拡のルイァフ、はでドンウサSD3 

？か
すまいてれさ存保にドーカDSがルイ
ァフ楽音るきで生再でドンウサSD3 ●

。いさだくてし存保にダルォフ
のかほはルイァフ楽音。んせまれさ
⺬表でドンウサSD3、はルイァフ楽
音たれさ存保にダルォフ」etavirP「
の内ダルォフ」SD3 odnetniN「 

？かんせまいてし存保をルイァフ楽
音にダルォフ」etavirP「の内ダルォ
フ」SD3 odnetniN「のドーカDS ●

。んせまれさ⺬
表かしでま個0001大最はダルォフ 

？かんせまいてれさ存保上以個
101にダルォフのつ1がルイァフ楽音 ●

ルォフの前名じ同に内ドーカDS、た
ま。んせまれさ⺬表かしでま個001
にダルォフのつ1、はルイァフ楽音 

？かんせまいてれ
さ存保上以個1003がルイァフ楽音 ●

。んせまれさ⺬表か
しでま個0003大最はルイァフ楽音 

？かんせまりあ上以個1001がダル
ォフるいてれさ存保がルイァフ楽音 ●



。すまきで生再がルイァフ楽音のト
ッマーォフの次、はでドンウサSD3 

？か
すまいてっなにトッマーォフな能可
生再でドンウサSD3はルイァフ楽音 ●

zHk84～zHk23
数波周グンリプンサ ・
spbk023～spbk61

トーレトッビ ・
式形）3pm.（3PM、式形）pg3

.はたま4pm.はたまa4m.（CAA
式形ルイァフ ・

。んせまきで生
再はルイァフ楽音たれさ護保権作著 

？かんせまりあ
はでルイァフ楽音たれさ護保権作著 ●

いなきで
生再がルイァフ楽音でドンウサSD3

。んせま
れさ⺬表かしでま個001、きつにダ
ルォフのつ1たれらめとま、も合場
のそ。すまれさ⺬表てしとダルォフ
のつ1れらめとまはルイァフ楽音の
内ダルォフのられそ、合場るあがダ

。んせま
い行をクッェチルイァフかしダルォ
フのでま層階8、はでドンウサSD3 

？
かんせまいてれさ存保にダルォフの
層階い深りよ層階8がルイァフ楽音 ●



23 修理のご依頼について

「故障かな？と思ったら」の内容を確認し、
対処方法を行っても正常に動作しない場合
は、本体の保証書をお読みいただき、任天
堂サービスセンターに点検を依頼してくだ
さい。保証書には、「修理のお申し込み方
法」や「保証規程」、「修理サービス規
程」が記載されています。

〒601-8501 京都市南区上鳥羽鉾立町11番地1

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
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