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付属のHDMI
ケーブルだけで、

高品質な映像と音声を
お楽しみいただけます。

ないある

映像のきれいさ

端子の形状と使用するケーブル

HDMIケーブル以外で接続する場合
使用するAVケーブルのプラグを、テレビとWii U本体それぞれに接
続してください。
※ Wii U本体にはAVマルチプラグを接続します（右図）。
※ プラグは奥までしっかり差し込んでください。
※ ACアダプターの接続は、上記の と をご覧ください。 AVマルチプラグ

ご使用の前に本書とWii U取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
※接続と設定は、必ず保護者の方が行ってください。 

次へ

設置・接続する

設定する

ディスクソフトで遊ぶ

裏面へ

はじめに、下の「設置・接続に関するご注意」をお読みください。
次に、付属のWii U GamePad ACアダプターを下図のように接続してください。
バッテリーランプがオレンジ色に点灯したことを確認してから、1-    （→次ページ）に進んでください。

設定する

テレビとWii U本体、ACアダプターを接続する
テレビの電源がOFFになっていることをご確認のうえ、 ～ の順番で、付属のHDMIケーブ
ルやWii U本体ACアダプターを奥までしっかり差し込んでください。ACプラグをコンセント
に差し込むと、Wii U本体の電源ランプが赤色に点灯します。
※ Wii U本体は、壁などから10cm以上離して設置してください。
※ Wii U本体の上に、ほかの機器（USBハードディスクなど）を置かないでください。

はじめに ～セット内容の確認～
Wii U本体セットには、「Wii Uプレミアムセット」と「Wii Uベーシックセット」の２つがあります。
ご使用の前に、それぞれ次のものが入っていることをご確認ください。
※ プレミアムセットのみの付属品は、店頭または任天堂ホームページから購入することもできます。 
http://www.nintendo.co.jp/support/

※ 本書に掲載している画面やイラストは、実際の製品と一部異なる場合があります。

 Wii Uベーシックセット

 Wii Uプレミアムセット

センサーバーを設置する
Wiiソフトで遊ぶには、センサーバーの設置が必要です。
また、Wiiリモコン（またはWiiリモコンプラス）を使用するWii Uソフトでも、必要な場合があ
ります。（一部ソフトを除く）

Wiiをお持ちの方
Wiiで使用していたセンサーバーを、Wii U本体の背面に奥まで
しっかり差し込んでください。

Wiiをお持ちでない方
センサーバー[RVL-014]を、次の手順に従って設置してください。
センサーバーを、Wii U本体の背面に奥までしっかり
差し込む
下の「設置のポイント」をご確認のうえ、センサーバーの裏側にある白い台紙をはがし、
テレビの上または下（テレビ台）に設置する

• できるだけテレビまたはテレビ台の前面に、
水平に設置する

• 画面の近くに設置する

• テレビ画面の中心に、まっすぐに設置する
設置のポイント

 ●以下のような場所に置かない

• 密閉されたラックの中など、熱のこもる場所• AV機器の上などの高温になる場所• 湿気やホコリ、油煙、タバコの煙が多い場所• 小さなお子様の手の届く場所、不安定な場所• 急激に温度が変化して結露するような場所
（エアコンの真下など）
• 無線通信が禁止または制限されている場所
（病院など）
• 電子レンジやコードレス電話などの電波干
渉の原因となる機器が近くにある場所

設置・接続に関するご注意
 ●日本国内の家庭用電源（AC100V）以外で使用しない
 ●ACプラグは、コンセントにしっかり奥まで差し込む
 ●濡れたり、油分で汚れたりした手で触らない
 ●本体は、横置きまたは縦置きで使用する
※ 縦置きする場合は、Wii U本体縦置きスタンドを使
用してください。

 ●センサーバーをテレビの通風口の上に置かない

※ GamePadを入れていた袋は、修理依頼時に必要にな
りますので、小さなお子様の手の届かないところに保
管してください。その他の袋などは、すぐに廃棄して
ください。

接続前の準備：Wii U GamePadの充電をはじめる

100V

充電中は、バッテリーランプがオレンジ色に点灯します。
バッテリーランプが消えたら充電完了です。ACプラグをコンセ
ントから抜いたあと、GamePadとプラグを持ってまっすぐ抜い
てください。

※ プラグの向きに注意して、しっかり奥まで差し込んでください。
※ 10～35℃の場所で充電してください。
※ Wii U GamePad充電スタンドを使って充電することもできます（→ Wii U取扱説明書「Wii U 
GamePadの充電」）。

※ 長期間使用しないと、充電できなくなることがあります。必ず半年に一度は充電してください。

本体を縦置きにする場合
本体の突起をWii U本体縦置きスタンドの溝に差し込んで取り付けて
ください。
※ 本体の吸気口の部分には取り付けないでください。
※ Wii U本体縦置きスタンドは、プレミアムセットに付属しています。

※ 使用方法については、 Wii U取扱説明書をご
覧ください。• スタートガイド（本書）×1• Wii U取扱説明書 ×1• 保証書 ×1• 修理依頼書 ×1

Wii U本体
ACアダプター ×1
[WUP-002(JPN)]

Wii U GamePad
ACアダプター ×1
[WUP-011(JPN)]

Wii U本体 ×1
[WUP-101(01)]

Wii U G
ゲ ー ム パ ッ ド

amePad ×1
[WUP-010(JPN)]

Wii U GamePad
タッチペン ×1
[WUP-015]

Wii U GamePad
プレイスタンド ×1（※）

[WUP-016]

Wii U GamePad
充電スタンド ×1（※）

[WUP-014]

Wii U本体
縦置きスタンド ×2

[WUP-009]

HDMI®ケーブル ×1
（ハイスピードHDMIケーブル）

[WUP-008]

• スタートガイド（本書）×1• Wii U取扱説明書 ×1• 保証書 ×1• 修理依頼書 ×1

Wii U本体 ×1
[WUP-001(01)]

Wii U本体
ACアダプター ×1
[WUP-002(JPN)]

Wii U G
ゲ ー ム パ ッ ド

amePad ×1
[WUP-010(JPN)]

Wii U GamePad
ACアダプター ×1
[WUP-011(JPN)]

Wii U GamePad
タッチペン ×1
[WUP-015]

HDMIケーブル ×1
（ハイスピードHDMIケーブル）

[WUP-008]

設置・接続する

テレビに複数の入力端子がある場合
ケーブルを接続した入力端子の名前や番号（「HDMI1」「ビデオ2」「入
力3」など）を覚えておいてください。接続完了後、Wii Uの画面を表
示するとき（裏面 2- ）に必要になります。

テレビの入力端子とケーブルを確認する
お使いのテレビにある入力端子と、接続に使用するケーブルの種類をご確認ください。
※ テレビの入力端子がある場所は、背面や側面など、お使いのテレビによって異なります。
※ Wiiをお持ちの方は、Wiiで使用していたAVケーブルをWii U本体で使用することもできます。

テレビに上記の入力端子がない場合
テレビによっては、変換コネクターなどのテレビの周辺機器が必要になる場合があります。くわし
くは、お使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。

お使いのテレビにHDMI端子はありますか？ テレビの
HDMI端子

100V

ACアダプター

HDMIケーブル



ディスクソフトで遊ぶ
Wii UディスクやWiiディスクで遊べます。
※ Wii Uメニューの （安全に使用するために）を必ずお読みください。
※ ソフトによっては、Wiiリモコンの登録（→下記）と、センサーバーの設置（→表面 1- ）が必要です。

Wiiリモコンをお持ちの方は（Wii U本体への登録方法）
Wii Uでも、Wiiリモコンを使って遊べます。Wiiリモ
コンを使う場合は、Wii U本体への登録が必要です。

Wii U本体のシンクロボタンを押したあと、Wiiリモ
コンのシンクロボタンを押してください。
※ 一部、Wiiリモコンジャケットを取り外さずに、ストラップの突起でシンクロボタンを押すことができ
るものもあります。

ディスクを取り出す
ディスクケースの中央にあるPUSHボタンを押し、ディスクが浮
いた状態になってから取り出してください。

ディスクを入れる
レーベル面（印刷面）を上向きにして入れてください。
本体を縦置きにしている場合は、レーベル面を右向きにして入
れてください。

ソフトのアイコンをタッチする
Wiiディスクの場合は、Wiiメニューに移動します。
以降の操作は、各ソフトの取扱説明書をご覧ください。

ディスクソフトのほかにも、内蔵ソフトやネットワークサービスなど、
Wii Uにはたくさんの遊びが用意されています。

PUSHボタン

それではWii Uでお楽しみください！

はじめてWii Uを使用するときは、GamePadの登録と本体の設定が必要です。

テレビとWii U本体の電源をONにする
テレビに付属しているリモコンで、テレビの電源を
ONにする

Wii U本体の を押して電源をONにする
電源ランプが青色に点灯します。

テレビの入力を切り替えて、Wii Uの画面を表示する
リモコンの入力切替ボタン（名称はメーカーによって異なります）を押して、テレビの入力を、
ケーブルを接続した入力端子の番号（→表面 1- ）に合わせてください。
※ テレビによっては、入力切替ボタンを押したあと画面が表示されるまで、十数秒程度かかる場合が
あります。

例：HDMI1に設定する場合

設定する

GamePadの電源をONにする
※ 充電中（バッテリーランプ点灯中）は、ACアダプターを接続したま
ま操作してください。

GamePadをWii U本体に登録する
Wii U本体とGamePadにある登録用のボタン「シンクロボタン（SYNC）」を押して登録します。

Wii U本体のシンクロボタンを押す

GamePadからタッチペンを取り出し、背面にあるシンクロボタンを押す

Wii Uのロゴ・Wii Uは任天堂の商標です。
©2012 Nintendo 禁無断転載

テレビの画面に表示されるマークを左から順番に、
GamePadで入力する
※ GamePadの画面が消えている場合は、GamePadの と
シンクロボタンを順番に押してください。

「Wii U GamePadを使用する準備ができました」と表示
されたら、登録は完了です。

マーク入力画面が再度表示された場合は、テレビに表示さ
れているマークを確認して、もう一度入力してください。

画面の案内に従って設定する
設定に関するくわしい説明や注意事項は、設定時にGamePad
やテレビの画面に表示されます。あわせてご覧ください。

タッチして入力

（マークは一例です）

Wiiをお持ちの方へ ～WiiからWii Uへの引っ越し～
Wii本体に保存されているソフトやセーブデータなどを、Wii U本体に引っ越し（移動）できます。
引っ越しには、Wii U本体セットとWii本体セットのほかに、次のものが必要です。
• SD/SDHCメモリーカード 1枚（以下、SDカード）　※空き容量512MB以上が必要です。
• ブロードバンド・インターネット環境
※ 引っ越ししたデータは、Wii本体から消去されます。
※ Wii U本体からWii本体への引っ越しはできません。また、一度引っ越しすると、Wii本体には戻せませ
んのでご注意ください。

引っ越しできるデータ
次のデータをまとめて引っ越しでき
ます。データを個別に選んで引っ越
ししたり、右記以外のデータ（ゲーム
キューブ用ソフトのセーブデータな
ど）を引っ越ししたりすることはで
きません。

引っ越しの流れ
Wii U本体とWii本体をインターネットに接続して、それぞれのWiiショッピングチャンネルから
引っ越し用ソフトを受信（無料）したあと、SDカードを使ってデータを引っ越しします。
※ Wii U取扱説明書「WiiからWii Uへの引っ越し」をご覧になり、引っ越し用ソフトの画面の案内に
従って操作してください。

• Wii専用ソフトのセーブデータ
• Wiiウェアとセーブデータ
• バーチャルコンソール対応ソフトとセーブデータ
• ソフトの追加コンテンツ
• Wiiポイント
• Wiiショッピングチャンネルのご利用記録

その他 • Mii

SDカードを使ってデータを移動引っ越し用ソフトを受信

設定中の項目の説明が表示されます。

テレビの説明を上下に
スクロールできます。

設定画面が表示されます。画面をタッチして操作してください。

本体設定は、次のボタンで操作をすることもできます。
• Lスティック ：項目選択

• 十字ボタン ：項目選択

• A/B/X/Yボタン ：画面上のボタン選択

主な設定項目

日付と時刻

テレビ/
TVリモコン機能

 

インターネット

ユーザーの追加
（設定）

保護者による
使用制限

左のような画面（Wii Uメニュー）が表示されたら、
設定は終わりです。

それぞれの項目は、あとで設定または変更することもできます。

タッチスクリーンが操作できない（正しく反応しない）ときは
タッチスクリーンに貼り付けた市販の保護シートが次のような状態になっていると、タッチスクリーンが
正しく反応しない可能性があります。保護シートの取扱説明書をご覧になり、正しく貼り直してください。
※ 保護シートがずれた場合は、画面枠に乗り上げている部分を押し込まず、貼り直してください。

気泡（空気）やゴミが入っている 画面枠とタッチスクリーンの間に
保護シートが入り込んでいる

保護シートがずれている

※ 保護シートを取り外すと操作できるようになる場合は、GamePadの故障ではありません。

テレビにWii Uの画面が表示されないときは

Wii U本体の電源ランプが青色に
点灯しているか確認する
消灯している場合は、ACアダプター
が、奥までしっかり差し込まれている
か確認してください（→表面 1- ）。

テレビとWii U本体を接続している
ケーブルが、奥までしっかり差し込
まれているか確認する（→表面 1- ）

テレビの入力切替の設定を確認する（→2- ）
次のような場合は、端子の優先順や入力切替のスキップ、テレビの省電力モードなどが設
定されている場合があります。お使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。
• Wii U本体を接続した入力端子の番号に合わせても、画面が表示されない。• Wii U本体を接続した入力端子の番号が表示されない。

Wii U本体の自分のユーザーにも同じIDを登録すると、ニンテンドーｅショップのご利
用記録や残高などを3DS本体と共有できるのでおすすめです（→ Wii U取扱説明書
「ユーザー設定」）。
※ 別々のIDにすると共有できません。

ニンテンドー3DS本体にニンテンドーネットワークIDを登録済みの方へ


