本製品を使用する前に必ずお読みください。

動作環境
日本国内向け 2DS ／ New 2DS LL ／ 3DS ／ 3DS LL ／ New 3DS ／ New 3DS LL 本体
※ 2018 年 1 月までに発売された上記本体 ( バージョン 9.0.0 〜 11.6.0) で動作確認済みです。また、
これよりも新しい本体バージョ
ンが公開された場合も順次対応予定です。
※ゲームや本体バージョンの違いなどによって使用できない場合があります。あらかじめご了承ください。
※ゲーム機本体の仕様変更などにより、やむを得ず本製品のサポートを終了する場合がございます。サービス終了時は弊社ウェブ
サイトにて告知をさせていただきます。
※秘技のダウンロードおよびコードフリークのアップデートはパソコンを使用せずに各種 2DS/3DS 本体とネットワーク環境だけ

CYBER コードフリーク（2DS/3DS用）
取扱説明書
小さなお子様へ
必ず保護者の方と一緒に読んで
ください。

本製品はサイバーガジェットのオリジナル製品であり、任天堂のライセンス製品ではありません。

で行うことができますが、New3DS、New3DS LL、New2DS LL をご使用の場合は本体出荷時に設定されている「インターネッ
トブラウザー」のフィルタリング機能を解除する必要があります。フィルタリング機能を解除する際は「30 円（税別）
」のクレ
ジットカードによる支払いが必要になります。( プリペイドカードなどによる支払いはできません ) あらかじめご了承ください。
詳しくは各本体の取扱説明書をご確認ください。
※パソコンを使用して秘技のダウンロード、コードフリークのアップデートを行う場合は SD カードまたは microSD カードを読み
書きできる環境およびネットワーク環境が必要です。

パッケージ内容
・コードフリーク本体
・マグネット

はじめにお読みください

・起動用トレイ
・取扱説明書 ( 本書 )

この度は「CYBER コードフリーク（2DS/3DS 用）」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品の正しい使い方
をご理解いただくため、お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みくださいますようお願いいたします。また、この

・サポートカード
（サイバーガジェット商品保証書）

取扱説明書とサポートカード（商品保証書）
、外箱は必ず大切に保管してください。紛失された場合、保証を受けられなくなってし
まいますので、ご注意ください。

2
※出荷時にマグネットは起動用トレイに
セットされています。

1
コードフリーク本体

使用上のご注意
●本製品は、日本国内向け 2DS、New2DS LL、3DS、3DS LL、New3DS、New3DS LL 本体用の製品です。それ以外の機器では
絶対に使用しないでください。
●本製品には小さなパーツが複数含まれています。誤飲、誤食など事故のおそれがあるので、ペットや小さなお子様の手の届く場
所での保管、使用はおやめください。
●本製品は精密機器ですので、極端な温度条件下でのご使用や保管、強いショック、乱暴な抜き挿し等は避けてください。
●同梱のマグネットは磁力が強力なため、取り扱いにはご注意ください。
●本製品を直射日光の当たる場所、熱を発する物の近くや高温になる場所、湿気の多い場所等には保管しないでください。
●本製品を分解、改造された場合、保証を受けられなくなりますので、絶対におやめください。
●本製品の使用によるゲーム機本体、ゲームソフト等の破損につきましては、いかなる場合も一切保証いたしませんのでご了承く

起動用トレイ／マグネット

お買い上げ頂いた「CYBER コードフリーク（2DS/3DS 用）
」には、上記の物が含まれています。製品をお使いになる前に、必ず
ご確認ください。万一、不足している物がある場合は、お買い求めの販売店または弊社ユーザーサポートまでご連絡ください。

使ってみよう
『CYBER コードフリーク (2DS ／ 3DS 用 )』は、
「パラメーター MAX」や「無敵」など、ゲーム攻略に役立つさまざまな「秘技」
を内蔵しています。以下の手順に従って秘技を使い、ゲームを遊んでみましょう。
起動方法

ださい。
●本製品の使用によるセーブデータ・内蔵秘技等の破損、消失につきましては、いかなる場合も一切保証いたしませんのでご了承
ください。
●本製品を使用した状態、もしくは本製品を使用した効果のある状態で、ゲーム中にネットワーク接続を行うと他のプレイヤーの
方への迷惑につながりますので絶対におやめください。
●株式会社サイバーガジェットの許諾なしに、本製品を販売、複製、改変、貸与、譲渡することを禁止します。
●本製品を無断でリバースエンジニアリングや逆アセンブル等を行うことを禁止します。
●本製品は購入者自身の個人的なゲームプレイに対してのみお使いいただけます。
●オンラインプレイなど他のプレイヤーがいる環境や、購入者以外が所有するゲームに対しては絶対に使用しないでください。
●コードフリーク使用中はゲーム機のネットワーク機能が遮断される仕様になっています。
●製品の仕様及び外観は、改良のため予告なしに変更する場合がございます。

❷

マグネットをセットした
起動用トレイの上に置く

コードフリークをゲーム
機本体に接続します。

マグネットがセットされた

起動用トレイの上に置き、
「X」
「SELECT」
「START」の3つ の
ボタン全てを押したまま「電

X

❶

ゲーム機本体を図のように

SELECT

源ボタン」を長押しし、コー
ドフリークを起動します。起
動後はマグネットからゲーム
機本体を離してください。

START 電源ボタン

※図は 3DS LL 本体を使用してい
ます。

お問い合わせ先
本製品について、ご不明な点や故障と思われる点がある場合は、まず弊社
ホームページをご覧ください。それでもなお解決されない場合につきまし
ては、右記のユーザーサポートページからお問い合わせください。

サイバーガジェット ユーザーサポート

http://www.cybergadget.co.jp/support/

※ 2DS をご使用の場合、起動用トレイにセットする必要はありません。
※ 2DS をご使用の場合は「スリープスイッチ」をスリープにしてから上記の操作を行ってください。
※各ゲーム機本体ごとの置き方は裏面をご覧ください。

ゲームリストの表記について

各ゲーム機本体の置き方
3DS ／ 3DS LL の場合

❸

ゲーム機側面とトレイ側
面を合わせ、トレイに書

X

秘技を使いたいゲームを選択し「A」
ボタンを押します。

2
SELECT

START

電源ボタン

New 3DS ／ New 3DS LL ／ New 2DS LL の場合
秘技の一覧が表示されるので、使い
たい秘技を選び「A」ボタンを押し
てオンにします。

X

START

❻

のボタン全てを押したま
ま「電源ボタン」を長押
しし、コードフリークを

［Ver］

例

1.【New 専用】の表記が別にある場合
ジャンプ君の大冒険

※図は3DS本体を使用して
います。

ゲーム機側面とトレイ側
面を合わせ、トレイに書

2DS の場合

X

※図はNew 3DS LL本体を
使用しています。

トレイにはセットせず、
「スリープスイッチ」
をオ
ンにした状態で、
「X」
「SE
「START」の 3 つ
LECT」
のボタン全てを押したま
ま「電源ボタン」を長押

電源ボタン

（トキメキ UP!［Ver1.2］へのアップデート適用済）
『わがままファッション ガールズモード よくばり宣言！』を「トキメキUP!」にアップデートした場合は、こちらの秘技を使用してください。
［更新データ導入］ バージョン表記のない更新データを導入している場合は、こちらの秘技を使用してください。

各種ゲーム機本体だけで行う秘技コードのダウンロード、コードフリークのアップデート
以下の操作を行う前に、ゲーム機本体がネットワークに接続できる設定を行っておいてください。ネットワーク設定の方法に関し
ましては各ゲーム機の取扱説明書をご確認ください。

ご確認
ください

秘技コードのダウンロード、コードフリークのアップデートを行うには SD カード内に写真フォルダが生成されて
いる必要があります。一度も撮影を行っていない場合は、以下の手順で写真フォルダを生成してください。
写真フォルダ
生成方法

ム機を近づけた際に画面が消える ( スリープ状態になる ) 位置が起動時に合わせる位置となります。
※起動時、電源ボタンは長押ししてください。長押ししないと電源が入りません。

❷

コ ー ド フ リ ー ク を 起動 し、
「SELECT」と「A」を押して電
源を切ります。電源を切ると
写真フォルダに「codeFreak
LICENSE」という画像ファイ
ルが作られます。

CYBER コードフリーク (2DS／3DS用）

秘技コード更新

（更新日：2018-00-00）

スリープスイッチ

※起動用トレイはあくまでもゲーム機本体とマグネットの位置決めをするための目安としてお使いください。ゲーム機本体
によっては起動できる位置が微妙に異なる場合があります。
※起動しない場合は一旦普通にゲーム機の電源を入れ、
電源が入った状態でマグネットにゲーム機を近づけてください。
ゲー

ゲーム機本体を起動し、
「L」+「R」ボタンを押してカメラを起動します。カメラが起動したら、どんな写真でも
構いませんので「L」ボタンか「R」ボタンを押して撮影を行うと、SD カード内に写真フォルダが生成されます。
※一度でも写真を撮ったことがある場合はこの作業は不要です。

❶

にしてください。

うまく起動できない場合は

↑全ての本体で使える。

（amiibo ＋［Ver1.5］へのアップデート適用済）
『とびだせ どうぶつの森』を「amiibo ＋」にアップデートした場合は、こちらの秘技を使用してくだい。

しし、コードフリークを
起動してください。コー
ドフリーク起動後は「ス
リープスイッチ」をオフ

2.【New 専用】の表記が無い場合
ジャンプ君ワールド

↑ 3DS ／ 3DS LL ／ 2DS 本体で使える。
ジャンプ君の大冒険【New 専用】
↑ New 3DS ／ New 3DS LL ／ New 2DS LL 本体で使える。

い。

1

START
SELECT

ゲームカードを挿入してゲームを
はじめる
開始すると、秘技の効果が反映され
た状態でゲームをプレイできます。

【New 専用】と書かれている物と
【New 専用】 New 3DS ／ New 3DS LL ／ New 2DS LL 本体でコードフリークを使用する際、
書かれていない物がある場合は、
【New 専用】と書かれている方の秘技を使用してください。

したまま「電源ボタン」
を長押しし、コードフリ
ークを起動してくださ

マグネットをセットした
起動用トレイの「2」の位置（下の溝）に合わせる
スタートボタンを押し、コードフリ
ークを取り外します。

底面を合わせ、「X」
「SE
「START」の 3 つ
LECT」

「X」
「SELECT」
「START」
の 3 つのボタン全てを押

SELECT2

❺

ゲームソフトの更新データを導入している場合は、ゲームタイトル画面に表示されているバージョンに合わせて秘
技を使用してください。一部のゲームは更新データを導入していなくてもバージョンが表示されますが、その場合
もバージョンに合わせて秘技を使用してください。

かれている「2」の位置
に 本 体 底 面 を 合 わ せ、

オン
オフ

電源ボタン

かれている「1」の位置
（逆 L 字の位置）に本体の

起動してください。

1

マグネットをセットした
起動用トレイの「1」の位置（逆L字）に合わせる

❹

コードフリーク起動後に表示されるゲーム名、または秘技の一部には表記名の横に補足が書かれている場合があります。
以下は補足表記に関する詳細となります。これらの表記があるゲームでは以下の内容に従って秘技を使用してください。

コードフリーク更新

（更新日：2018-00-00）

❻

コードフリークを起動せずにゲーム機の電源を入
れ、
「インターネットブラウザー」を選択します。
そ の 後「URL」を 選 び、
「http://3ds.cybergadget.
net/」と入力します。
※ URL 入力後は「追加する」を選び、お気に入りに登録し
ておくと便利です。

❸
❹

はじめる

用途に合わせて「秘技コード
更新」または「コードフリー
ク更新」を選択します。

「 フ ァ イ ル を 選択 」を 選 び、
❶ で 作 ら れ た「codeFreak
LICENSE」ファイルを選択し
て「更新」を選びます。

❺

「秘技コード更新」を選んだ場合
は「codeFreak CHEATS」と言う
緑の画面が、
「コードフリーク更
新」を選んだ場合は「codeFreak
UPDATE」と言う青い画面が表示
されるので、
「画像を保存」を選び
ます。

CHEATS

UPDATE

緑

青

コードフリークを起動し、
「Y」ボタンを押して「秘技コード更新」または「コードフリーク更新」を選び、画面の指示に従って
作業を行ってください。

パソコンを使った秘技コードのダウンロード、コードフリークのアップデート
パソコンを使う場合、SD カードまたは microSD カードを読み込める環境が必要です。ゲーム機にセットされている SD カードを
パソコンに接続し、ブラウザーから❷の URL を開き、ゲーム機の時と同様に❸❹を行います。最後に表示される画面を SD カード
の写真フォルダ（フォルダ名：DCIM/100NIN03）に保存した後、ゲーム機に SD カードを戻して❻を行ってください。

