


2013.02.02 Sat 【シムズフリープレイ】質問が多かった項目をまとめてみました

前記事

【シムズフリープレイ色々と攻略とか。】【シムズフリープレイ色々と攻略とか。２】

にて、数多くのコメントありがとうございました。

質問コメントもかなり膨大になって長くなってしまってきて、同じような質問が頻発するよう

になってきたので、その質問の多かったものをまとめてみました。

動作が重い、すぐに強制終了する　＞＞

フリープレイはスマホのゲームにしては他より重い仕様になってます。

PC版のシムズもフリーズや動作鈍化、強制終了がよくあります。

動きが止まったりすぐに強制終了する場合、余計な他のアプリは削除するか、出来るだけ他アプ

リを終了させるかSDカードに移動させて下さい。

Androidの場合
”インフォ”の項目に移動すると見れる”アプリ情報”からメモリを”SDカードに移動”させてみて下
さい。

それで本体の作業容量が確保されます。

それとsimsが落ちた時に、アイコンを上記のアプリ情報の項目の中にある”キャッシュを削除”を実
行してみて下さい。

これはセーブデーターでは無いので大丈夫です。

それでも起動しない場合、一旦電源を切ってみて下さい。

再起動後、余計なアプリが起動してないか設定から確認。

WiFiに繋いだらsimsのみ起動して下さい。

一旦起動出来れば、その流れで次回の起動も出来るようになる…気がします。
シムピープルもそんなカンジだったので。

ウチはキャラを10人ほど同じ家に連れてきて作業させているのですが、そこから4人を元の家に戻
して作業をさせるようにしたら、幾分か軽くなりました。

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=665
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=680


と言っても1秒の動作をさせるのに数分はかかりますが、移動すると落ちていた以前よりはマシに
。

どうやら人は分散させた方が良さそうですが、各家への移動にも時間がかかるので各家4〜5人程
度が良さそう。

あと見逃しがちですが、動く壁紙を使用してる場合それで電池も作業容量も食ってる場合があり

ます。

ディフォルトに戻すか写真などの一枚絵にすると若干ではありますがパワーセーブ出来ます。

2〜3日放置すると動作が全部リセット（お金やXPはそのまま）になって全回復状態で復活する場
合もありますが、回復作業の途中で長期間放置するとリセット回復にならない場合があります。

iOSの場合
と言ってもウチはAndroidなので詳しい事はよく分りません。
iPhoneは裏で色々と自動で動いているらしいので、それらの機能を切ってゲームだけに集中させ
れば動作が軽くなるようです。

それらの機能をオフにする方法がこちらにありますのでご参考まで。

【iPhoneの処理速度を上げる方法 @nanapi】

現在のiPhoneのメモリが1GB程度らしいので、多分そこまで止まる事も無いような気もしますが
。

▼スマホの対策で使えるかもしれないアプリ

【I Love Color】
google play

一色壁紙にもPatternで絵柄壁紙にも出来ます。
”ライブ壁紙”というものも結構メモリを食うので負担の無い一枚絵を網羅した壁紙集。
常に新着壁紙が用意されています。

【履歴消しゴム】

google play

ブラウザのや各アプリに残ってるキャッシュや履歴などを消去してくれます。

http://nanapi.jp/3344/
https://play.google.com/store/apps/details?id=kman.apps.iLoveColor&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImttYW4uYXBwcy5pTG92ZUNvbG9yIl0.?
https://play.google.com/store/apps/details?id=mobi.infolife.eraser&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsIm1vYmkuaW5mb2xpZmUuZXJhc2VyIl0.


プレイ前に余計なキャッシュデータがあると重くなるので。

【高級タスクマネージャ】

google play

なぜこんな名前なのかは不明、多分エキサイト翻訳先生で付けたタイトル。

自分でも気づかないウチに起動しているアプリを停止させるアプリ。

自分も停止させつつ、他を停止する事も出来ます。

これを導入すると余計なアプリを停止するので電池の持ちも若干良くなります。

○○出来ません　＞＞

その家具で出来る行動を全部試さないまま質問される方が多いです。

家具で試せる行動は全部試してみましょう。

あと、シムズはアメリカのゲームなので説明文には比喩表現やたまにジョーク的な意味合いが含

まれている事があって、行動表記の通りに書かれているとは限りません。

FBに来た質問で「”シムに水を浴びせる”が、どれをしていいか分りません」と言うものがありま
した。

シムズは元々アメリカEAのゲームなので、目標の原文は英語です。

”浴びる”を英語にすると”shower”
多分、原文は”Take the shower to sims”

これを見ればシャワーを使った目標だと言う事がもうすでに書かれているので、単純に分ると思

うのですが、日本語に翻訳するとよく分らない事になっているものもあります。

分らない目標が出て来たら、とりあえず英語に翻訳してみるのもいいかもしれません。

効率良く稼ぐ方法　＞＞

一応今の所”木工クラス”で入手出来る木工ベンチで”軽い練習 4分”をひたすらさせ続けるのが一番
効率良いかと思います。

https://play.google.com/store/apps/details?id=mobi.infolife.taskmanager&feature=nav_result#?t=W251bGwsMSwyLDNd


一回につき(新しく見つけたもののみ)50XP 25§〜250XP 500§が貰え、ワンセット揃えば700XP
〜2000XP貰えます。

§が揃ったらケチらずに家を建てて街資産を上げます。
そうすると毎日貰える”日当報酬”が増えます、報酬は日々小さいですがつもり積もれば相当な額
になってきます。

シム同士の関係について　＞＞

シム同士の関係についての質問も多かったです。

最初は”他人”から始まります。

友人ルート

緑色の吹き出しの行動『面白いことをする』『優しいことをする』

※”社交性”を上げるのも、この行動です。

”知人”→”友達”→”いい友達”→”親友”

知人：握手をする

友達：ハイタッチをする

いい友達：引っ越してくるよう言う/男らしいハグをする
親友：引っ越してくるよう言う/チェストバンプをする

恋愛ルート

ピンク色の吹き出しの行動『踊る』『ロマンチックする』

”恋の芽生え”→”デートの相手”→”恋人”→”婚約中”→”夫婦”



”恋の芽生え”→”デートの相手”→”恋人”→”婚約中”→”夫婦”

恋の芽生え：手にキスをする

デートの相手：ほっぺにキスをする

恋人：プロポーズする/ウフフなことをする
婚約中：結婚する/ウフフなことをする/引っ越してくるよう言う
夫婦：ウフフなことをする

ライバルルート

赤色の吹き出しの行動『失礼なことをする』『文句を言う』

”険悪”→”敵”→”宿敵”

険悪：ウソの握手をする

敵：無礼な態度を取る

宿敵：平手打ちする

・すでに”親友”のシム同士を”宿敵”にさせる

赤色アイコンの『失礼なことをする』『文句を言う』を実行していくとゲージが青になって”いい
友達”→”友達”とランクが落ちていきます。
それを”宿敵”になるまで繰り返します。

・恋人関係を解消したい

うっかりピンクアイコンをタップしてしまい、恋を芽生えさせてしまう事もあるかもしれません

。

それを解消する場合も赤色アイコンの『失礼なことをする』『文句を言う』を実行していくと仲

が悪くなり恋人関係は解消されます。

Facebookの友人が反映されない　＞＞

Facebookの友達申請でゲーム内に知人として反映されて、その人数に応じてアイテムが貰えたり
収入になったりするもの。

なのですが、ゲームへの反映が遅くて『友人申請しても反映されない』という質問がこちらのブ

ログやFacebookに何度も来ました。



この友人申請ですがゲームへの反映が遅く、だいたい実数の８割ぐらいしか反映されません。

なのでこちらは気長にお待ち下さい。

Facebookにログイン出来ない　＞＞

以前はゲーム内からログイン出来ていましたが、現在のバージョンではログイン出来ない事があ

るようです。

スマホ用のFacebookアプリがあるのでそれを一旦ログアウト、そこから再ログインしてFBアプリ
が正常に動作している事を確認。

その後フリープレイを起動するとログインの状態になってると思います。

追記※この項目について別箇に記事を書きました。

【　【simsフリープレイ】Facebookログイン方法　】

EAのゲームは結構こういったエラーは普通に多いです。
でもエラー自体は小さい物が多いだけで、重大なエラーは特にないので自分で対処出来る程度。

EAさんにはよく勉強させてもらってます。

こちら私のFacebookアカウントですが、友人増やしの足しにでもして下さい。

それとかなり私の所にフリープレイへの招待が送られて来るのでご説明。

ボートをタップすると出てくる”招待する”というボタンは、Facebookの知り合いでまだFreePlay
をしていないFacebookの友人をシムズフリープレイに招待するためのものです。

子供は成長しないんですか？　＞＞

 
※「人生の夢〜」アップデート以前の記事です、現在は赤ん坊も成長します。

 
フリープレイの子供は成長しません。

【The Sims | 子供が成長しました。】※赤ん坊から成長した、という意味。

シムズの一作目”シムピープル”も同じく子供は赤ん坊から成長しても大人にはなりませんでした。

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.katana&feature=nav_result#?t=W251bGwsMSwyLDNd
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=688
https://www.facebook.com/knightxykk
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=465


シムピープルは火事や事故で死亡する事はありましたが、フリープレイでは死なないようです。

なので老化もしません。

ホビーショップはどこですか？　＞＞

こちらです

ファッションスタジオ/イーゼル/サッカーボール/消火栓/望遠鏡/鏡/ギター
など、職業別や趣味別のアイテムを販売しています。

これと同じく”○○はどこですか？”という質問が多かったです。
アップデートの度に新しい建物が増えたり移動したりするので、マップ上の建物は全てチェック

してみて下さい。

しかしながら『○○が無いのです、アイコンも表示されてません』というのもよくあります。

それは多分こちら↓

公園が作れないんですけど？　＞＞

多分”公園に行く”という目標が出たのに公園に行けない、という事だったのかもしれません。

ゲームを始めたばかりで、まだ目標を５LPで飛ばす事が出来ない時はまだチュートリアル（説明
）パートです。

なのでまだ他の建物のアイコンが表示されていないと思います。



順当に目標をクリアしていけば建物を建てる目標が出ると思います、そこで建物を建てていって

目標をクリアしていって下さい。

先ほど言ったように5LPで目標が飛ばせるようになったらチュートリアル終了です。

婚約指輪はどこで買うんですか？　＞＞

婚約指輪自体を売っているお店はありません。

恋人状態からプロポーズする時に出てきて、指輪の値段が高いほど成功率が上がります。

最初の”婚約をする”という目標の時は10LP貰えるので、素直に10LPの指輪を購入しましょう。

部屋の明かりがつかない、明るくならない　＞＞

部屋の照明をタップすると”オンにする”と”自動照明”があります。

”オンにする”とその時はオンになります。
これはシムのいない部屋でも明るくなりますが、次の夜は明かりが自動的に付かなくなります。

”自動照明”にすると、夜の９時以降シムのいる部屋に明かりが付きます。
これは翌日の夜も有効なので、通常はこちらになっていると思います。

なので夜になっても明かりが付かない場合、部屋にある照明を”自動照明”にしてみて下さい。

○○はどこにありますか？どこで購入しますか？　＞＞



だいたいの家具ならこの家具購入画面を探せばあります。

アップデートの度に新しいアイテムが追加されていたり、ミッションをクリアすると追加された

りします。

”昇進アイテム”という職業のスキルアップに必要な家具は”ホビーショップ”にあります。
ファッションスタジオ/イーゼル/サッカーボール/消火栓/望遠鏡/鏡/ギター

『子供用アイテムはどこにありますか？』というのもありました。

”キッズショップ”を建てると子供用アイテムが購入できるようになります。
同時に家でも子供用家具が購入できるようになります。

コメントに、このキッズショップを建てていない状態の時にセット建築で建てた家に設置してあ

った子供用家具を改装時に所持品に収納したら取り出せなくなったという質問がありました。

その場合、後からキッズショップを建てて子供用家具のタグが表示されるようになったら、その

中に収納した家具があったそうです。

★家具の種類★

アメリカ製のゲームなので、日本にはあまり馴染みの無い家具が登場します。

よく分らない家具の名前が出て来たら検索サイトで画像検索するのをお勧めしますが、一応シム

ズによく出て来る家具を掲載してみました。

▼ベンチデスク



家具購入＞キッチン

▼コーヒーテーブル

家具購入＞リビングルーム

 
低めのテーブルの事です。

▼ベッドサイドテーブル or ベッドテーブル



家具購入＞ベッドルーム

▼ドールハウス

家具購入＞幼児

▼ロッキンホース



家具購入＞幼児

▼ピクニックテーブル

家具購入＞庭

▼PC

家具購入＞電子機器

Eメールをチェック/インターネットを見る/ザ・シムズで遊ぶ/猫の動画を見る/シムシティで遊ぶ

子供
Eメールをチェック/インターネットを見る/シムブックを使う/ブログを更新/シムシティで遊ぶ

▼MDプレーヤー



家具購入＞小学生

今はもう過去の産物になってしまったMD（ミニディスク）プレーヤー
私の高校の頃に全盛期でしたが、もう若年層では知らない人もいるようです。

○人に○○させる　＞＞

人数指定の目標が何個かありますが、これは同時にさせないとカウントされません。

※”○人友達を作る”等は、同時じゃなくてOKです。

４人のシムにインターネットを使わせる　＞＞

PC関連の行動はよく目標に出てくるので、何コメかありました。

家具購入画面の電話のマークが付いた”電子機器”の中にあります。
PCと机とイスのセットになってます。

家に設置するのですが、どちらか片方側が開いてないと座れません。

http://www.amazon.co.jp/MD%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A4%E3%83%BC-%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA-%E3%82%B5%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA-%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%83%BC%E5%88%A5/b/?_encoding=UTF8&camp=247&creative=7399&linkCode=ur2&node=3481201&tag=nightow-yukiko-22


余裕をもって設置しましょう。

○○の写真を撮って共有する　＞＞

子供やペットやゴースト系の目標で出てきます。

その目標のものをゲーム画面右上にあるカメラマークをタップして撮影します。

その後、Facebook等の共有サイトにアップしてもしなくても保存すればクリアです。

※番外

家具の配置方法

こちらも何度か質問があったものです。



家の画面になったら、この家具購入のアイコンをタップします。

アイテムの絵が描いてある所の上にある”タグ”という持ち物の分類があります。

たくさんタグがあるので、画面に出てないタグを見るにはそこのタグの部分を右の方にずっとス

ライドしていって見ていきます。

お目当てのタグを見つけたらそれをタップします。

そうするとそこに分類されたアイテムの絵が出てきます。

先ほどと同じようにアイテムが画面に出てない場合は絵の部分を右にスライドしていくと見れ

ます。

※たまにここでスライドしているのにうっかりタップしてしまう事がありますが、設置していな

ければ購入した事にはならないので、そのアイテムの周りに出ている”×”ボタンをタップしてキャ
ンセルすれば大丈夫です。

アイテムが見つかったらそのアイテムの絵をタップします。

そうすると画面の真ん中にそのアイテムが出てきます。

・アイテムを移動させる場合

家具購入画面にします。

真上から家を見るような画面になったら、移動したい家具をタップします。

半透明の選択された状態になるので、そのアイテムを置きたい場所でタップするとアイテムが移



半透明の選択された状態になるので、そのアイテムを置きたい場所でタップするとアイテムが移

動します。

まずはこのくらいですが、追ってココには他にも色々と質問の多かったものの解説を掲載してい

きたいと思います。

JUGEMテーマ：シムピープル

▼返信

※多くなってきたので折りたたみにしました、下の”続きを読む”をクリックして下さい。 　　
　　

ふぷぶ　さん

＞＞いつも丁寧でわかりやすい解説ありがとうございます

詰まった時は必ずこちらのサイトを参考にさせてもらっています。

管理人さんのシムズフリープレイ更新も楽しみにしておりますので、またお邪魔します〜

どうもありがとうございます。

返信の方はいつも人に伝わるような分りやすい文章を書く為の練習と思って書いています。

文章の勉強等一切した事も無ければ、読書感想文も書けないようなレベルだったので、今は千

本ノック状態です。

更新はアップデートが来ればそれに合わせてアップしていきたいと思います。

他の人のフリープレイのブログ等を見ていくと主にプレイ日記なんかが多い、というかほとんど

それなので写真が溜まっていったらプレイ記も書くかもしれません。

毎日同じローテーションなので特に書く事もありませんが。

かなへびらいす さん
＞＞出勤方法がわかりません

誰か助けてください

http://game.blogmura.com/in/plaync_307517.html
http://game.blogmura.com/pcgame/
http://game.blogmura.com/slggame/
http://game.blogmura.com/gamehowto/
http://game.blogmura.com/game_gazou/
http://internet.blogmura.com/netservice/
http://jugem.jp/theme/c98/7247/


出勤時間になったらこちらの人が３人のアイコン”シムトラッカー”をタップします。

その画面にある” アタッシュケースマーク”をタップすれば仕事に行きます。
これはチュートリアル（最初のゲーム説明）で説明があったと思います。

38か　さん
＞＞街のマップからアイコンをタップして衣装部屋みたいなところに入りましたが出られなくな

ってしまいました。タップしても回転するだけで、アイコンなども出てきません。どうしたら自

分の家に帰れるのでしょうか？

そのシムの洋服を変える画面の左↓の方にある緑色の矢印マーク をタップすると戻れます。

これはどの画面でも同じです。

にしごん　さん

＞＞クラウドのやり方がわかりません。どうしたら良いでしょうか？

”クラウド”というのはセーブデータを別の所に保存してバックアップを取っておく事です。

まずこの右下にある”・・・”をタップしてタイトル画面に行きます。



そのタイトル画面にある青い雲のアイコンをタップするとクラウド画面になります。

”セーブデータをアップロード”これで現在のセーブデータを保存します。
”セーブデータをダウンロード”保存しておいたデータをダウンロードして、他の端末でもゲームを
プレイ出来ます。

※iPhone版とAndroid版のデータは共有出来ません。

にしごん　さん

＞＞返信ありがとうございます。

やってみたのですが、Facebookにログインしてくださいというのから進みません。
ログインしているはずですが…
何度もすみません

返信遅れてすみません。

ウチでもログインエラーが起きたので、検証がてら色々試してみてました。

以前はゲーム内から再ログイン出来ていたのですが、今のバージョンは相性が悪いみたいなので

外部からログインする方法にしてみました。

【Facebook for Android】
こちらのアプリをインストールします、それからID or mailアドレスとpassを入力してログイン。
既インストの場合はログアウトしてから再ログインします。

Facebookアプリが正常に動いてる事を確認したらアプリを終了してフリープレイを起動します。
これでフリープレイ側もログイン出来ていると思います。

あかはやま　さん

＞＞ガーデニングのしかたがわかりません(T-T)
助けてください

こちらの【シムズフリープレイ色々と攻略とか。】返信まとめにもありますが、畑仕事の事です

。

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.katana&feature=nav_result#?t=W251bGwsMSwyLDNd
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=686


家具購入画面を開くと右側にあるチューリップマーク の”庭”の項目に畑があるので購入して家の
庭に設置します。

設置出来たらその畑をタップすると栽培できる作物一覧が出てくるので、それをタップして作物

を育てます。

しじみ　さん

＞＞ホビーってどうやってやるんですか？左のほうに出てくるタグのところにホビーってありま

すが、どうすれば登録?されるかわかりません（ ; ; ）

同時に書き込みされていた【シムズフリープレイ色々と攻略とか。】の方に回答を書かせて頂き

ました。

ホビーとは2012年のハロウィンから導入されたゲーム要素です。

れい　さん

＞＞ソファでくつろぐという目標なんですが、ソファに出るどの項目を試しても達成できません

。

どうやって達成するのか教えてください。

”シムズフリープレイ色々と攻略とか。”に同様の質問があります。

【シムズフリープレイ色々と攻略とか。】返信まとめ
”＞＞ソファでくつろぐ、シムに起きているふりをさせましょう！
って出たのですが、ぼーっとするをしても寝てみてもクリア出来ません。

どおしたらいいでしょうか(>_<)”

もしかしてですが、そのソファーで出来る行動は”ぼけーっとする/目を休める/うたた寝する”でし

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=665
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=686


ょうか？

”じっくり考える/熟考する/推測する”の方はソファーではなくリビングチェアです。

みか　さん

＞＞シムに水をあびさせる、とあるんですがプールで泳いでもシャワーを浴びてもクリアなりま

せん。どーしたらいいんでしょうか(T_T)？

シャワーには”さっとシャワーを浴びる/体をごしごし洗う/石鹸をしっかり泡立てる ”という３つの
行動があります。

”シャワーを浴びる”は試しているみたいなので、それ以外の行動を試してみて下さい。
この場合多分”石鹸をしっかり泡立てる”だと思います。

tetuya　さん
＞＞スーパーで栽培の種？は100とか200単位でまとめ買いできないのですか？

スーパーの画面で購入したいものを連続でタップしていけば購入出来ます。

100個単位など１タップでの一括購入はありません。

まむ　さん

＞＞仕事に行かせる。という目標なんですが、どうやって仕事に行かせるのかわかりません…
教えてください><

それと同じ質問が【シムズフリープレイ色々と攻略とか。】返信まとめにあります。

▼引用

＞＞シムを仕事に行かせると出たのですが、どうすれば良いですか？

通常画面の左側の一番下にある人のマークをタップすると、各キャラのステータス画面が開き

ます。

仕事の時間（上の職業の表参照）になるとそのキャラの所にあるアタッシュケース のマークが

点滅します、その点滅しているマークをタップすると仕事に行きます。

どい　さん

＞＞幼児をプールに連れてくなんですが、どうすればいいでしょうか？

普通に連れてきてもなにもならなくて、

ウチに幼児がいないので検証は出来ませんが、多分今回追加された方の大きいプールでは無く、

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=686


前からある幼児用プールの事だと思います。

家具購入＞幼児　　の所に３種類ほどあります。

phoque　さん
＞＞「幼児をプールにつれてくる」ですが

まず大人をプールに泳ぎにいかせ、プール内にいる大人が選択された状態で幼児をタップすると

選択肢のなかに「幼児をプールにつれてくる」が出てきます。

こちらが正解のようです。

まだウチではこの大きなプールに連れて行くような目標は出てなくて”幼児を子供用プールで遊ば
せる”の方かと思ってました。

tetsuya　さん
＞＞『エアーチェアでくつろぐ』がうまくいきません。

小学生や大人で試してもすぐに落ちてしまいます。

方法を教えて下さい。

そんな事があるんですが、一応現在このブログのトップ画像の左端の女性シムがやっているのが

エアーチェアで”くつろぐ”なのですが。



”くつろぐ”は６分ですが、もう一つの”リラックスをする”は２分で、一番長い”のんびりする”は２時
間になります。

↑への回答プール　さん

＞＞「プールチェアでリラックスする」でシムズが勝手にプールから出てしまうのは、プールが

汚れているからです。

「プールを掃除させる」で綺麗にしましょう。

だそうです。

汚いプールから出ていくと言うのは初めて知りました。

プールが家の中央にあるので家に帰って来た時に皆平然と緑色のプールの中にいて出てこなかっ

たんで、特に嫌がる事は無いかと思ってました。

家に帰ったら初期リスポ地点がプールだった。Instagram

しむ　さん

＞＞ここ数日日当報酬金が全く届きません。どうしたらいいでしょうか？良い直し方あったら教

えてください。お願いします。時刻、GPS等は現在表示しています。

以前も同じ質問がありましたので引用させて頂きます

【シムズフリープレイ色々と攻略とか。】返信まとめ

▼引用

＞＞いつもだいたい同じ時間帯になったら出るのですが来ない場合があるのです、タップしてか

らの時間経過ならわかるんですが2日目ぐらいに突入しても来ないんです。

http://instagram.com/p/V_bJq0OuLV
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=686


スマホの本体時間を進めすぎたりすると、たまにエラーを起こして報酬が来なくなったり仕事の

報酬も受け取れないエラーがおこったりするという事があるそうです。

以前、ウチでも何度か大幅に時間をいじった際に起こりました。

数日間あまり時間をいじらずに通常プレイしていたら直りました。

なのでウチの場合、時間を進めるのは一日の間ぐらいだけにしています。

?　さん
＞＞一度配置してしまった家具を移動される方法はありますか？家具が邪魔で身動き取れなくな

ってしまいました。

この書き込みをされた記事↑の　家具の配置方法　に移動方法が書いてあります。

じゅん　さん

＞＞アプリ消去したら再度インストールできなくなりました。何故でしょうか？本体に問題があ

るのでしょうか？

それはアプリのトラブルシューティングを見た方が早いと思います。

　・Android
「google Play＞Androidアプリ＞トラブルシューティング」
　・iPhone
「iOS：App Store で購入したアプリケーションのトラブルシューティング」

おっしゃってる通り本体の問題か、IDがうまく認証されてなかったり症状によって色々あるみた
いです。

かずさ　さん

＞＞3人のシムに百科事典を読ませると出ました。
どうすれば百科事典がよめますか？

本棚を購入して家に設置します、その設置した本棚をタップすると”百科事典を読む”というのがあ
るのでそれで読めます。

それと、ここは通常のブログなのでメールで使うような絵文字や特殊文字は表示出来ません。

ちびた　さん

＞＞はじめまして、今晩わ。

http://support.google.com/googleplay/bin/topic.py?hl=ja&topic=1046719&parent=1100168&ctx=topic
http://support.apple.com/kb/ts1702?viewlocale=ja_JP&locale=ja_JP


ホビーショップが、表示されません。

過去の質問の中の回答で、ヘアーサロンの並び…と画像付きで載せて頂いていましたが、わたさ
しの街は、ヘアサロンの下がコンクリートの空地、その下が木になっています。

ＬＰを使って昇進ショップをオープンさせたものの、その後の目標がクリア出来ず、質問させて

いただきます。

どうも、今晩は。

それは多分上記の公園が作れないんですけど？　＞＞にも書いた通り、まだ最初のチュートリア

ルモードがクリア出来てないので、建物を建てるアイコンが表示されていない状態です。

目標は説明文を読んだり色々なアイコンをタップしてみて解いて行って下さい。

yy　さん
＞＞基本ホームパックを買う、と出てきたのですが、品切れ？で買えません。スキップもできま

せんでした…もし、品切れになってしまった場合いつ入荷されるのでしょうか？

確かにストアのスペシャルの項目を探しても”基本ホームパック”が無くなってますね。
データ販売なので品切れというよりダウンロード停止状態か終了だと思います。

これは以前の目標が残ってる状態なのかもしれません、アプデした状態でもその目標が出たので

あれば公式のユーザーレビュー等に報告した方がいいかもしれません。

まー　さん

＞＞ダブルショットコーヒーをいれるで、コーヒーメーカーみたいなの買ったのにコーヒーいれ

ると青の水みたいな表示がでていれられません。

どーすればいいんですか？

青い水のマークとは？足跡じゃないですかね？

足跡マークであればどれかの家具がルートを塞いでいたり、シムが前を塞いでいる場合がありま

す（横切るだけでも塞いでいる判定になります）。

その場合はルートを塞いでいる家具を移動させるか、シムが勝手に動かない事を確認してから行

動してみて下さい。

まい　さん

＞＞前にも書いた件なんですが、いつになっても冷蔵庫とコーヒーマシンだけタップしても足



跡マークが出ます…1人で住んでるシムなのですが。
他のシムの家に行って項目をクリアしている状態です…解決策はありますか？
あと、新しい住宅地に家を建てる の新しい住宅地ってどこですかね？空いてるトコに建ててもク
リアになりませんでした…
いつもすみません。これからもわからない事あったら教えて下さい。

最低でもこのくらいのスペースが必要です。

sims2〜3ではある程度狭くてもまぁまぁ動いてくれますが、このフリープレイはシムピープル並
みの判定なので周りを広く取らなければ動けません。

あと、壁が半分消えてるので忘れがちですがドアなどの入り口を付けなければ部屋の中に入れま

せん。

家具購入画面の家の項目にあります。

”新しい住宅地”とは今回のアップデート（2013年3月）で追加された高級住宅地の区画の事です。

ぴよこ　さん

＞＞「暖炉を買う」と言うクエストが出たのですが、ショップのどこを探しても見つかりません

…
どのことを指してるのでしょうか？

＞＞先ほど暖炉の質問をさせていただいた者です。

よーく探してみたら、ショップで暖炉を見つけることができました！

よく探しもしないで質問してしまってすみません…。

いつも詰まった際にはこちらのサイトを参考にさせていただいてます。



どれも丁寧に書いてあるのでわかりやすくて助かっています。

また機会がありましたら、よろしくお願いします。

ありがとうございました。

自己解決したようで、良かったです。

シムの家具は公式だけでも多いのですが、PC版になってくると毎回約１万アイテムほど外部から
インストールしたりするので、どこに何があるのか自分でも把握出来なくなってきます。

このままアイテムが増えて行って更にフォルダの細分化をすると、どこに何があるのか分らない

人も出て来たりする場合もあるので悩ましい問題ですね。

たみ　さん

＞＞海辺の別荘を建てて、その子供部屋にあったキッズ用品をしまったところ、所持品のどこに

も見当たりません。もしかして、まだ子供もおらずキッズショップも建てていない状態なので、

それと関係あるのでしょうか…それとも本当に消えてしまったのでしょうか

多分、そのキッズショップを建ててないので家具購入画面のタグ一覧に子供用品のタグが出てな

い状態だと思います。

キッズショップを建てれば子供家具のタグが出て来ると思うので、その中に多分あるかもしれま

せん。

初めて聞いた症状で、自分の所でも確認は出来ませんので確証は出来ません、すみません。

ーー　さん

＞＞「絵の勉強をする」と出たのですがどういう事でしょうか?回答お願いします;;

”昇進ショップ”という所でアーティスト用家具の”イーゼル”を購入します。



ホビーショップとありますが、昇進ショップとも言います。

家に設置して、それをタップすれば絵が描けます。

アーティスト以外でも使う事は可能ですが、アーティストが使うとスキルアップになります。

ちたぽん　さん

＞＞デートの仕方とナイトクラブ等の行き方がわかりません。よろしければ回答お願いします。

”ナイトクラブ”だったり”ダンスフロア”という名称でスーパーの隣、スタジアムの横の辺りにあり
ます。

そこに行って公園の時のように左側にある三人シムが表示されているアイコンをタップしてシム

トラッカーから任意のシムを呼び出します。

そこに複数人で行って何か色々するとクリア、だったような。

追加されたのが2012年6月と、ほぼ10ヶ月ほど前になるので記憶がはっきりしませんが、多分踊
ったか行くだけでクリアだったような気がします。

もこちん　さん

＞＞コンピューターで「ザ　シムズ」をプレーする、っていうのがでてきて、シムにやらせるの

ですが、シムがやりおえても、どのシムにやらせても、いつまでもミッション完了になりません

。なぜですかね？

”○人でザ・シムズで遊ぶ”というのではないでしょうか？
複数人にやらせる目標であれば、同時にさせないとクリアになりません。

それか、今回のアップデートで今までクリア出来ていた目標がクリアにならないバグというもの

もあるそうです。

その場合は仕方ないのですが5LPでクリアさせるか、次回アプデを待つか、公式レビューに報告す



るしかないです。

までぃ　さん

＞＞「二人がうまく行くようにマスターベッドルームを作る」という目標があるのですが、マ

スターベッドルームの作り方がわかりません。

ベッドルームのものを全部一番高いものにするのですか?
あと、目標の「2人」というのは、この目標の前に「ロマンチックさせる」という目標をさせたシ
ムじゃないとダメなのでしょうか?
できれば教えてください!!

確か部屋を追加するだけだったと思います。

”家具購入画面 ＞ 家”で部屋を一つ追加してみるか、すでに寝室がある場合は壁にある矢印を動か
して大きくしてみて下さい。

たみ　さん

＞＞以前、キッズ用品が消えた事に関して質問させて頂いた者です。回答を頂き、有難うござい

ました。

子供はいない状態なのですが、とりあえずキッズショップは建ててみたところ、おっしゃる通り

、所持品に新しくカテゴリができ、その中に消えていたアイテムが入っていました。有難うござ

いました！ご報告までに^_^

解決して良かったです。

珍しい事例だったので、この質問を上記の○○はどこにありますか？どこで購入しますか？　＞

＞の中に追記させて頂きました。

事後報告ですみません。

までぃ　さん

＞＞先日はありがとうございました！

またなんですが、「ソファでリラックス。三人のシムに、きちんと話を聞いて起きているふりを

させましょう」っていう目標がさっぱりわからないです。三人ソファに座らせて、ぼーっとさせ

たりしたんですが達成できませんでした。

ソファーには他にも”目を休める・うたた寝する”という行動があります、それは試してみたでしょ
うか？

多分”うたた寝する”だと思います。



みい　さん

＞＞幼児はどのようにしたらお風呂マークが満タンになりますか？手も洗えないし、シャワー等

も使えないみたいなのですが…。

バスタブをタップすると入浴出来るようになります。

その場合、大人が一人必要になります。

浅田　さん

＞＞部屋の中に壁をつくるのはどうしたらいいんでしょうか？

大きくは出来るのですが仕切ることができません。

教えてください。

部屋は”四角い箱”という考え方をした方がいいかもしれません。
仕切るのであればまず壁を半分の所まで縮小します、その後にもう一つ部屋をくっつければ仕切

りのある部屋になります。

までぃ　さん

＞＞「６人のシムに昼寝させる」という目標で、「パッチソファ」という三人掛けのソファ2つに
六人で「ぼーとする」「目を休める」「うたた寝する」全部やったのですが達成できません

昼寝だからお昼にしないとダメなんですか??

その通りです。

一つの家で６人同時にお昼の１２時台に”うたた寝させる”でクリアです。

他のお昼寝ミッションでは時間帯は関係無く、この”お昼寝の時間です！”だけ時間指定です。

きょ　さん

＞＞シムの出勤方法がわかりません。スーツケースは点灯しないし、勤務時間内なのに。

出勤時間は合ってるでしょうか？こちら「シムズフリープレイ色々と攻略とか。」の▼職業で確

認して下さい。

昇進すると出勤時間が変わる職業もあります。

それと、スマホの時間をいじっていると出勤時間になっても マークが点灯しない場合があり

ます。

はぴ　さん

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=665


＞＞部屋を消すにはどうしたらいいですか？

ホビーをさせても、ホビーマークが光ってない時があります。（長時間の時）なぜですか？

部屋を消すには”家具購入画面”にして”家”をタップ。
壁に矢印が表示されている状態で消したい部屋をタップすると売却の赤い§マークが出るので、そ
れをタップすれば撤去出来ます。

ホビーマークですか？

長時間の作業（一日とか）だと、たまに行動リセットされる事があります。

時計を大幅にいじっていたり、ゲームが強制終了になると、同じように行動キャンセルが起った

りします。

はぴ　さん

＞＞部屋、消せました！

ありがとうございました。

ホビーマークの件ですが、時間をいじったりした事はないんです。

あと、気付いたのが光らない時は、ホビーが終わった際にホビーマークと何パーセントって、小

さく出ますよね。

あれが出てません。

なので、やはりやってもやってない事になってるのかな…？と不思議です。

経験値XPなどの表示と同時にシムがジャンプして行動終了ですが、それと同じようにホビーでも
行動が終わるとメダルや完成した作品が表示されて終了します。

ゲームを起動してそれが表示されていなくてシムが何もしてない状態なら行動がリセットされて

います。

ウチでもアップデート後しばらくはそれが続きましたが今は安定しています。

強制終了にならないよう、スマホ内の無駄なデータを消去したりSDカードに移動させたりして軽
くするとエラーが起きにくくなります。

【シムズフリープレイ色々と攻略とか。２】

こちらにスマホの容量を軽くする方法を書きましたのでご参考まで。

シムの行動やゲーム自体が重い場合、軽量化すると改善する場合があります。

りとる　さん

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=680


＞＞丸一日フリーズしてたのですが今朝やっと開けました。ですがゴーストハントができなくな

っていました。街のブーストに専念していたのに…泣
ゴースト関係の物をタップすると選択出来なくなってます。何か分かれば教えてください。

シムズフリープレイ色々と攻略とか。にも同様の質問が来たので何らかのエラーが考えられます

。

公式のレビューかどこかに報告してみて下さい。

ウチではそのエラーが出なかったので何が原因かは分りませんが、街マップに出たらUFOらしき
ものが横切ったので多分それを表示させる関連で起きたエラーのような気もします。

しすこん　さん

＞＞いつも見させていただいてます。初コメ失礼します。

「スパーリング人形を使って空手を練習する」

「小学生のシムを町の地図にあるスポーツセンターに行かせて、スパーリング人形を相手に空手

を練習させましょう。スパーリング人形は勝手に起き上がるから大丈夫ですよ。だってそういう

作りなんです！」

という目標がでたのですが、スポーツセンターがどれなのかわかりません。教えて頂けますでし

ょうか？

こちらです

最初の家がある所から見て北西のはじっこ辺りです。

画像のキャラ描画エラーは気にしないで下さい、スポーツセンターが写ってた画像がそれぐらい

しか無かったので。

※現在は高級住宅地が出来て少し変わってますが、北西のはじっこにあるのは変わってません。

エリーザ　さん

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=665
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20130602_348039.gif


＞＞質問なのですが、ロッキーロードやドーナツを作って時間が終わってタップしたら燃えてし

まいました。これは失敗ですよね・・どうしたら成功して経験値が入るのでしょうか？

もう一つすみません。スーパーマーケットでお菓子や野菜の種を買えますがあれはどういった効

果がありますか？

最初シムズフリープレイ色々と攻略とか。２の方に回答書き込んでました、すみません。※変更

済み

残念ながら調理は燃えると失敗になって何も入って来ません。

経験値稼ぎをしたいのであれば”火のマーク”が付いていないものを調理する方が安全です。

現在進行（2013年6月）しているUFOクエストであれば、失敗しても一応クリアした事になります
。

スーパーでは自宅で買うよりも若干値引きされてるというだけで、同じものです。

↑二つ目については解決しました、スーパーマーケットで買うと少し安く買えるのですね(‾▽‾)
＞＞

そうです、コメントを別の方に書いてて返信見れないカンジになっててすみません。

ゆん　さん

＞＞いつもお世話になってます！UFOクエストをクリアしたのですが、私が見て居る限りでは何
も特に変わったことが起こりません…もし何か変化があるのなら教えて欲しいです(>_<)

テレポーターが”家”の”階段”カテゴリに追加されている筈です。

機能は階段と同じです。

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=680


それと、クエストが終わった後に”次のアップデート　云々…”というメッセージがあったのでまだ
続きがあるのかもしれません。

もっちん　さん

＞＞アップデートをして、お天気マシーンをおけるようになったのですが、エレクトロニクス部

門にはいっているとの事なんですが、エレクトロニクス部門じたいがありません。

なにかの不具合なんでしょうか？

よろしくお願いします(·_·;

家具を購入するにはこちら右下にある家具のマークのアイコンをタップします。

※現在この表示とはアイコン位置が若干変わっているものもあります。

現在（2013年6月）は天気イベントの最中なので”ピックアップ”の一番最初の所にお天気マシンが
あります。

通常は”電子機器”の項目にあります。

まりちゃみ　さん

＞＞昨日から、幼児にアクションを起こそうとしても、足跡マークが出て、誰が何をしてもでき

なくなってしまいました。どうすれば良いでしょうか？

教えて下さい。宜しくお願いします。

目的の場所に移動出来なかったり、目標付近に障害物があるとこの”あしあとマーク”が出ます

”昨日から”という事ですが、全く移動できなくなってるのであれば、もしかしてそのシムの周りを



家具で囲ってしまってるのではないでしょうか？

シムは隙間を通り抜ける事は出来ません。

一マス分の表示でも意外と４マス消費しているオブジェクト等もあるので、ちゃんと隙間が出来

てるかどうか確認しながら家具を設置してみて下さい。

モン　さん

＞＞子供はどうやってつくるのですか？

最初のチュートリアル（説明）の時に”新婚さんの家にベビーベッドを置く”という目標があったと
思うのですが。

家具一覧にある乳児の項目の中にベビーベッドがあります。

そのベッドを夫婦の家に設置するとベッドの上に”人”のマークが出るので、それをタップすると赤
ん坊が出来ます。

抹茶　さん

＞＞夫婦になって同棲もしてベビーベッドも買ったのに子どもが作れません。

人のマークをタップしても何も起こりませんでした。

最近のソーシャルアプデのバグだそうです。

上の質問の方も、もしかしたら出来なかったので質問してきたのかも…。

他にも恋愛関係のパラメーターが上がらなくなったり、シムが作れないどころか削除も出来ない

状態です。

2013年7月23日現在
”今回のアップデートで起こっている不具合のご報告を受け現在調査中です、ご不便をおかけして
真に申し訳ありませんがもうしばらくお待ちください”
だそうです。

Facebook【The Sims FreePlay：Hello Android and Amazon Simmers!】

smile　さん
＞＞ご近所の消火栓で消防の練習をするという目標が出たんですけど消火栓はどこにあるので

すか？

建物の中に消化器はあるんですけど、それをタッチしても何もできません…>_<…

”消火栓”は”消火器”ではなくこちらです。

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=557349687633669&set=a.284835984885042.64654.284709311564376&type=1&theater


職業アイテムの消火栓の事です。

みっこ　さん

＞＞ペットを飼うにはどうしたらいいですか？

犬と猫の場合はペットショップで購入出来ます。

公園の側にあります、まだ建ててない場合は建設すると使用可能になります。

ウサギと金魚は”家具購入画面”の項目の中にある”ペット”にあります。

りゅう　さん

＞＞アイフォンでシムズフリーやっています。

質問なのですが昨日新しいバージョンにアップデートしてからおかしくなりました。

パーティーボートにアクセスしてほかの街に行っているシムのところに行こうとすると強制終

了してしまいます。

あとアップデート時にアクションしていた自分の街のシムもアクション完了の時間になっている

のに固まっているようで動かせません。

クラウドにバックアップしてインストールしなおそうとも思ったのですがほかの街に行っている

シムを戻してくださいってメッセージが出てどうにもこうにもできません。



今回8/28のアップデートで皆さん不具合が出ているんでしょうか？

その症状を数件聞いてます。

ご近所さんの街に行かせたままアップデートをすると不具合が出るようです。

こちらSims FreePlayメーカーの質問サイトVisiting Neighbors Crashによると
”一旦リセットして、クラウドにあるバックアップをダウンロードして下さい”
とあります。

この症状が出ている方向けにリセットの方法はこちら【シムズフリープレイ】復帰方法

コメントによるとそれでもダメだったようなので、Facebookのフリープレイグループで説明され
ていた”WiFiルーターをリセットしてシムを強制帰宅させる方法”を書きます。

FBシムズフリープレイグループ　【強制送還させる方法】

そこによると

ゲームを完全に終了させ、ルーターの”WAN”ケーブルを抜きます。
※タスクからも終了させなくてはいけないそうです。

これもルーター10秒ルールが適用されるみたいなのでちょっと待ってから差し直して下さい。
【ルーターを再起動するとき、電源を入れ直すまで10秒間待たなくてはいけない理由 : ライフハ
ッカーJP 】
http://www.lifehacker.jp/2013/08/130813router_rebooting.html

そうすると強制的にシムが帰って来るそうです。

帰って来ない場合は何度かルーターのリセットボタンを押してみて下さい、リセット方法は各

種ルーターによって違うのでお手持ちのルーターのサイトを参照して下さい。

https://firemonkeys.zendesk.com/entries/22309415-Visiting-Neighbors-Crash-Mystery-Island-Update
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=689
https://www.facebook.com/groups/simsfreeplay.JP/permalink/420191324752145/
http://www.lifehacker.jp/2013/08/130813router_rebooting.html


ゲームを再起動すると訪問していたシムは戻って来ているのでクラウドにアクセス出来る筈です

。

そこでセーブしていたデータをダウンロードして復帰します。

さといも　さん

＞＞質問ですが、L字の部屋を造ることは可能でしょうか？
長方形の部屋を合わせてL字にし、繋ぎ目ののところに吹き抜けのドアを設置し擬似的にL字の部
屋を製作することはできますがこの繋ぎ目の部分をなくし完全に1つの部屋として作りたいのです
が方法はありますか？

フリープレイでは現在四角い部屋しか作れません。

上記のような方法でしかL字は無理です。

あかね　さん

＞＞the sims フリープレイで一度クリアしたクエストがまた出てきます。キッズショップを建てろ
というクエストで、キッズショップはもう建っているので次のクエストに進みません。どーすれ

ばいいですか？

ウチも同じような症状が出ました。

↑橋は完成しているのに「町の地図上に橋を建設する」と言う目標

この時は、ご近所Ａさんの所に訪問したら何故か以前訪問したＢさんの所に飛ばされて、帰って

来たらそのＢさんの所に行っていた当時のセーブデータになっていて、再び橋の建設目標が出て

しまいました。

度々強制終了になる事があったのでその時はあらかじめクラウドにセーブしてあったデータをダ

ウンロードして復帰しました。

復帰の方法はこちら→【シムズフリープレイ】復帰方法

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=689


その”キッズショップを建てる”は初期のチュートリアルイベントで一回きりです、多分上記と同じ
ようにセーブデータの目標部分が何らかの原因で巻き戻ったのかもしれません。

クラウドにセーブデータがあれば上記のページにあるように復帰させてみて下さい。

セーブデータが無い場合はLPを使って飛ばす方法もありますが、以前クリアした目標がまた出て
来るかもしれません。

調べた所、チュートリアルの中で何かを建てるのはそれで最後のようです。

Kimi　さん
＞＞『物』に関する大きな本がわかりません。

ご近所クエストです。

多分目標は”イケてるシムへの参考書”を読むというものでしょうか？
本棚をタップすれば出て来る長時間目標です。

ご近所クエストと言う事のようですが、FBにも報告がありました”通常クエスト”の項目に表示され
ているのに何故か『ご近所クエスト』と書かれている目標が出る場合があるそうです。
もしかしたら”自分達のシムの所のご近所 ”と言う意味なのではないかとも言われています。

クエストの表示画面にある

赤紫色のバースデーケーキのアイコンがティーンズクエスト

青い”！”マークの雲のアイコンが通常クエスト
紫色の地球のマークのアイコンがご近所クエスト　です

ゆん　さん

＞＞こんにちは。アイススケートのメダルを12個集めてリフト解除したあとに、2巡目も終わらせ
ましたが、その際の報酬でアイススケートの衣装というものがアンロックされました。でも、そ

の衣装がどこ見ても見つかりません。。教えてください(;_;)

クローゼットの中にあるはずなのですが。

タンスをタップすると衣装チェンジ画面になります、そこにあるユニフォームと言う上下セット

の服があるので、そこを探せばアンロックした衣装がある筈です。

CREO　さん
＞＞

○子供の性別…
赤ﾁｬﾝの時点で【男の子】を選択していたのに、誕生日を迎えると【女の子】!!
○余裕があるのに人口を増やせない



街の住人14/17なのに、大人も子供も増やせない状態。

と言う問題が起こりました。

人口に関しては諦めもつくけれどw
幼児になったばかりの子供がいきなり女の子では…若干、心がﾊﾟﾆｯｸ起こしています。
ﾘｾｯﾄするのも視野には入れていますが、

考えられる原因と対処方法があれば、

お力添えをお願いします(；・ω・)

ティーンズアップデート後の症状でしょうか？

そのアプデ後、他の方の所では突然同じ名前の双子が出来たり（再起動後の位置ずれバグ？）中

には片方が操作不能になったりと色々子供関係でバグが出ているようです。

ファッションセンターかサロンに行って服を変えると元に戻ったりはしませんか？

以前見た目が全く変わってしまったシムをファッションセンターで着替えさせたら元に戻った事

があったので。

もし戻らなければその元男の子を今後女の子として育てるか、LPがもったいないですが街から強
制退去（シムを消す）させて男の子を新たに作り直すしかないかな、と思います。

ウチはMAX以上（実験的にLPで1人を強制的に増やした）なので、余裕がある状態でも増えるの
かどうかの確認は出来ませんが。

ちなみに、家には大人シム４人まで、そこに子供やペットを増やす場合は１人(１匹)だけの最大５
人（or ４人+１匹）までしか増やせません。
家にシムが上限いっぱい居る場合は街の上限に達していなくても”ここにはシムが多過ぎるよう
です”と言ったメッセージが出てきて増やす事は出来ないので、誰か別の家に引っ越しさせて下
さい。

ゆき　さん

＞＞今、不思議な島のクエストの最後をやっているのですが、ツルハシはいっぱい出るのに、後

の二つが全然出ません！どうしたらいいですか？

こちらも教えてほしいくらいです。

不思議の島の資源の２つは頻出するのですが”ゴールド、溶岩の燃えさし、風のエッセンス、真珠”
は出にくい仕様になっています。



なのでひたすら短時間の動作を繰り返して資源が出るのを待つしか無いようです。

12月のクリスマスアップデートで資源の出現率は上がったみたいなのですが、それでも出にくい
のは変わりません。

中でも子供（幼児・小学生・高校生）は出やすいみたいなので、子供でひたすらタンスをタップ

して１秒の”水着に着替える⇔服に着替える”を繰り返すと結構出て来る、ような気がします。

りり　さん

＞＞こんにちは。

一ヶ月ほどシムズフリープレイを放置しており、この年末休暇に久しぶりにプレイ再開したので

すが、シム全員がフラフラしていてアクションさせることができません。これは時間でなおるも

のでしょうか？パラメータゲージは満タンなのです。

汚い話で恐縮ですが、げーげー吐いたりもします。プレイ復帰してから新たに追加したシムも同

様です。

もし何かご存知でしたら教えてください。

iPhoneを傾けたり振ったりするとシムが酔って吐くと言う、iPhone版のみの特別(迷惑?)機能です
。

Android版ではその機能はありません。
なのでiPhoneの方はスマホを固定したり大人しくプレイしているようです。

れな　さん

＞＞『「愛が一杯！」人生のパートナーになる』というクエストをやっているのですが、何度ロ

マンチックするをしても恋人のままでパートナーになりません。

どうすれば人生のパートナーになりますか？



「人生のパートナーになる」は”恋人”になっていればクリアになる筈なのですが
恋人になるアクション　ほっぺにキスをする/踊る/ロマンチックする
恋人になったらクリアで、その次に”ウフフをする”というアクションが出て来ると思います、一通
りクエストをクリアしていくとシムが結婚出来るようになります。

「愛が一杯！」というクエストが出て来てからのアップデートから恋人夫婦関係バグが出てその

辺が不安定になっているようなので、一旦クラウドにセーブデータのバックアップをとってから

現在のバージョンにゲームを更新すると直るかもしれません。

更新はセーブを取って慎重に行って下さい。

すみません　さん

＞＞ご近所に訪問したシムみんな、すぐに赤ゲージになって強制送還されます。

なぜですか？？

【シムズフリープレイ色々と攻略とか。】にも同じような質問をされていたので、そちらに回答

しました。

えみえみ　さん

＞＞ご近所の消火栓で練習するタスクで、ご近所に消火栓がないんですが、どうしたらいいの

でしょうか？？

消火栓のあるご近所を探すしかありませんが、幸いウチにクエスト用の家具は全て揃っているの

でFacebookにて申請出して頂ければすぐに承認します。

みさ　さん

＞＞ホームストアッテドコニアるんですか？

家の画面にある家具のマークをタップすると開く、家具等を購入する画面の事です。

サリー　さん

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=665
https://www.facebook.com/knightxykk


＞＞ご近所が1人もいなくてご近所クエストが進まなくて困ってたので、この記事を見て友達リク
エスト送らせていただきました(><)
よければ承認お願いします！

こちらからhttps://www.facebook.com/knightxykk　”+友達になる”をクリックして申請してもらえば
承認します。

街資産も高めにしてあるので上位からすぐにアクセス出来ると思います。

FBから” 　YKK Knight”で検索しても出て来ると思います。

ゆか　さん

＞＞グラウチの落し物、というクエストで、あしもとに光るバツを見つけなければならないので

すが、どこにも見つかりません。一体どこにあるのでしょうか？？

”×”ではなく、青い吹き出しの”？”だった筈。
レストラン敷地内のどこかにあるので、敷地を見る角度を回したりして探してみて下さい。

nao　さん
＞＞グラウチの落し物の光るXで困っていました。一度ソフトを終了させてから起動させると、レ
ストランでなくグラウチが出て行った家に光るXが出現しました。(iPhone版のバグ？)

ご報告ありがとうございました。

”×”の方でしたか。
どこのゲームでも同じですが、たまに上手く表示されない場合があるので、表示エラー等が出た

場合は再起動（リログ）した方がいいかもしれません。

モカ　さん

＞＞他のシムにピザをあげる、がどうしても出来ないので、やり方を教えてください。

「副料理長の判断」というクエストのサンタにピザを渡すクエストの事でしょうか？

その場合、コンロでホビーの料理スキルLv.2のピザを焼いて完成したら上に出て来る吹き出しをタ
ップします。

それからサンタをタップしてピザを出します。

ちなみにピザはキッチンに電子レンジが無いと調理出来ませんので、近くに電子レンジを配置し

て下さい。

https://www.facebook.com/knightxykk


あまや　さん

＞＞ご近所が誰も居ないのでfacebookに友達申請させていただきました。
宜しければ友達になって頂けるとありがたいです。

それと質問なのですが、フロア増築したのはいいものの、階段や2階に物が置けません。
どうしたら置けるようになるのでしょう…。

Facebookの方で申請して頂ければどなたでも承認させて頂いています。

家具のアイコンをタップしたら家建築画面になると思います。

その画面で右上に数字と↑↓で表示されている階数を上下するアイコンがあるので、それをタッ

プすると１F→２F→３F→１Fの順で移動できます。
最初の建築画面はデフォルトで一階になっています。

まー　さん

＞＞ご近所の人に男らしいハグしたいのに、いい友達でも、その選択肢がでなくなりました。試

しに親友のところにいってみたけど、やはり他人と同じ選択肢せかありません。

【シムズフリープレイ色々と攻略とか。３】でも同じような質問があります。

「チエストバンプ」コマンドが出ない

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=854472164586007&set=gm.610725812365361

こちらによると、どちらかが年齢調整をしたシムだとそのコマンドが出なくなっているバグのよ

うです。

ちなみに他では十代とシニアでは出来ない等、年代差でも同じような事になってるらしいので、

今後のアップデートでの修正まで”年代調整をしていない、同年代のシム同士”でやるしかないみた
いですね。

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=692
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=854472164586007&set=gm.610725812365361


2013.02.27 Wed 【シムズフリープレイ色々と攻略とか。】返信まとめ

前記事

【シムズフリープレイ色々と攻略とか。】

の方に来たコメントが返信含め記事の文字数制限を超えたので過去の返信のみを別記事にしま

した。

▼2013/02/10　〜　2013/09/23　までに来たコメントと返信。

ちか　さん

＞＞このまえ3人のシムをくつろがせることについて答えていただいたのですが、3人ソファに座
っても何も起きないし、ソファをタッチしてもくつろぐと言う項目がないのですがどうすればい

いですか？目を休めるやぼーっとするなどしかありません。

ソファーには”ぼけーっとする/目を休める/うたた寝をする”　という３種の行動があります。
”目を休めるやぼーっとする”という行動はやっているようなので、それ以外を試すといいと思い
ます。

目標には、その言葉のまま書かれていないものもあります。

ハム　さん

＞＞公園で釣りやラジコンボートを二人以上できそうな気がするのですが選択が出ても一人しか

してくれません、何故でしょう？

そういう仕様です。

釣りスキルも他のゴーストハントやファッションとは違い、同時に上げる事は出来ません。

＞＞すみませんさっき公園で気付いたのですがチェステーブルの下に何故か太極拳のシートがあ

るのですがあれは何でですか？どう見ても不自然なんですが...。

たまにシムがやっていたそれまでの行動がリセットされて、直前までシムが使っていたものや園

芸で植えていたものがそのまま残されている現象があります。

多分それで出ていた太極拳用のヨガマットが、何らかの原因でチェステーブルの辺りに移動した

ものだと思います。

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=665


＞＞ほんとだ！改めて今日見てみるともうありませんでした、ありがとうございます(^^)あれがほ
んとうのポルターガイストってやつですね、他の回答もありがとうございます。

以前ウチでもシムの顔がアイコンで表示されず真っ白になっていたり、建設前の建物の名前が飼

っている犬の名前で表示されたりと言ったエラーが何度かありましたが、重大なものでも無かっ

たので特に気にしてませんでした。

PC版シムズでの頻発するエラーに慣れ過ぎてしまっていたのかもしれません。

＞＞別のアプリでsims3があるのですがフリープレイとはどう違うのですか？いくら正規版が元
になっているといってもさすがにPCとは全く同じな訳ないですよね？自分は初代しかやったこと
無いので元がどういったものか分からないんですが。

詳しくはアプリのコメント見てみた方がいいと思います。

【googlePlay ＞ The Sims™ 3】

自分はフリープレイのみで、sims3はPC版しかやってませんので。
ページを見た所、有料版と言ってもグラフィックはフリープレイと変わらないみたいですね。

PC版sims3は1しかやった事の無い人からすると全くの別ゲームに感じると思います。
成長や老化の概念が導入されていてキャラメイクが細かく出来たり、家具もsims1よりは自由に置
けるようになってカラーもゲーム内で変えられます。

それと公式サイトと連動していてMOD導入が簡単に出来るようになりました。

太郎　さん

＞＞アップデートってどうやってするんですか？

他のアプリと同じです。

まずスマホに通知が来ます、通常のアプリのように更新が始まります。

更新が終わったらゲームを起動します、するとダウンロード画面になります。

”ダウンロードする”をタップするとダウンロードが始まります、結構時間がかかるのでここは気長
に待ちましょう。

ダウンロードが終わったら自動的にゲームが始まります。

ちか　さん

＞＞シムを仕事に行かせたのに、

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eamobile.sims3_na_qwf&feature=nav_other#?t=W251bGwsMSwyLDYsImNvbS5lYW1vYmlsZS5zaW1zM19uYV9xd2YiXQ..


行ってない事になってたり、

シムが勝手に別の家に行ってたり、

容姿が変わってたりするのですが、

どうしたらいいですか？

服とかが変わっていて、

戻しても元に戻りません。

気持ち悪いです。

すごい症状ですね、公式のカスタマーレビューに書いた方が良いような気もします。

PC版シムピープルだとMOD等の不具合でそのような症状に見舞われる事は多々ありましたが、
フリープレイはスマホ版なのでMODを入れたりする事はありませんね。
※MOD：有志の作った外部拡張データ

もしかしたらスマホの容量不足で行動が終了する前に落ちたり強制終了になってる事は無いで

すか？

ウチも強制終了になってから再起動すると今までの行動が全リセットされる事があります。

それで仕事に行っていたはずなのにその仕事着のまま家にポツンといたり、キッチンで突っ立っ

てる事があります。

最近のアプデでちょっとその強制終了が多くなったような気がしますが、何回かプレイして慣れ

てくればそういった事も少なくなってくると思います。

ハム　さん

＞＞現在指示してるシム以外のシムのことなんですが、ごくたまにシム同士で会話？的なしぐさ

をするのですがあれはちょっとした自発行動のようなものですか？

そうなんですか、只今デニッシュ作成させてる最中なので確認は出来ませんが、座る所が無いと

モジモジしてる事があります。

そのシム達の立ち位置が近いと、もしかしたら喋ってるように見えるのかもしれません。

まつけん　さん

＞＞ショッピングセンターでバースデーケーキを購入したのですが所持品の中に見当たりません

。子供に与えるにはどうすれば？

ガスレンジをタップすると作れる料理の一覧が出てきます、それを一番下までスクロールしてい

くとバースデーケーキの価格の所が”１”になってると思います。



それがスーパーで購入した物の数になります。

その目標はケーキを子供に与えるというか、ケーキを作ったら他の料理と同じようにタップする

だけでクリアです。

まさこ　さん

＞＞引っ越しはどのようにすればいいのですか？

二人の関係が”いい友達”の状態で引っ越ししたい家に住んでいる住人を選択した状態で、引っ越し
させたい住人をタップして”引っ越してくるように言う”をすれば引っ越します。

か　さん

＞＞6人のシムに昼寝をさせる時どうすればいいですか?

すごい人数が出ましたね、ウチでも最大で４人までしか出てません。

これは”同時に”という事なので、一つの家に６人寝れるだけの数のベッドを用意して”パワー睡眠”
をすればいいと思います。

これでなければベッドには”パワー睡眠/うたた寝する/しっかり寝る/冬眠する”の４種類があるので
どれかを試してみるといいと思います。

ハム　さん

＞＞シム設定で性格とか、欲求ほったらかしなどではやはりほとんど仕事の方に影響があるの

でしょうか？

シム作成時に設定する性格に能力差は無いので仕事への影響はありません、行動終了した後のポ

ーズが違うだけです。

将来的に何か実装するのかは分りませんが、PC版では日常行動が結構違ってきます。

ninjin　さん
＞＞消化器はどこで購入出来ますか?
色々探しましたが出てきません…

現在（13年2月）のバージョンにアップデートした時点で最初に”消火器と除草剤の回収うんぬん”
というメッセージが出て、火事や食人植物が出たらタップするだけで消火や除草が出来るように

なりました。

アプデしてないのならスーパーマーケットにありますが、アプデ後なら置いてません。



もしかしたら目標が残ってる状態で出てるのかもしれません、その場合の解決方法はよく分りま

せん。

5LPで飛ばせない場合、公式のカスタマーレビューに報告した方がいいかもしれません。

ひなちゃそ　さん

＞＞幼児のお姫様ベット買ったんですけど、

上の屋根みたいなってできないんですか？

せっかくLPでかったのに残念です。

クリスマス報酬のベビーベッドの事でしょうか？

ベビーベッドは夫婦のいる世帯で子供を作ったら使用できるようになります。

屋根は関係ないと思います。

りん　さん

＞＞ハート型のお風呂は二人で入れないんですかね?( ；´Д｀)

ただいま確認中、ちょっとお待ちください。

※追記：入れました。

多分↓で書いたのと同じように両側にスペースが無くて入れなかったんじゃないかと思います。

ハム　さん

＞＞いままでずっと気になっていたのですがなぜシム達に食事させる時テーブルを囲んでくれな

いのでしょうか?いくつも席があるのに二人ぐらいしか座ってくれません、なんかちょっと寂しい
です。本を読ませたりとかでもすぐそばにある椅子じゃなくわざわざ一番遠く離れた椅子に座り

ます。



もしかしたら座るイスの周りにスペースが無くて入れないので座れないんじゃないかと思います

。

このように周りにスペースを作らなければ入れません。

ハイジ　さん

＞＞ダブルショットコーヒーを淹れるとでたのですがコーヒーメーカーをかってやろうとしても

足のマークのアイコンがでて目標がクリアできません(*_*)どーしたらいいですか？教えてくださ
い(´·_·`)

最近のアップデートで前に使用したシムがどいてくれなくなりましたね、それの事でしょうか？

それかコーヒーメーカーにたどり着けない配置になってるかもしれません。

家具を移動しつつ、シムの導線を考えてあげて下さい。

ハム　さん

＞＞あれ、そうなんですか（?_?）それって既に家具が配置された家でもあるんですか？どの家に
居ても同じです。私の場合既にセットされた家を建てるので他に物は置きません。因みに自分で

建てた家は一人暮らし用の一つだけです。やっぱり何か工夫は必要なんでしょうか？

セット家を作った事は無いのでどういった間取りか分りませんが、イスがエラー起こしている

とか？

家具配置でちょっとイスを移動してから元に戻してみたり、ドアを付け直して様子を見てみては

？

それと、テーブル用のイスとリビングチェアを間違えて設置してる事もありますので、テーブル

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20130220_254024.jpg


にはちゃんと”ダイニングルーム”の中にあるイスを使用しているか確認してみて下さい。

ハム　さん

＞＞スーパーマーケットで売ってるのってバースデイケーキなどの特別な物以外の、対して何か

に使えるワケじゃない物ってやはりXPを買うような感じになるんですか？

自分はいつもスーパーで調理用の材料を購入して使ってます、一日作業用デニッシュのヘビーユ

ーザーです。

経験値稼ぎは”調理”　初期の金銭稼ぎ用は”畑仕事”　です。

畑仕事は現在ハロウィンバブルで上がった街の総資産で得られる日当だけで 34万/日 あるので、目
標が出た時のみしかしてません。

経験値は上記したような”調理”と、スポーツ職の”オリンピック選手”で稼いでます。
Lv35にもなると 仕事1150XP×17人＋小学生AAA800XP＋釣り一日225XP＋デニッシ
ュ2250XP×17人 で一日2〜3%づつしか上がりません。
多分これだと1Lv 約2,353,000XPという計算に。
オンラインゲームだとLv20台でも1Lv上げるのに数億XP以上なんてのもあるので、これは普通ぐ
らいだと思われます。

しじみ　さん

＞＞ホビーってどうやってやるんですか？画面の左にタグがあって、ホビーが登録?されるよう
になっていますが、どういう仕組みかわかりません(泣)教えてください！

左側のタグのホビーという事ですが、こちらの事でしょうか。

これはホビーの実績が見れるようになっています。



ホビーとは2012年のハロウィンから導入されたゲーム要素です。

ゴーストハンター/ファッションデザイナー/釣り/飛び込み/バレエ/空手

2013年3月現在上記の６種類があり、シム一人につき一種類のスキルを上げる事が出来ます。
その進度レベルや、集められた実績を見る事が出来ます。

ゴーストハントはゴーストマークの付いた家具をクリックすると開始。

ファッションデザイナーはホビーショップで”ファッションスタジオ”を購入、それを家に設置し
てタップするとファッションデザインを開始します。

釣りはマップ画面から公園に移動、公園の桟橋の真ん中にある釣り竿をタップすると釣りを開始

。

飛び込みはマップ画面に出て市民プールに移動、そのプールにある飛び込み台をクリックすると

開始。

バレエと空手は小学生限定ホビーです、マップ画面からスポーツセンターに移動、バレエはレコ

ードプレイヤーをタップすると開始、空手はスパーリング人形をタップすると開始です。

＞＞丁寧な説明ありがとうございました！

いえいえ、このホビーはアプデイベントごとに増えていきそうな気がするので詳しく解説した方

がいいかもしれませんね。

ゆう　さん

＞＞3人のシムに、きちんと話を聞いて起きているふりをさせましょう。と出たのですがソファー
をタッチしてもぼけーっとする・目を休める・うたた寝する の3項目しか出てきません。
教えてください。

これは【シムズフリープレイ】質問が多かった項目をまとめてみましたに書いた”○人に○○さ
せる”ですね。

ソファーに関しては、上記↑の返信にある＞＞このまえ3人のシムをくつろがせることについて答
えていただいたのですが、3人ソファに座っても何も起きないし、ソファをタッチしてもくつろぐ
と言う項目がないのですがどうすればいいですか？目を休めるやぼーっとするなどしかありま

せん。にあります。

回答引用：「ソファーには”ぼけーっとする/目を休める/うたた寝をする”　という３種の行動があ
ります。

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=685


”目を休めるやぼーっとする”という行動はやっているようなので、それ以外を試すといいと思い
ます。

目標には、その言葉のまま書かれていないものもあります。」

シムズはアメリカのゲームなので説明文には比喩表現やたまにジョーク的な意味合いが含まれて

いる事があって、行動表記の通りに書かれているとは限りません。

マキノ　さん

＞＞あのー、恋が芽生えてからの友達になることは可能なのでしょうか？

可能です。

何度も文句を言えば恋愛関係は解消されて、険悪になった所で優しくしていけば友達になります

。

対シム関係について詳しくは【シムズフリープレイ】質問が多かった項目をまとめてみましたに

あります。

まゆ　さん

＞＞望遠鏡を眺めるってどうすれば良いんですか？

ホビーショップで望遠鏡を購入して、それを家に設置してタップすれば使えます。

ハム　さん

＞＞やっぱり何をしてもテーブル囲んでくれません。2人以上は座らず立食い、これはレビューの
方で改善を頼むしかないでしょうか？

"2人以上は"という事は座れて食事は出来ているようなのでイスはダイニングチェアで合ってるみ
たいですね。

シムは１マスの空きスペースが無いと歩けません。

部屋を狭く作っていると家具の角同士などで導線が塞がれてる所があるかもしれません。

意外とぬいぐるみなど、小さなアイテムでも塞がる事があります。

公式のレビューに書き込んでも、みんなの所で同様に発生しているバグという訳では無いので、

対処のしようが無いかもしれません。

＞＞やはり個人的だとちょっと難しいですか。別に何も邪魔になるような物は置いてないのに、

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=685


椅子を選択すれば座ってくれるんですが、おかしいなぁ。

冷蔵庫をタップして”食事”を選択して下さい。
クリスマスに入手したクリスマステーブルをタップしても”クリスマスディナーを食べる”が出てき
ます。

miwa　さん
＞＞iPad版のSIMSをやっているんですが町に行った時に建物が表示されません、、、
治せる方法をしってたら教えてください。泣

ちょっとその症状になった事が無いので正確な事は分りませんが、iPhoneが処理能力を超えたの
かもしれません。

AndroidなのでiPhoneアプリ等は分かりませんが、キャッシュの削除をしたり本体からSDカード
にデータを移動したりして本体容量を軽くしてみて下さい。

フリープレイはアプリの中でも結構重いので、他のアプリを停止してから試してみるといいと思

います。

ハム　さん

＞＞一部の家だけ電話が取れません！因みに一番安い電話です。移動させてみようかと思って

もタップ出来ません！そこに無い事になっているのかと思い別のを重ねて取り付けてみようと思

いましたがやはり出来ませんでした。と、その時ホームストアを見て気付いたのですが、電子機

器の中に一番安い電話がありませんでした、これどうしたらいいでしょうか？

自分も先ほど”電話を買う”という目標が出たので確認してみた所、確かに一番安い電話がありませ
んでした。

そういったエラーが多いので削除されたんでしょうかね？

壁の縮小等で家具が取れないでしょうか？

まゆ　さん

＞＞おしゃれなコーヒーを入れるでダブルショットを入れたのですが目標クリアになりません…

アップデートで普通のコーヒーをいれるに変更になりました。

この記事の最初の所↑　”おしゃれなコーヒーをいれる”に書いてます。

まい　さん

＞＞昇進ショップってなんですか？どうすれば建てられるんですか？
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【シムズフリープレイ色々と攻略とか。】返信まとめの返信の一番最初にある”ホビーショップ”が”
昇進ショップ”です。

始めたばかりのチュートリアル状態なら、目標を進めていくとそのうち建物の所に建設アイコン

が表示されるようになります。

か　さん

＞＞子供は2人までですか?

街の上限人数に達していなければ何人でも可能です。

ちゅう　さん

＞＞女性同士で結婚しちゃうんですか？

男同士でも結婚しちゃいます。

シムズフリープレイ色々と攻略とか。２にも同じような質問があります。

▼引用

＞＞女子同士が「デートの相手」という関係になりました。

そういうものなんでしょうか？

バグでしょうか？

女の子同士でも男の子同士でも恋人関係になれます、バグではありません。

現実でもよくある事です。

しじみ　さん

＞＞新しく空き地を購入した場合、新しいシムもついてきますか？

シムを追加せず家だけ建てる事も可能です。

街のシム人数の上限に達していなければ後からシムも追加できます。

2013年3月のアップデートでシムの追加が無料になりました。

まい　さん

＞＞シムに指示しても足跡のマークが出ます。

今までは普通に出来てたのに急にです。

ケーキを焼かせようとしても出来ず2回試した為、10LP損しました。これは戻って来ないんですか
？せっかく貯めたのに…
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たまにキッチン前を他のシムが横切ってる最中に塞いでいたりするとその足跡マークが出たりし

ます。

これ自分もよくやります、しかもLPや§は戻ってきません。

シムで塞いでいなくてもタイミング等で足跡マークになったりするので、気合の入った料理を作

る際は他のシムにそれぞれ別の行動をさせて前を横切らないようにさせたり、作る前にクッキー

など軽めのものを作って事前確認をしてから作ってみて下さい。

なつ　さん

＞＞レベル36になったときにメッセージが出て、ホームストアにプレゼントがあるみたいなこと
を言われました。

ですがそれらしき物が見当たりません。

何のことだか分かる方いらっしゃいますか？

ホームストアとは家での家具購入画面の事です。

よく間違えがちですが、所持品の方ではありません。

多分レベルが上がった事で家具がアンロックされたという事かと、なので今までもそのメッセー

ジが出てたと思います。

まみ　さん

＞＞質問させてください(>_<)

シムの社交性を最高潮に高めるって何をすればいいんですか？

【シムズフリープレイ】質問が多かった項目をまとめてみました

こちらのトップの方にあるシム同士の関係について　＞＞に書いてあります。

社交性を高めるには『優しいことをする』や、親友であれば『チェストパンプをする』などで最

高にする事が出来ます。

ゆい　さん

＞＞子供を幼児にしたくて、バースデーケーキを焼いてもできず、何回も試してもだめで40LPな
くなりました。。人が邪魔とか物が邪魔とかじゃないのに。。なぜですかね？それに、クエスト

でもでているのに。。

シムズフリープレイ色々と攻略とか。２の”▼子供の成長　※2012年9月追加コンテンツ”に書いて
あります。
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ケーキは完成したのであればOKです。

こちらは幼児→小学生になった瞬間の画像なのですが。

バースデーケーキはタップしたら消えます、その次に子供をタップすると”誕生日を祝う”という項
目が出て来るので、それをタップすると成長します。

はな　さん

＞＞5人のシムに小説を読ませるっていうクエストで
その本がどこにあるのかわかりません、おしえてください。

クラシカルな「外宇宙のバーレスクヒップスター」というものです

※絵文字は表示されないので省略しました。

その文字通り”5人同時に小説を読ませる”だけです。
家具購入＞リビングルーム　にある本棚のどれかを購入して家に設置してタップして人数分”小説
を読む”でクリアです。

か　さん

＞＞他のシムにいい態度をとるってどういうことですか??

他のシムをタップして”優しいことをする”とクリアです。

おれんじいろ　さん

＞＞シムを増やすには

どうしたらいいですか？

おしえてください！

まってます^ ^



外のマップ上にある空き地に”家のマーク”があると思います。
（まだチュートリアルの時は表示されていない場合があります）

その家のマークをタップすると家の建築が始まります、完成したらその家マークをタップすると”
シムを追加する”という表示が出て来るのでタップしたらシム作成画面になります。

みゃー　さん

＞＞シムが夫婦になって子供もいる段階になりましたが、夫婦の仲がどのアクションをしても上

がりません。

こういう時はどうすれば良いのでしょうか？

【シムズフリープレイ】質問が多かった項目をまとめてみましたに対シム関係の一覧があります

。

恋愛関係の最上位が”夫婦”なので、それ以上はありません。

はな　さん

＞＞猫のように寝ましょうというクエストがでたのですが

寝かせてみてもだめでした、どうしたらいんでしょうか。

(映画スタジアム)のクエストです

この場合”ベッドでうたた寝”です。
ソファーなら指令に”ソファー”と出るので。

Sims man　さん
＞＞最近のアップデートの後に、今まで配置してあった白電話を動かそうとしたのですが触るこ

ともアクションを起こすことも出来なくなってしまいました∑(ﾟДﾟ)
不具合なのでしょうか？orz

白電話というのは以前あったけど今回のアプデで無くなった最安の電話の事でしょうか？

結構その不具合が出てる人が多いらしく、その電話は移動できないそうです。

もし困ってるようであれば公式のレビューに報告した方が良さそうです。

mom　さん
＞＞子どもを引っ越しさせるにはどうしたらいいのでしょう？

子供をよそにやる事は出来ません、お父さんお母さんの元に居させてあげて下さい。

PC版だと成長して家から出ていく事も可能ですが、アプリ版は小学生までしか成長しないので無
理だと思います。
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ミル　さん

＞＞すみません(>_<) 5人のシムに違うシャワーで体を洗わせるといるクエストが出たのですが、
どうすればいいですか？教えてください(＞人＜;)

＞＞すみません、さっきのコメントでメールを書き忘れたので、もう一度書き直します！

5人のシムに違うシャワーで体を洗わせるといるクエストが出たのですが、どうすればいいですか
？教えてください(＞人＜;)

すみません、個別にメールでの返信はしていませんのでご了承下さい。

複数人に”シャワーを浴びさせる”でしょうか。
”他のシムの家のシャワーを使う”というものもあるのですが、この場合もしかしたら５人シムを一
つの家に集めて５つ分シャワーを購入してそれぞれ浴びさせるという事じゃないでしょうか。

なにしろ初めて聞いた目標ですので、正しいかどうか分りません。

ハム　さん

＞＞今はあまり関係ないんですが、自分は昨年の大晦日直前に始めたので知らないんですが、今

と前とでは画面表示のデザインて違ってたんですか？動画とかみると(ほぼ外人ですが)タップする
ボタンの配置が異なったので気になったのですが、それともiPadだったからでしょうか?使ってた
のがほとんどiPadだったので

Android版とiPhone版は表示が違うようです。

Android版

iPhone版　※sims Freeplay EA公式

http://www.ea.com/jp/the-sims-freeplay-ios/images/c4bde07587d3a310VgnVCM1000001065140aRCRD


※ウチはAndroid版なので、もしかしたらこれは昔の表示かもしれません。
カメラのマークが無いので。

自分が始めたのは去年の６月ですが、今と表示は違っていました。

以前の表示　※sims Freeplay EA公式

一応アメリカでのシェアは　Android７割　iOS２割　その他１割　だそうですが、ニューヨーク
に行った時は老若男女のほとんどがiPhoneユーザーのように見えました。
場所によるのかもしれませんが、海外での映像はiPhoneが多いですね。

茄子　さん

＞＞できれば至急お願いします (;>_<;)
機種変更をする際に、データを引き継ぐことは出来ないのでしょうか…？今までレベルもあげ
てせっかくここまで作り上げたのに引き継げないと辛いです (;>_<;)なにか方法があれば教えてく
ださい (;>_<;)

遅くなってすみません。

その場合は、タイトル画面にある青い雲のマークをタップすると”クラウド”という画面になります
。
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そこにある”セーブデータをアップロード”をタップすれば今までのセーブデータのバックアップが
出来ます。

※セーブデータは公式のサーバーに保存されます。

機種変更したらフリープレイをインストールしてゲームを起動、また同じように雲のマークをタ

ップして、今度は”セーブデータをダウンロード”をタップすれば今までのデータが引き継げます。

注意しなければいけないのが　Android版⇔iPhone版　ではデータが引き継げません。

ハム　さん

＞＞動画でよく見るのは下の画像の方です、上の画像もみた事ある気がします。確かにシムズの

動画に限らず他のアプリの動画でもAndroidでやってる人の方が多いです、因みに自分はiPhone
です。回答ありがとうございましたm(_ _)m

昔の画像の方ですね、自分もやり始めてからすぐに現在の表示に変更されたのでなんとなく覚え

ていた程度でした。

体力表示などがPC版のシムズと同じですが、スマホの小さい画面ではアイコンが小さ過ぎてタッ
プしにくかったのを覚えています。

iOS版だとiPad等大きな画面でプレイしてる人をたまに見かけますね。
アプデもiPhone版の方が1日早かったり、他でもiPhoneでプレイしてる人がほとんどですね。

ninjin　さん
＞＞ゴーストハンターで全部のゴーストを集めてゴーストを貯めるタンクが手に入ったはずなの

に所持品を探してもどこにもありません…
もらい損ねてしまったのか…

ゴーストハントのアップデート時によく来た質問です。

なのでシムズフリープレイ色々と攻略とか。２のゴーストハントの項目に画像付きで掲載して

ます。

このアイテムは２回目のゴーストハント終了後に家具購入画面のデコレーションの一番最後に出

てきます、8000シムリオンです。

ハム　さん

＞＞シムが勝手に自分の家に帰ってしまうのですがなんでですか？

一つの家には最大で１０人までしか入る事が出来ません。
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その家に住んでいる人が帰って来ると自動的に誰か帰ってしまいます。

か　さん

＞＞ゴミ箱を蹴り倒すときはどうすればいいですか

家の外にあるゴミ箱をタップすると”蹴り倒す”という項目が出てきます。

ハム　さん

＞＞それも知りませんでした！( @_@;)でも自分の場合2人しか居ないのになんか1人ゆっくりと家
の外に出たなと思いきやいつの間にか居なくなって自分の家に帰っていました

それは人数がフルになった時の帰り方と同じですね。

自分の所も最初の頃同じように定員数は足りているのに何度か自分の家にシムが帰ってた事があ

ったような気がしますが、原因は不明でした。

特にデータに不具合が出たワケでも無かったのでそのままにしていたら、いつの間にかその行動

はとらなくなってました。

ハム　さん

＞＞「シムを5人同時に洗わせる」というのがクリア出来ないのですが、同じ家で5人という事で
すか？

”人数指定”と”同時に”とあるのでそうかもしれません。
多分シャワーだと思いますが、その目標は多分見た事が無いのでちょっと詳しくは分りません。

ひな　さん

＞＞赤色のハイライトが見当たりません。 お願いします。

赤色のハイライトというのはちょっと聞いた事がありません。

体力や衛生が落ちるとゲージが赤くなるとか、クリスマスイベントの時に杖型のキャンディライ

トが紅白の縞とか。

赤い物に関してはそのくらいしか思い当たる物はありません。

すみません。

4/27追記※もしかしてカーディラーで売っている「赤のセダン」じゃないですか？
目標の全文は覚えてませんが”ハイライト”は車のライトのの事を言ってるのではないかと思います
。



カーディラーは外のマップ上にあります、スーパーマーケットの隣にあるTOYOTAマークのお店
です。

ハム　さん

＞＞やはりそういうことでしたか(´ω｀)なぜ別々の家じゃなく同じ家でという条件にしたんでしょ
うかねぇ...
あと階段ってどうやったら設置できるか分かりま

階段は2013年4月からのアップデートで追加された要素です。
シムズフリープレイ色々と攻略とか。２に新要素の説明があります。

設置方法は、まずその上の階を作ってから設置可能になります。

ハム　さん

＞＞階段だけじゃ無理ですよね。

もひとつ質問したいのですが、何か一人だけいつ見ても常に欲求がMAX状態のシムがいるのです
がなぜでしょうか？他のシムは今まで通りゲージが減少するのに何かおかしい気がします。

階段だけ設置してしまうと、シムが屋根に登ってしまってエラーになるかもしれないですからね

。

体力ゲージは調理や園芸をやらせている間は下がりません。

そのシムだけ何か行動させているとかは無いですか？

アップデート時に体力が全回復したりとかはありますが、それは全シムに適用されますし。

体力減らなくて、特にエラーが無いのであればそれでいいのではないでしょうか。

くろう　さん

＞＞こんにちは。

質問なのですが、課金する場合支払い方法はどうなるのでしょうか？

携帯料金から引かれるのか、それとも何処かのサイトを経由するのですか？

iPhone版なのですが、教えて下さい。

シムズフリープレイ色々と攻略とか。２にも同じ質問をされたようなので、そちらに回答を書き

込ませて頂きました。

ハム　さん
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＞＞勝ってに自分の家に帰る理由分かりました、単に欲求不満で家に帰っちゃうだけで頭上にゲ

ージも出てました。不具合とかじゃなくて良かったです。

そう言われてみれば、ゲージが低いと他の家にも行かなくなりますね。

忘れてました、すみません。

最低でも家にトイレと洗面台を置いて、ある程度回復させたら戻ってくる事が出来ます。

にこにこ　さん

＞＞ウフフとはどういうことをしたらいんですか?

恋愛関係になったシムをタップすると”ウフフなことをする”というのがあるのでそれをタップする
と始まります。

恋愛関係にするにはこちらを参照

【シムズフリープレイ】質問が多かった項目をまとめてみました

ポム　さん

＞＞始めたばっかりですが衛生の所が真赤でトイレに行くミッションが何故かできません。トイ

レもあります

部屋には入れるようになってますか？

もしかしたらトイレまでのルートを家具で邪魔をしているとか、部屋に扉が無いので入れないと

かはありませんか？

トイレの前に１つスペースが無いとトイレには座れません。

か　さん

＞＞子供を作ろうとしても、ここはずいぶん人がいっぱいですね、とかいてあってできない

一つの家に家族は最大４人までです。

余分な大人の家族がいる場合は引っ越しさせる事が出来ますが、子供の場合は親と一緒でない

と引っ越し出来ません。

Ninjas　さん
＞＞２つ質問させてください。

2日ほど前からゴーストハントが出来なくなりました。
ゴーストマークの家具をタップしても、ゴーストを探すという項目だけ出なくなりました。

私だけの不具合なのか、そういう仕様になったのか…
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もうひとつ、郵便をチェックするというクエストが出ましたが各家のポストをタップしても何も

起きず、他に郵便に関係する物が無いように思うのですがどうすれば？

こちらでも確認しましたが、ゴーストハントは正常に出来ました。

ただし、同時期に同じく”ゴーストハントが出来なくなった”というコメントがあったので、もしか
したら他にも同じような症状が出てる方がいるかもしれません。

公式のレビュー等に報告した方が良さそうな気がします。

”郵便物をチェックする”はポストに手紙のアイコンで表示される日当報酬の事です。
特定の時間というワケではなく、一度クリックしてから24時間後に表示されます。
多分最初の方だと思うので、しばらく他の事でもしながら一日程度待ってみて下さい。

みかりん　さん

＞＞はじめまして。

さっき（am３時半頃）地図上にいきなりUFOが現れました。
一瞬なにか分かりませんでしたが、気付いてすぐにタップしてみましたが触れた所が悪かったの

か公園へ…
残念に思いながら地図にすると、再度出現！が、今度はサロンへ…
そこで質問なのですが、UFOを上手くタップすると何かあるのでしょうか？それとも単なる遊び
心なのでしょうか？

ハム　さん

＞＞目線を離していたので一瞬気にならなかったのですが画面にチラチラと黒いのが写るなと思

ったら目の前をＵＦＯが飛んでました！あれは何なのでしょうか？

ルルド　さん

＞＞初めまして。

今日、突然宇宙船が現れました。出現してもすぐに飛んで行ってしまいました。しばらくすると

また現れるので、宇宙船を待ち伏せして、宇宙船をクリックしてみたのですが、更に早いスピー

ドで逃げていくだけです。写真を撮ってみたりしたのですが、写ったはずなのに、何故か写りま

せん。

何か攻略法はあるのでしょうか？

良いアドバイスあれば宜しくお願い致します。

初めまして。

今日、突然宇宙船が現れました。



現れては消える、の繰り返しです。

何か意味はあるのでしょうか？

勘違いして、同じような内容の質問を二度もしてしまいました。

申し訳ありません…

同時にUFOに関しての書き込みがありましたので一緒にさせてもらいました。

シムの世界では結構UFOや宇宙人が出てきます。

このようにシムを誘拐したり色々とイベントがあります

【マジカルファントムハイヴ家　｜　主に連絡用。(仮)】
この時は子供が誘拐されましたが、シムズ２や３では大人も誘拐されて男性が妊娠したりと色々

とイベントがあります。

フリープレイの方のUFOですが今の所ただ単に横切ってるだけのようですが、海外でサンタが墜
落した地点に堕ちているものがあったので何らかのクエストがあるのかもしれません。

写真の撮り方ですが、FaceBookに”携帯のスクリーンショットで撮れた”との事です。

建築用コインの下に日付が表示されるようになっていたので、その後に何かありそうですね。

ルルド　さん

＞＞そうなんですね！

ありがとうございました！

どう致しまして。

未だにUFOの写真撮れてませんが、やっぱりタップしても何も起こりませんでした。
建築用コインの下の表示があと3日とあるので、20日辺りに何かあるかもしれません。

海琉　さん

＞＞フリープレイを開いても音楽は流れるんですが、シムや家が画面に出てきません。どうした

らいいですか?

動作が重くてゲームが落ちたんじゃないでしょうか？

それか自分もよくやりますが、電源ボタンを押してしまうと画面がブラックアウトします。

その場合、もう一度電源ボタンを押すと元に戻ります。

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=472


もしかしたらこちらが参考になるかもしれません。

【アプリ不具合（フリーズ/画面が真っ白になる等）】

どちらも前のクラッシュしたデータのキャッシュを消去する方法です。

一時データを消してもセーブデータが消えるワケではありませんが、もしかしたら少しだけデー

タの巻き戻りが起るかもしれません。

がいた　さん

＞＞宇宙人のクエストで電子工学に$16000投資すると言うのはどうすれば良いのでしょうか？
どなたか教えて下さいm(__)m

"電化製品"に§16000使って下さい。
自分の所にもそのクエストが出たので、テレビ等を買ったらクリア出来ました。

がいた　さん

＞＞電子機器に$16000使ってクリアしました！ありがとうございましたm(__)m
また何かありましたら宜しくお願いします♪

”終末”と”警告”をするには公園の演壇（段ボール箱）をタップします。
”映画マラソン”はテレビをタップします。
その他分りにくそうな物も色々あるかもしれませんが、文章とその上に表示されている青いバー

の所にも目標が分りやすく書いてありますのでそこから色々と推測して試してみて下さい。

ルルド　さん

＞＞こんばんは。この間はありがとうございました。

再度、質問があるのですが、お掃除ロボみたいな物を購入したのですが、部屋に置いても全く掃

除してくれません。お掃除ロボではないのでしょうか？$777.777という値段のやつです。
あと、三階は建築可能でしょうか？

二階までは建てれたのですが…
ご返答、宜しくお願いします。

お掃除ロボはシムがゲロを吐いたりおもらしをすると出てきて片づけてくれます。

後は再起動時にも部屋をウロウロしていたりします。

三階も建設可能です。

二階を作った時と同じように上階を作るタブをタップして、上に伸びる青い壁をタップすると上

http://blog.p-corn.com/supportsalt/faq/faq08/


階が出来ます。

画像はエレベーターのサンプルとして建てたビル的なものですが、エレベーターは二階までしか

建てられないらしいので、階段を併用しています。

ルルド　さん

＞＞ご丁寧な回答ありがとうございます！

いえ、どう致しまして。

歌う魚を手に入れてからウチでも掃除ロボを持て余し気味で、実験してみるまで何をするものか

気にもしてませんでした。

侍　さん

＞＞ゴーストハントをやってみたくて、デコレーションのところから、ゴーストマークがある猫

の絵を買いました。

壁に飾っていますが、タップしてもシムが立ち入り禁止みたいな吹き出しを出して、何もできま

せん。

幼児シムが大人専用オブジェクトをタップしたときと同じ吹き出しです。

ゴーストハントはもう出来ないのでしょうか？それともまだ何か必要なのでしょうか？

ゴースト家具の絵画は合ってるのですが、その近くにルートを塞いでいる家具は無いでしょうか

？

部屋を作った後にドアを設置するのを忘れていたり、それか他のシムが絵画の前に行くタイミン

グでルートを邪魔をしている場合もあります。

以前のアップデートの際、一時的にゴーストハントが出来なくなっていましたが、今は普通に出

来るようになってます。

ちび　さん

＞＞いじってたらポストがなくなってしまって、、

所持品など探しても何処にもないのですが

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20130527_342762.jpg


所持品など探しても何処にもないのですが

どうしてかわかりますか？？

PC版シムズだとCtrt + Sift + C同時押しで出るチートコード入力画面で”moveObjects on”を入力す
ると普段は動かせないポストやゴミ箱を移動出来ますが、質問はスマホ版の”フリープレイ”だと思
うのでチートコード入力画面は出てこないと思います。

ポストも家具なのでエラーか何かで消失したのかもしれませんが、通常は消えないものです。

アプデか何か来たら戻るかもしれませんが、もし戻らないのであれば公式のレビュー Android iOS
に報告してみて下さい。

一応データを強制的にリセットする方法はありますが　【シムズフリープレイ】復帰方法　クラ

ウド保存出来てない＆Facebookにログイン出来ないとセーブデータが消える事もあるので注意事
項を読んだ上で必要な場合のみお試し下さい。

＞＞ご丁寧な回答ありがとうございました。

あともう1つ質問なのですが
仕事に遅刻してしまったらお金がもらえなかったりなど何かあるんでしょうか？

いえいえ、ポスト消失バグになった事が無かったので考え得る限りの回答をしてみました。

仕事に遅刻したら質問にもある通り経験値とお金を貰いそびれるだけです。

PC版のように数日欠勤で解雇という事はありません。

ルシファ　さん

＞＞始めたばかりです。

いろいろ教えて下さい！！

はい、自分が分かる範囲であれば回答していきたいと思います。

侍　さん

＞＞また質問があります。

一番最初からある家に住んでいるシムを、海辺の土地の価格が高めの広い家（空き家）に移動さ

せたくて、

空き家をタップ→「シムを移動」させようとしましたが、移動できるシム一覧で、何人かのシム

が暗く表示されており、移動できません。

シムは全員何も行動していません。

その空き家にシムを新たに作成して住まわせたり、シムトラッカーで呼び出すことはできました

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ea.games.simsfreeplay_na
https://itunes.apple.com/jp/app/the-sims-furipurei/id466965151
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=689


。

これはもう新たに作成したシムと移動させたいシムを仲良くさせる→引っ越してくるように言う

→新たに作成したシムを削除するしかないのでしょうか？

また、もうひとつ質問なのですが、小学生のアイテムで、茶色の宝石箱のようなものがあるので

すが、これはなんなのでしょうか？

ピンクの指輪のようなものが入っているアイテムです。

床には置けず、テーブルにしか置けません。

小学生シムでタップしても、大人シムでタップしても、立ち入り禁止？打ち消しみたいなマーク

が出ます。

足跡ではないので通路が塞がれてるようではないのですが、一体何のためのアイテムなのでしょ

うか？

何度も質問してしまって申し訳ありません。

>>何人かのシムが暗く表示されており、移動できません。
シムは全員何も行動していません。

その家族のシムの誰かが行動中の場合移動出来ないので灰色で表示されますが、椅子に座ろうと

している状態も行動中になるので、一旦引っ越しさせる家族の家に戻って全員を確認してみて下

さい。

あと、体調が真っ赤（各健康ゲージが赤い状態）だったりとか。

もしかしたら、ベッドに寝てる状態の乳児がいますか？

そのくらいの子供をベッドごと移動というのは出来ないので、幼児に成長させてから引っ越しに

なります。

その他の理由だと、ちょっと思いつきません。

小学生のアイテムで茶色の宝石箱というのはこちらでしょうか？



こちらはただのデコレーションアイテムなので、タップしても何も起こりません。

人参　さん

＞＞いつも参考にさせてもらいってます。

私もポストを所持品に入れたら無くなってしまいました。試しに別の家のも所持品に入れてみ

たら、やっぱり無くなってしまいました。私は、iPadでしていますが、同じ質問があったので…
。もう戻らないのでしょうか？

自分も試してみました、確かにポストがどこかへ行ってしまいますね。

カテゴリ分けが無いのか所持品にもありません。

多分バグなので次のアプデの際に修正されるかもしれませんが、公式レビューでその症状を言っ

ている人がいなかったのでgooglePlayのAndroid版の方にポストの件を書き込ませて頂きました。
ザ・シムズ フリープレイ -Android-

日当報酬はポストのある家で受け取って下さい。

ルシファ　さん

＞＞どうも！ルシファです！

前もコメント出しました。

すごいことになりました！

男同士のシムが結婚してしまいました！！

冗談でやってみたんですが、

まさかの子供も産みました！！

ただいまコウノトリ出勤中です！

男同士だろうと女同士だろうと結婚も子供も出来ます。

現実では出来ない事が出来るのがシムです、むしろシムでの楽しみはその辺にあります。

ただし子供とは結婚出来ません。

デーモン(笑)　さん
＞＞パーティボートで

Facebookにリクエストを送信するところで
宛先は何と書けばいいのか教えて下さい。

ご近所が出来なくて困っています。

Facebook内にある”シムズ フリープレイの公開グループ”などからフリープレイをしているプレ

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ea.games.simsfreeplay_na
https://www.facebook.com/groups/simsfreeplay.JP/?fref=ts


イヤーさんを見つけて友人申請してみてはいかがでしょう？

ウチへの申請は”ブログを見て来ました”か”シムズのグループから”が多いですが、通常なら”フリー
プレイのご近所登録お願いします”などでいいんじゃないでしょうか？

フリープレイ　さん

＞＞日当報奨金は街の価値の約200分の1が支払われると聞きました。
私の街の価値は現在約35,000,000です。ですが、実際にもらえる日当報奨金は約7,400程度です。

シムズフリープレイを始める時期が遅いと、もらえる日当報奨金の割合が低くなるという情報も

ありましたが、あまりに少ない気がしました。

これはどういうことなのでしょうか？

日当報酬は約0.5%です。

ウチの場合は街資産§135,007,007なので日当報酬は§675,035になります。

なのでその場合§35,000,000なら§175,000になる筈ですね。

もしかしたらエラーかもしれないので、この状態が長く続くようでしたらクラウドでバックアッ

プをとってからデータ消去してリセットする方法があります。

やり方はこちらにあります。

【シムズフリープレイ】復帰方法

※セーブデータが消えてしまう場合があるので、実行する場合は注意事項をよく読んで下さい。

らんこ　さん

＞＞セーブてどうやってするの？

フリープレイは常にセーブされる”オートセーブ”になっています。

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=689


なので実質”セーブボタン”はありませんが、ゲーム終了と同時にセーブもされます。

ポーズメニュー画面

ここの右下にある「セーブして終了」をタップすれば、セーブ完了です。

フリープレイ　さん

＞＞先日、日当報奨金が少ないということで質問させていただいたものです。

素早いご返答ありがとうございました。

それで、リセットを試してみたのですが、何度やっても報奨金は7,400前後のままです。
一応、町の価値を上げるとわずかに日当報奨金も上がるので（と言っても一桁くらいしか上がり

ませんが）これは仕様ということなんでしょうか…？

それと、この問題をEAに直接問い合わせようとしましたが、メールでの問い合わせ画面が出ずヘ
ルプセンターのトップに戻ってきてしまいます→ここですhttps://help.ea.com/jp/

originのアカウントも取得しましたが駄目でした…
回答お願いいたします。

そこのページの右横にある「お問い合わせはこちらから　Eメールでお答えします」から製品を選
択（The Sims FreePlay）そこから”一般的な質問”ですかね？
クリックして進んでも一覧の中には質問にあった内容は無いので「まだ解決してない　ログイン

https://help.ea.com/jp/


して連絡する」でOriginやFacebookアカウントでログインして”ゲームアドバイザーにメールする”
まで行きましたか？

そこでメール画面が出て来る筈ですが、アドレスだけ置いておきます。

https://help.ea.com/jp/contact-us/contact/email
※サポートから進んで行ってログインしないとこの画面は出てきません。

どうやら最近始めた場合は日当報酬が0.4%らしいので、実際は§140,000ぐらい入る筈ですね。
街の建物の数にも比例する、という噂を聞いたのですが、建物は全部建てた状態でしょうか？

もしかしたら今回のアプデはバグが多いらしいので（建物が建つまで5000時間かかる等）これも
同じような不具合かもしれません。

＞＞ありがとうございます！色々といじっていたらできました！

プラットホームを選択する際に、Apple iPhoneを選んでしまうと、「app storeでの問題じゃな
いの？」という感じの表示になり(もちろんもっと丁寧な言葉ですが;)、ゲームアドバイザーへのメ
ール画面は開かないようになっていました。ゲーム内のバグなので、app storeは全く関係無いと
思うのですがね…どうなのでしょうか…

てすので、Android Phoneを選択したらメール画面までやっと辿り着けました。
私の説明不足で何度もご足労をお掛けしてしまい、申し訳ありませんでした…

ちなみに、建物というのは諸々の施設のことで、家を全て建てなければならないということでは

ないですよね

スノーパークやホビーショップといった施設は全て建てていますが、確かに家は空き地だらけ

です。

公式の方のリンク切れ か リンク間違い、という事でしたか。

ソーシャルで相手の家に行ったらなぜか体力が無くなる等の今回のアプデによる各種バグは公式

でも把握しているらしいので、只今調査の真っ最中だそうです。

体力真っ赤は多分訪問先との時差関連のような気がします。

他のメンバーに作業をさせて帰って来たらその作業が終了してて体力が真っ赤になってたので、

実質１日以上時間が進んでいた（ゲーム内時計は変わらず）カンジでした。

それについてはソーシャルアップデートの項目で書きたいと思います。

ウチは全部建物を建てている状態（建物も家も全部空き区画無し）なのでその検証が出来ません

でしたので真偽は不明です、すみません。

https://help.ea.com/jp/contact-us/contact/email


日当報酬に関しては他の人も色々な種類の不具合出ているらしいので、情報がそれぞれ出ていて

どれが正しいか分らない状態です。

ゆり　さん

＞＞ご矜持もの家で服をデザインさせるという目標の達成の仕方がわかりません(´-ω-｀)
よろしければ教えてください

”ご近所の家で服をデザインさせる”ですかね。
FBで友人になったご近所さんの家に行き、その家にあるファッションスタジオ（ホビー用アイ
テム）で服をデザインさせればクリアです。

＞＞何度もすいません。31日に質問させてもらったゆりです。
誤字を見つけたので訂正を…
ご矜持も→ご近所です！すいません…

分ってましたので大丈夫です。

機種依存の絵文字は文字化けになって解読不能になる事はありますが、文字であれば何とか解読

は出来ます。

えみりー　さん

＞＞7/20分の最新版に更新するために
容量を空けて、ダウンロードを開始しました。

しかしダウンロードが中断され、メモリも大幅に減った状態で「メモリが足りません」と再び表

示されます。

途中まで食ったメモリはsimsのものだと思われますが、どうすればいいかわかりません。
お願いします。

単純にスマホ内の容量が足りないんだと思います。

いらないアプリを削除するか、スマホ内にある写真やデータを別の所に移動させたり、SDカード
に移動出来る限りアプリを移動させて容量を軽くしてみて下さい。

※一部機種ではSDカードにアプリを移動できないものもあります。

こちらにスマホの容量を整理する方法を掲載しています。

【シムズフリープレイ】復帰方法

写真やデータをPCなど別の所に移動させる時はDropBoxを使うと便利です。

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=689
http://db.tt/nGETPlZF


他にも色々と”スマホ 容量 不足 解消”と検索してみると他にも方法が書いてあるのでご参考まで。

ななみん　さん

＞＞iPhoneでシムズフリープレーをしてるのですが‥
妊娠のさせ方がわからず、10数回ウフフしつづけてます。どうしたら妊娠するのでしょうか(´·_
·`)
それからウフフを選ぶと立ってしかできないのは

なんとかならないのでしょうか‥(^^;;

右下にある家具のアイコンをタップして、家具購入画面にある”幼児”のタブをタップしてそこにあ
るベビーベッドを家に置きます。

そのベッドに吹き出しが出るのでそれをタップすると数日後に赤ちゃんが出来ます。

ただし、街にいるシムの人数が上限に達していたり家に家族が最大数（4人）居る場合は子供を増
やす事は出来ないのでご注意下さい。

ウフフが立ってしか出来ないのは仕様です。

ベッドに行ってしまうとSEROコード（年齢別レーティング制度）に引っかかってしまうので曖昧
な表現になっています。

そういったシムが見たい場合はPC版のSimsを購入して、ファンサイト等からMODを導入してお
楽しみください。

りに　さん

＞＞シム二人を、クエストで婚約させたのですが、片方の人間関係には「婚約中」と表示される

のにも関わらず、もう片方のシムには「恋人」としか表示されていません。ロマンチックする、

などをしても、婚約中と表示されているシムの好感度ばかりあがり、恋人と表示されている側は

恋人でマックスのままです。婚約表示→恋人表示には、まだプロポーズする、の選択があり、婚

約が失敗したのかともう一度プロポーズをしようとすると「そのシムは婚約中」とでてしまい

ます。恋人表示→婚約表示では、プロポーズ以外の選択しかありません。

どうしたらよいのでしょうか。

よろしくお願いします。

今回のアプデ（ソーシャルクエスト2013年7月）にて”恋愛関係のゲージが上がらない”というバグ
が発生しています。

【シムズフリープレイ色々と攻略とか。２】の中のエラーやバグ、不具合などにその他の症状

も分っただけ記載しておきましたのでご参考まで。

https://www.google.co.jp/?gws_rd=cr#sugexp=ernk_timecombined&gs_rn=20&gs_ri=psy-ab&tok=OySsnu57vQ5Erpgjj1SvUw&cp=12&gs_id=4h&xhr=t&q=%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B+%E5%AE%B9%E9%87%8F+%E4%B8%8D%E8%B6%B3+%E8%A7%A3%E6%B6%88&es_nrs=true&pf=p&output=search&sclient=psy-ab&oq=%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B+%E5%AE%B9%E9%87%8F+%E4%B8%8D%E8%B6%B3+%E8%A7%A3%E6%B6%88&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.49967636,d.dGI&fp=c20449e15990d0a2&biw=953&bih=923
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=680


しんや　さん

＞＞ご近所で、子どもにどうやって、ブログをかかせるんですか？

教えてください！！！！！！！

その名の通り、子供(小学生)をご近所に連れて行きます。
そしてご近所の家にあるPCをその連れてきた子供に使わせて”ブログを書く”をさせればクリア
です。

でも現在シムが増やせなかったり削除できないバグも同時に発生しているので、もしかして子供

がいない(追加できない)場合は飛ばすしかないかもしれません。

ゆい　さん

＞＞ご近所に行き家をタップしたら、自分のシムが勝手に帰りご近所の通信が強制終了します。

なぜですか

そのエラーは数々報告されています。

そのシムの体力が真っ赤になっていませんか？

公式にも”affecting time in your Town(時間バグ)”とあり、どうやら相手方のセーブした時間がズレ
ているとその街に行った時に時間が進んでしまって体力が真っ赤になってしまうらしいです。

その状態のシムは自分の家に帰ろうとするので、それでご近所から強制的に帰ろうとしてしまい

ます。

解決法は”様々なご近所に行って、体力が真っ赤にならない最近セーブされた街を探す”しかないよ
うです。

ari　さん
＞＞「ご近所のプールでダイビングする」という目標があるのですが、どうやってダイビングす

るのですか？

ご近所に訪問して、そこの家にあるプールかスイミングセンターにあるプールの飛び込み台をタ

ップして”短い飛び込み”をするとクリアです。

きりん　さん

＞＞金のなる木？の目標で、作ったスイカを持って行き電子レンジで温かい軽食を作る、ていう

のがあるんですけど、スイカをどうやって持って行くのかと、電子レンジでどうやって温かい軽

食を作るのか教えてください！



普通に電子レンジをタップして”冷凍スナックを作る”でクリアです。
シムが勝手に持って行っているのでしょう。

同じように”お風呂に種を浸ける”と言うのがありますが普通にお風呂に入ればクリアです。
クエストの文章はあくまでもストーリーなので、そのままの行動をしなければならないと言うワ

ケではありません。

文章を閉じると普通に分りやすい方の文章が表示されているので（今回のであれは、電子レンジ

で温かい軽食を作る）その通りにすればクリア出来ます。

▼　2012/11/21　〜　2013/02/09　までに来たコメントと返信。

(｡´・_・｀｡) さん
＞＞ホビーショップってどこにあるんですか？？

こちらです。

最初に出来る家から公園を挟んで下の方に３つほど店が並んだ所があります。

ヘアサロン・ペットショップ・ホビーショップ　の順に並んでいると思います。

まゆみさん

＞＞子供の写真を撮って友達と共有しましょう！

と目標があるんですが、何回写真を撮ってFacebookに投稿してもクリアー出来ないんですが、ど
うしたらいいのか教えてください。。・゜・(ノД`)・゜・。

全ての目標がゲーム内で完結するようになっているはずです、多分。



ウチの家族には乳児や幼児がいないので確認できませんが、多分その子供をタップすると”写真を
撮る”ような項目が出てくるのではないかなと思います。
家具購入画面でもカメラはありませんでしたし、ウチの小学生をタップしてもその項目は出てこ

なかったので確認は出来ませんが。

それにFBに投稿した写真が子供の物かどうかを確認する事は出来ないので、多分FB投稿はないと
思います。

追記：幼児をクリックすると表示されるようです。

FaceBookにてご本人からの報告がありました。

さた　さん

＞＞Facebookの友達がSIMのフリープレイをしているんですけど、近所に登録されません。
どおしたら近所に追加されますか？

ウチも友達100人以上ですが今現在表示されてるのは80人くらいです。
これは登録にラグ（遅れ）があるので、表示されるまで気長に待つしかないようです。

ひー　さん

＞＞ガーデニングのしかたがわからない！

ガーデニングとは畑仕事の事です、ここで指示に出ているような野菜を育てます。

家具アイコンの中にチューリップの庭マークがあります、その中に畑があるのでそれを設置すれ

ば使用できます。

ほげ　さん

＞＞「衛生状態を悪くする」には、ゴミ箱を蹴って片付ける動作を繰り返せば早いですよ。



それもてっとり早く衛生度を下げる方法の一つですね。

よよ　さん

＞＞宿題をするというのは、どうするんでしょうか？

小学生用の家具の中に勉強机があります、小学生にそれを使わせて勉強させると”宿題をする”とい
う事になるんだと思います。

はな　さん

＞＞小学生のシムが二人います！誕生日を祝って成長させることはできないんでしょうかー？

ウチにも小学生はいますが、成長はしません。

多分sims1の時と同じように子供は成長しないんだと思います。

みき　さん

＞＞４人のシムにインターネットを使わせるというクエストがあるのですが、もうすでに４人以

上につかわせたのですが、何も起きません！どうすれば良いですか？

４人のシムに”同時に”インターネットを使わせる、という事らしいです。
家具の配置によっては座れない事もあるので、家具位置を変えつつ同時に使わせてみて下さい。

りゅう　さん

＞＞公園に行き方を教えてください。行き方がわからなくて困ってます。

ゲーム画面の右下に”人間｜家｜ビル”が並んだアイコンがあるので、その”ビル”のアイコンをクリ
ックすると外に出られます。



一番初めに作った自宅の近く、この地図の真ん中にあるのが公園です。

このアイコンをタップすれば中に入れます。

るみ　さん

＞＞フリスビーどこで買うんですか？

家具購入画面のペットの項目の中にある青や緑赤マーブルの丸いやつがフリスビーです。

一部には名前書いてありますが、家具に名称が無いのが分りにくいですね。

この犬が持ってきたのがフリスビー

ベンチデスクやコーヒーテーブルなど、日本には馴染みの無いものが登場するのが洋ゲーの特徴

です。

そのうちフィッツィーやバストアムーブも出てくるんでしょうかね。

＞＞ありがとうございます！ペットの項目がないんですけど(´·_·`)…

右下に”人間｜家｜ビル”というアイコンがあります。
そこにある真ん中の”家”マークをタップすると家具購入画面が開きます。

家具画面の家具アイテムが出ている所の上部分に”フィーチャー”と書かれているタグがあります、
その部分を横にスライドしていくと犬と魚とウサギが器に入ったアイコンがあります、そこをタ

ップすると”ペット”と表示されます。

追記※「ペットショップ」を建てていないと家具の項目にペットが表示されないようです。

ウチはAndroid版なのでiPhone版はどうなってるか分りませんがどちらも同じようなカンジだと思



います。

やす　さん

＞＞いきなりすみません。SIMが今13人でLevel22です。アイホンでしてます。
家は建てれますが、他の建物は建つ様子は無くて、ずっと空き地のままです。また公園をタップ

しても入れないんです。公園や空き地にはアイコンも表示されません。今は農業するばかりで、

釣りやら就職とかが楽しめないです。バグなのか、何か一定の条件があるのでしょうか？

他の建物は建つ様子は無く

建物が建つ予定の場所に灰色の丸いアイコンが通常なら表示されている筈です。

これをタップすると”建設しますか？”みたいな画面になり、表示された金額があれば建設出来ます
。

公園をタップしても入れない

公園の建設は終了してるでしょうか？

公園の場所に上の画像のようなアイコンが表示されてなければエラーかと。

中に入ってもシムを呼び出さなければ使えませんので、家にシムを呼ぶ要領で呼び出して下さい

。

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20121213_191737.jpg
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20121213_191738.jpg


呼び方は左側にあるキャラアイコンをタップして出てきたキャラクター各人の所にある笛のマー

クをタップすると呼び出せます。

もし本当に非表示エラーなら再インストールした方がいいかと。

その際にはゲームを終了させるタイトル画面にある雲のマークをタップしてバックアップを取っ

ておいてから。

＞＞灰色アイコンは住宅以外表示がないです。クラウドもFacebookにログインして、と出ますが
、ログインしても延々とログインするよーに言われます。エラーなんでしょうか？解決策はない

のでしょうか？

アイコン表示されてませんか…そこまで来るとよく分りません。
もしかしてゲーム始めたばかりですか？

左下にあるキャラクター表示の所に書かれている文章が目標なのですが、それを一通りこなして

行けばゲームが進んで、公園も建てられるようになります。

 
JUGEMテーマ：シムピープル

http://jugem.jp/theme/c98/7247/


2013.04.23 Tue 【シムズフリープレイ】Facebookログイン方法

シムズフリープレイにある”Facebook連動機能”なのですが、かなりエラーが起りやすいので自分
なりの対処等をまとめてみました。

１．Facebookとの連動機能の紹介
　　・クラウド機能

　　・アカウントマネージャー

２．ログインエラー対処方法

　　・Facebookアプリを設定する
　　・ゲーム画面からログイン

主にこの２項目を紹介します。

一応予防措置として”クラウド保存”をしておいて下さい。

データが消えるワケではないのですが、たまに強制終了になってシムの行動がリセットされたり

巻き戻ったりするので一応。

※注意事項※

アプリの詳しい情報を表示する”アプリ情報”にある
メモリの”データ消去”をしてしまうとセーブデータが消えてしまいます

ゲームを起動すると”新しくゲームをはじめる”と”セーブデータをダウンロードする”という項目が
表示されます。

クラウドにバックアップをとってないと新しく始めなくてはなりません。

１．Facebookとの連動機能の紹介

Facebookの連動機能として
・24時間毎ボートでご近所人数に応じて報酬が貰える
・ご近所同士でランキングが見れる

・ご近所人数に応じて使える家具が増える

・クラウドにデータが保存できるようになる



というものがあります。

◆クラウド機能

”クラウド”というのはアイコンのマークになってるので分かる通り”雲”という意味なのですが、イ
ンターネット上に置いておけるデータの事を差します。

クラウドという用語について詳しくはこちら　クラウドコンピューティング -wikipedia-

このフリープレイの場合、セーブデータを保存出来ます。

保存しておけば万が一アプリを削除してしまった場合も保存しておいた時点から再開する事が可

能です。

保存期限は一週間なので、例えば毎週日曜日にクラウド保存しておくとか、定期的に保存してお

くと事故も防げます。

公式レビューでも『アプデで今までのデータが消えました＞＜。』のような書き込みが結構あっ

たので、それらに対応したんだと思います。

それと、機種変更をしてもデータが引き継げます。

この記事を書いている最中、その質問が来たので引用します。

▼引用

タイトル画面にある青い雲のマークをタップすると”クラウド”という画面になります。
そこにある”セーブデータをアップロード”をタップすれば今までのセーブデータのバックアップが
出来ます。

※セーブデータは公式のサーバーに保存されます。

機種変更したらフリープレイをインストールしてゲームを起動、また同じように雲のマークをタ

ップして、今度は”セーブデータをダウンロード”をタップすれば今までのデータが引き継げます。

注意しなければいけないのが　Android版⇔iPhone版　ではデータが引き継げません。

◆アカウントマネージャー

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%89%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0


というFBのアイコンをタップするとログイン画面になります。

FBで登録したメールアドレスとパスワードを入れるとログイン出来ます。

iPhone版では”FaceBook”の他に”GameCenter”という表示があります。
ウチはAndroid版なので詳しい事は分りませんが、ログインすると他のゲームと連動したポイント
が入手出来るクエストが出て来るそうです。

２．ログインエラー対処方法

★Facebookアプリを設定する

ゲームからだけではどうも上手く行かなかったので、外部アプリのから何か所か設定します。

なのでFacebookアプリをインストールして下さい。
※個人情報法等をあまり出したくない場合は、セキュリティの設定で隠す事も出来ます。

それと、実名登録が基本と言われているFBですが、アルファベットにしたり匿名でも一応登録は
可能です。

自分も本名とは言い難いアルファベット表記です。

　　【　Android版　Facebookアプリ　】
　　【　iPhone版　Facebookアプリ　】

ログインしたら、メイン画面の左上にある三本ラインのアイコンをタップすると一覧が出てき

ます。

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.katana&feature=W251bGwsMSwyLG51bGwsImNvbS5mYWNlYm9vay5rYXRhbmEiXQ
https://itunes.apple.com/jp/app/facebook/id284882215


そこを下までスクロールすると”プライバシー設定”があるのでそこをタップ。

そこにある”セキュリティ”をタップして”ログイン認証オン”にチェック を入れます。

最初、そこにチェックを入れようとするとFacebookアプリの注意事項のようなものが出てきま
した。



出てこない場合もあります。

そこには”他のアプリと連動させる場合、不具合が出ているという報告が多数ありました”的な文
章だったと思います。

現在対処中なんでしょうかね？

★ゲーム画面からログイン

色々とFaceBookアプリの設定が終わったらゲームに戻ります。

simsフリープレイのタイトル画面の右下にある青いFaceBookアイコンをタップします。

そうすると” 　サインインしてません”と表示されていると思います。

その下にある”ログイン”をタップします。

そうするとFBアプリの画面になります。
ここで成功すればシムズのゲーム画面に行けますが、失敗すると真っ黒な画面になって落ちま

す（通常携帯画面に戻る）

成功すると最初真っ黒な画面になりますが、しばらく待つと通常のタイトル画面に戻り、ログイ

ン成功してれば自分のアカウント名が表示されている筈です。

なぜか”アップデートの確認”という画面になったりもします。

このログインなのですが…
一度で成功する時もありますが、相性が悪いみたいで大抵は何回も繰り返さないとログイン出来

ません。

しかも、何度も失敗して強制終了になると稀にその時やらせていたシムの行動が全リセットにな

る場合もあるので注意して下さい。

なので、上記でも書いた通り定期的な”クラウドにバックアップ”必須です。

本来こちらシムズフリープレイ色々と攻略とか。２に追記しても良かったんですが、長くなって

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=680


しまったので別記事にしました。

こちらのブログやＦＢでも”FBにログイン出来なくなった”という質問が何件かありました。
登録してもらった友人数ももうすぐ400人になるのにゲームには300↓しか表示されてないので、
もしかしたらログイン出来てない方々が結構多数いるんじゃないかと思って詳しく書いてみま

した。

※後日追記：この時期はトータルで表示されていましたが、その後表示上限が１００になり、現

在のAndroid版では25しか表示されなくなりました。
ただしこれは表示の上限であって、引き続きご近所申請（FBの友人申請）は可能です。

JUGEMテーマ：シムピープル
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2013.06.10 Mon 【シムズフリープレイ】復帰方法

【シムズフリープレイ色々と攻略とか。２】にも起動を軽くする方法を書きましたが、今回はそ

れをちょっと詳しく書いてみようと思います。

2013年5月にあった”UFOクエスト”にて「ゲームが起動出来なくてクエストが出来なかった」等の
コメントがFacebookでも公式アプリのレビューでもあったので、復帰方法をまとめてみました。

自分の所でも今回のアプデ（お天気クエスト）で起動しなくなってしまって、過去にも”飛び込み
イベント”の時に起動出来なくて”自動プール掃除機”が入手出来ませんでした。
なので常に冬のプールのようになってしまってるので、ちょっとサンプル画像に出て来るプールがちょっと汚いかもしれませんがご了承下さい。

※追記：購入しました。

ちなみにウチはAndroid版です。

7月1日追記※天候アプデが来てから雨や雪の表示で重くなって頻繁に強制終了するようになった
のでここの方法を試しましたが、それでもあまり改善しなくなってしまったので他のアプリを数

個アンインストールしたら動くようになりました。

ウチのスマホはちょっと古めなので ※【simsフリープレイ】各家プレイ紹介 フリープレイ以外
のゲームは入れてません。

このところアプデが来るたびに重くなってるような気がします。

　　・本体容量を軽くする

　　・キャッシュを消去

　　・アプデに頼らずリセットする方法※注意事項があります

追記・Android本体をリセットして軽くする※注意事項があります

▼本体容量を軽くする

ゲームの通常動作や他のアプリでも動作が遅かったりする場合は、本体の容量などが足りない場

合があります。

その場合は同時に起動しているアプリがある場合は停止させて、ゲームだけを起動させます。

スパナとドライバーのマークの”設定”を開きます。

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=680
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=677


”実行中のサービス”をタップ

次に通称ドロイド君のアイコンがある”アプリケーション”を開きます。

その中にある”実行中のサービス”を開いて、いらないアプリを閉じていきますが
中には実行していなければ動かないものもあるので、マップや電話帳、googleやFacebook等の知
っていてゲームをする上で必要のない常駐アプリを消していきます。

それでもスマホの動作が重かったら普通に電源を切ってみて下さい。

実際これが一番動作が軽くなります。

▼キャッシュを消去

”キャッシュ”という一時的にデータを記録するファイルを削除するだけでも変わります。

一つ一つのアプリの詳細表示や、インターネットサイトを見る際に使ったブラウザの履歴やキャ

ッシュを消して行ってもいいのですが、一括消去アプリでてっとり早く消去する方法もあります

。



一括でそのキャッシュを削除するアプリ

【履歴消しゴム】

google play

ここに表示されている一覧でキャッシュを削除したいものにチェックを入れて”選択された項目を
削除”をタップするとキャッシュが一括削除されます。

これで消せないキャッシュもあります。

例えば後から入れたブラウザ、自分の所だとスレイプニルというブラウザですが”システム標準の
ブラウザ”ではない為これでは消せないので、直接ブラウザから履歴やキャッシュを消します。
アプリ情報から”キャッシュを削除”でも消去出来ます。

▼アプデに頼らずリセットする方法※注意事項があります

ただしこれはセーブデータが消えてしまうので

クラウドでバックアップを取っていなければ使えない方法です。

上記の方法でアプリを停止したりキャッシュを削除しても起動しなかったりまだ強制終了になる

場合は、シムズフリープレイのアプリ情報にある”データを消去”をタップして強制的にリセットし
てしまう方法です。

https://play.google.com/store/apps/details?id=mobi.infolife.eraser&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsIm1vYmkuaW5mb2xpZmUuZXJhc2VyIl0.
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.fenrir.android.sleipnir


しかしこれは前記した通り”クラウドでバックアップ”を一週間以内（データ保存期間が一週間な
ので）に取ってある場合でないと使えない方法です。

これで”データを消去”した後、フリープレイを起動します。
そうすると雲の背景の絵に”新しいゲームをスタート”と、その下に”セーブデータをダウンロード”
が表示されます。

この下の”セーブデータをダウンロード”をタップするとFacebookへログインする画面になります
。

Facebookへのログイン方法はこちら。
【【simsフリープレイ】Facebookログイン方法】

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20130610_354965.png
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=688


この記事でも書きましたが、ゲームとFacebookアプリの相性が悪いのか一回でログイン出来ない
場合があるので、なかなかログイン出来なくても何度か試してみて下さい。

ログイン出来てセーブデータがダウンロード出来たらこのような画面になります。

現在のセーブデータも何も無いので、上書きに”はい”で同意してデータをダウンロードします。

これでゲームが再開出来ます。

▼Android本体をリセットして軽くする
※iPhoneを所有していないので、こちらでリセット方法は解りかねますのでご了承ください。

これは最終的な方法なのですが、飛躍的に動作が軽くなります。

実行する前に、上記したようにゲーム内の”クラウド”にセーブデータをアップロードしておいて下
さい。

”ビルド番号”が古い機種の場合、Androidのバージョンを最新に更新出来なくなる場合があるので
ご注意下さい。

※動作には問題ありませんが、旧Androidバージョンに対応しないアプリなどがあるかもしれま
せん。

・ビルド番号とは？

その機種ごとのOSバージョン識別番号らしいのですが、その辺よく分りません。
とりあえず自分の機種のメーカーに行き【メジャーアップデート】という項目をご確認下さい。

そこに各ビルド番号に対応した更新へのリンクなどがあると思います。

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20130610_355161.png


確認方法

まず端末情報を開きます。

設定＞端末情報をタップ

そこの下の方に”ビルド番号”があります。

その番号によって現在更新出来るか出来ないかが分ります。

例えば私が持っている【SHARP 005SH】ですが、ビルド番号が【S0610】なのでAndroid 2.3以
降へのアップデートは出来ません。

控えておくもの

・googleアカウントIDとパスワード



・必須アプリ一覧

　　今入っているアプリを一覧で書き出しておいて優先度順を付けて整理します。

　　今回動作軽減の為に初期化するので、なるべく少なくしておきましょう。

・WiFiパスワード
・FacebookアカウントIDとパスワード
　　simsフリープレイ再起動時に必要になります。
・スマホ内データ（写真など）

他にも必要なアプリがあればそのIDとパスワードも控えておいた方が良いです。

スマホ内データを移動する場合USBでスマホをPCと繋いで移動させたり、SDカードに保存し
てPCに移動させる方法もありますが、ネット経由でPCに保存する事も出来ます。

Dropbox

スマホとPCのデータをネット経由で共有出来ます。
なのでスマホ内のデータを全消去してしまっても、PC内にデータが残っているので、データの引
っ越しが不要になります。

オールリセットの実行

設定＞プライバシー

https://db.tt/nGETPlZF


こちらでオールリセット（初期化）します。

今までダウンロードしていたアプリや本体の中にある写真やデータが全消去されるので、完全に

消して良い状態にしてから実行して下さい。

ソフトウェアを更新する※機種によっては出来ない場合があります

最初に調べた”ビルド番号”がAndroid最新バージョンに更新出来る場合は、リセット後にネット接
続すると更新の通知が来るので、その通知か　設定＞端末情報　から”ソフトウェアの更新”を行っ
て下さい。

WiFiで更新できない場合もあるそうなので、3Gなどの回線でもお試し下さい。

マーケット→Playストアに更新する

googleのアプリ購入サイト”マーケット”が2012年3月から”google Playストア”に変わりました。

なので以前の機種だと”マーケット”という表示になっているので更新します。

androidが最新バージョンに更新出来ない場合であっても、こちらだけでも更新する必要があり
ます。
※旧バージョンではアプリがダウンロード出来ないので

ソストウェア更新が出来た場合はこちらも自動的に更新されるのでこの作業は必要ありません。



まず初めに

設定＞アプリケーション＞　か　設定＞セキュリテイ　から”身元不明のアプリ”にチェックを入れ
て公式でないアプリのインストールを許可します。

※インストール終了後、ちゃんとこのチェックを外して下さい。

googlePlay4.0バージョンのダウンロード
【google Play store vel.4.0】
こちらの「Play Store v4.0 download link」にリンクがあります。

インストールしたら　設定＞アカウントと同期　からgoogleアカウントを同期させれば完了です
。

後は”simsフリープレイ”と”Facebook(セーブデータのダウンロードで必要)”をアプリストアからダ
ウンロード出来れば完了です。

これらの方法は、スマホ内にある余計なものを削除してアプリの動作を軽くする目的のものです

。

他にもスマホ本体に保存されている写真やデータをこまめに移動させて削除するか、履歴削除ア

プリを入れてスマホ内に残ったキャッシュを消去すると軽くなります。

シムズフリープレイ関連のその他の記事はこちら

基本的な事

シムズフリープレイ色々と攻略とか。
コメントへの返信が制限文字数を超えたので分けました

http://androidcommunity.com/google-play-store-version-4-0-available-now-download-20130409/
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=665
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=686


【シムズフリープレイ色々と攻略とか。】返信まとめ

アップデート以降

シムズフリープレイ色々と攻略とか。２

質問の多かった項目をまとめたもの

【シムズフリープレイ】質問が多かった項目をまとめてみました

エラーが出た際の対処方法

【シムズフリープレイ】復帰方法

FaceBook連動が上手く行かない場合の対処方法
【シムズフリープレイ】Facebookログイン方法
※最近は対策あったのかスムーズにログイン出来るようになりました。

オマケ

【シムズフリープレイ】各家プレイ紹介

JUGEMテーマ：シムピープル
 

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=680
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=685
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=689
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=688
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=677
http://game.blogmura.com/in/plaync_307517.html
http://game.blogmura.com/pcgame/
http://game.blogmura.com/slggame/
http://game.blogmura.com/gamehowto/
http://game.blogmura.com/game_gazou/
http://internet.blogmura.com/netservice/
http://jugem.jp/theme/c98/7247/


2013.06.19 Wed eBayの使い方、購入編。

「eBay 使い方」で検索してもサイトの大まかな用語解説くらいだったので自分で補完の為に書い
てみました。

2011年6月17日投稿　10月5日　12年12月11日更新　13年6月19日更新

eBayとはアメリカのオークションサイト

eBay.co.jpという日本のサービスがありますが、そこは日本からの出品をサポートするサービス
です。

ここではアメリカ（海外）eBayから購入する方法を書きたいと思います。

以前eBayはオークションサイトとして日本にも進出しましたがヤフオクがメジャー過ぎて会員数
が集まらずに撤退、そのeBayが撤退した所でヤフオクはシステム利用料などを導入しました。

それとシーシェパードに寄付した事でもお馴染みの若い会社です。

アメリカにしか発送していないeBay内の商品を日本に輸入代行するサービスとして
　「セカイモン」というサイトがあります。

 
▼セカイモン

利用料は落札代金に+15%または500円が加算されます。
送料は500gで$18.50（2013年6月現在1,767円　現在の価格を調べる）

詳しい送料はこちら→国際送料 料金表「通常サイズ」(アメリカから日本へ)

日本に発送してない商品を落札する際には使えそうです。

同じようなサービスで「Hop Shop Go」というのもあります。

こちらはeBayだけでなく、様々な海外ブランドの買い物代行をするサービスです。
 

http://www.ebay.co.jp/
http://www.sekaimon.com/
http://www.sekaimon.com/
http://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=18.50&From=USD&To=JPY
http://help.sekaimon.com/tables/shipping.html
http://www.hopshopgo.com/jp/home.do?l=ja&c=JP


▼hop・shop・go

しかし、こちらはPaypal利用者のみ利用出来るサービスです。

配送料が500gにつき　US$ 33.85（2013年6月現在3,234円　現在の価格を調べる）　と、セカイ
モンよりは高額となってます。

※以前はUS$ 28.20、Prime会員でもUS$ 24.50でした。

11年10月20日まで　paypal会員向なら1Kg分の国際配送料を無料　というキャンペーンをやって
いました。※現在は終了

掛かる金額

・配送料　0.5kg US$ 33.85（3,234円）　　超過0.5kgごとUS$ 4.90（470円）
・保管料　15日まで無料　15日間を過ぎたら一日につきUS$1（95円）
・再梱包　複数荷物を一度に配送する場合必要　US$10 （950円）Prime会員US$7　(670円)

３回配送を利用すればPrime会員になれるそうです。

paypal経由でログインして、そこでeBayログインして、買い物して、アメリカの配送センター
に送ってから、日本に配送。

これらを利用する場合、事前に登録したメールに書いてあるこれらのサービスのアメリカの発送

先住所をeBayに登録しておく必要があるそうです。
eBay 発送先住所登録
 

■　eBay登録　■

まず購入するにはeBayに以下を登録する必要があります。

・eBayに登録する
・発送先住所を英語で登録する

・paypalと同期させる

eBayの登録方法詳細は他のサイトでも書いてあるので省略します、分かりにくい２点だけ記載。

http://www.hopshopgo.com/jp/home.do?l=ja&c=JP
http://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=33.85&From=USD&To=JPY
https://secure.hopshopgo.com/jp/reserve-promocode.do?promoCode=HSGJPSEP&l=ja&c=JP
http://my.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?MyeBay&CurrentPage=MyeBayAddresses&gbh=1&ssPageName=STRK:ME:LNLK
https://scgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?RegisterEnterInfo
http://my.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?MyeBay&CurrentPage=MyeBayAddresses&gbh=1&ssPageName=STRK:ME:LNLK
http://my.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?MyeBay&CurrentPage=MyeBayPayPalAccounts&gbh=1&ssPageName=STRK:ME:LNLK


▼発送先住所を英語で登録

英語で日本の住所を書く場合、逆の表記になります。

〔例〕

〒100-0000
あいうえお県かきくけこ市 さし 123-456　すせ荘　101号　田中　なにがし

nanigashi.TANAKA SUSE Villa 101 SASI 123-456 KAKIKUKEKO City AIUEO Pref 100-0000
JAPAN 

だいたいCityの欄にKAKIKUKEKO City AIUEO Prefを入れて
Street Address１・２の欄にその他の住所を入れてます。

▼paypalと同期

【eBay ： PayPalアカウント情報】のページに行ってアカウント情報を同期させます。

Paypalはクレジットカードだけではなく銀行口座からも支払可能だそうです。
登録できる銀行はみずほやUFJや楽天銀行など、主要な銀行ならどれでも登録出来ます。
ただ、ゆうちょ銀行はありませんでした。

Your PayPal Account Information（あなたのPayPalアカウント情報）
という項目に

”New to PayPal?(ペイパルは初めてですか？)” と
”Already have a PayPal account?(すでにPayPalアカウントをお持ちの方)”
という２つが表示されていると思います。

初めての方はNew to〜からアカウントを作成、新規登録方法はこちらに詳しく出ています。
【Paypal公式｜初めての方へ】

すでにPaypalアカウントを持ってる方はAlready have〜から「Link My PayPal Account」のボタン
をクリックするとログイン画面に進むので、IDとパスを入力して進むと同期完了です。
 

それらを登録し終えたら商品の落札です。

http://my.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?MyeBay&CurrentPage=MyeBayPayPalAccounts&gbh=1&ssPageName=STRK:ME:LNLK
https://cms.paypal.com/jp/cgi-bin/?&cmd=_render-content&content_ID=microsites_apac/Sign_Up_for_PayPal


それはその他のサイトでも説明があるので、この際省きます。

金額を入力して”place bid”をクリック、何度も出てきますが「これ以上の金額入れておきますか
？」というものなので、必要が無ければ閉じて構いません。

時間が来て落札に成功したら↓のようなメールが来ます。

※クリックで拡大　[ブログ内の画像が開きます]

eBayにも同じようなメールがバックアップとして入っているので、それを確認して支払いに進み
ます。

google chromeを使用している場合は、eBayの落札をお知らせしたり管理出来る拡張機能があり
ます。

こんなカンジでポップアップが右下辺りに出てくる。

Google 拡張アプリケーション
アプリケーション　＞　ショッピング　＞　eBay Deals

この「pay now」か「pay for it」をクリックするとeBay内のpaypal決済ページへ進みます。

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20110612_904134.gif
https://chrome.google.com/webstore/detail/pllkgmcojhajjmojfoagiegoibjognlc?hl=ja


※クリックで拡大　[ブログ内の画像が開きます]

そのpaypalボタンをクリックすると↓のような画面が出てきます。

※クリックで拡大　[ブログ内の画像が開きます]

この右側でpaypalにログイン。

ログインすると登録してあるカード番号が表示されます。

※クリックで拡大　[ブログ内の画像が開きます]

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20110612_904145.gif
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20110612_904146.gif
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20110612_904147.gif


「続行」をクリックすると「confirm your payment.（お支払いの確認）」というページが出てくる
ので

発送先の住所と、出品者や金額を確認。

※クリックで拡大　[ブログ内の画像が開きます]

「confirm payment」をクリックすると支払い完了です。

※クリックで拡大　[ブログ内の画像が開きます]

こういった確認のメールが届きます。

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20110612_904148.gif
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20110612_904149.gif


※クリックで拡大　[ブログ内の画像が開きます]

日本円も確認出来ます、この場合６＄＝４９５円なので1$=82.5円くらい。※2013年6月当時のレート

この時間帯だと1$80.3円くらいだったので、多分13.2円くらいがpaypal手数料。
他に何か手数料などを払った記憶はありません。

ヤフオクだと25.29円（落札価格に5.25%加算）を出品側手数料
それと毎月の利用手数料として346円かかります。

楽天オークションの方が、あまり出品者さんや落札者さんとメールのやりとりをしなくてもいい

という点でeBayに近いかもしれません。
楽天は手数料は落札した金額の５％だそうです。

 
▼日本に発送可能な商品を調べる

eBayに出品された商品の中には日本に発送可能な商品もあります。

まず、商品を探したら商品の表示の右上にある”Your location”で発送先を表示させます。

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20110612_904150.gif
http://auction.rakuten.co.jp/


”Price + Shipping:lowest first”商品の代金＋配送料：安い物から順に

などで一覧にする時 商品価格と発送先への送料を合計した金額 が安い順に並べてくれます。
この時点で日本に発送されない商品は項目から外れます。

詳細を知りたい場合は、商品のページを開くと下の方に”Shipping and payments”というタグがあ
るので、そこで詳しい送料が分ります。

※クリックで拡大　[ブログ内の画像が開きます]

届け先を選択したら”Get Rates”をクリックするとその国までの送料が表示されます。

参考にしたのはイギリスの商品なのでGBPというイギリスポンド表示になってます。

”Delivery”に到着予定日が表示されています。

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20130619_361944.gif
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20130619_361945.gif


携帯もそうですが、日本だけ極端にガラパゴス化してて手数料を毎月徴収するネットビジネスが

多いと思うのですが。

こちら、写真をダウンロード出来るサービス

日本「フォトライブラリ」無料素材でも1日4枚まで。
アメリカ「Photo laboratory」全部無料1日40MBまでなら可能。

steamというゲームのダウンロードもありますが日本アカウントにだけ高めに売ったりする、いわ
ゆる”おま国”というものがあります。

iTuneでも一曲の価格0.98＄なのに日本アカウントだと128円と結構違ってたり、日本という事で
結構手数料取られる事があるので、海外通販を利用してると不公平感を感じる事が多々ありま

すね。

JUGEMテーマ：インターネットオークション

http://www.photolibrary.jp/
http://www.photl.com/jp/
http://jugem.jp/theme/c91/1722/


2013.08.09 Fri 旅行必須アイテム【海外で役に立つもの】

国内と言うよりは海外旅行で自分が実際に滞在中に使って役に立ったモノやワザを紹介したいと

思います。

以前にも書いた記事→　【旅行必須アイテム。2009.10.21】
アクセスが多かったので、これをもう少し詳しくまとめてみました。

こちらはギャラリーラファイエットから見たオペラガルニエ。トリップアドバイザーに写真を投稿しました。

ラファイエット本館のエレベーターは6階までです、屋上へはエスカレーターで上がります。
パリ全体を見渡せる意外な観光スポットで、屋上にはレストランもあります。

googleで”ギャラリーラファイエット”と日本語検索してもフランス本家のサイトがTOP表示されます。
日本語の案内もあります→　ギャラリー・ラファイエット百貨店

※リンク切れ画像が多いのはご愛嬌です。

・常備薬

海外で病院に行って処方箋を貰って薬を入手するのは結構な難易度です。

持病がある場合は、事前にかかりつけの病院に行って数日間海外へ行く事を伝えれば大抵多めに

処方してもらえます。

・現地語一覧がすぐに見れる語学本

旅の指さし会話帳mini英語
辞書や単語帳を持って行きがちですが、辞書を引いてる時間はありま

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=531
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20130627_367554.jpg
http://www.tripadvisor.jp/members-photos/knight_ykk
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%83%E3%83%88
http://haussmann.galerieslafayette.com/ja/
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4795840830/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=4795840830&linkCode=as2&tag=nightow-yukiko-22


 

せん。

海外の言葉は単語単体で使うと言うより、単語複数を組み合わせて意味

を成すものが多いです。

[例]
get lost　迷子、迷う
fall down　ころぶ
out of order　壊れている、こぼれた　

なので、よく使うフレーズの一文が丸々掲載されているものの方が使い

やすいです。

↓指さし会話帳ドイツ語

見出しを付けて見やすく工夫はしてますが、勉強すると案外どこに何があるか覚えてしまったり

して。

デザインが”手書き風”なので容赦なく書き込みが出来ます。
※アメリカ版はきちんとフォントになっています。

イラストレーターさんによって様々なデザインがあるのが特徴です

・薄めの現地マップ

London Visitors' Map

http://www.amazon.co.jp/gp/product/4795840830/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=4795840830&linkCode=as2&tag=nightow-yukiko-22
http://www.amazon.co.jp/gp/product/1898929432/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=1898929432&linkCode=as2&tag=nightow-yukiko-22


London Visitors' Map
ロンドン地図

※全て英語です

すぐにポケットやカバンに入れられるペラペラサイズ。

ガイドブックは仕舞う時にモタつき、バッグの中でもかさ張ります。

それと、ガイドブックを広げているアジア人は現地の事を知らない観光客なので、カモと思われ

て危ない目に遭う事もあるそうです。

普通に折るよりは自分の使いやすいように折った方が素早く地図が見れます。

ミウラ折り−山の便利帳−というのもあります。
これは紙の角が重ならないので、何度折りたたんでも破れにくい折り方です。

 

・海外の携帯電話

私が海外に行く際に使用してるのはこちら　※以前の古いノキア機種です

 
 

http://www.amazon.co.jp/gp/product/1898929432/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=1898929432&linkCode=as2&tag=nightow-yukiko-22
http://kamenoseiji.sakura.ne.jp/MountNotes/Miura_Fold.html
http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3070698&pid=882042744&vc_url=http%3A%2F%2Fwww.mobell.co.jp%2F
http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3070698&pid=882121670


モベルの海外携帯電話サービス

 
 
ヨーロッパ向けとアメリカ向けと中国向け（日本以外のアジア）の３種類があります。

自分はこれが一番使い勝手がいいかなと思いました。

元はイギリスの携帯会社なのでヨーロッパ方面には強いです。

番号はイギリスからなので”0044”から始まる番号が割り当てられます。
その他アメリカ携帯は”001”中国携帯は”0086”です。

実際イギリスとフランス10日間で使った通話料は2千円ほど、本体価格は当時5千円程度でした。
※現在同じ機能の機種は2千円です。

親が海外に行ってた時、同じように日本の携帯を使っていたら約1万以上(多分2万に近いくらい)通
話料に掛かっていました。

自分の携帯は海外で使えなかったので普通にレンタルしてたのもあって日本の携帯の事は知りま

せんでしたが、よく海外旅行に行く人達の話でも、日本の携帯を海外で使うととんでもない事に

なると言うのは常識のようでした。

モベルで掛かるのは通話料と最初の携帯本体代のみで、使わない時の維持費は無料です。

アメリカと中国携帯の場合は2年目以降に更新料がかかります。

なのでこのモベルの使い方としては

目的地がヨーロッパの場合は本体購入、アメリカやアジア方面ならレンタル、の方がいいかと思

います。

※海外携帯電話を使う時の注意
国際電話の掛け方、常識かもしれませんが意外と知らなかったので。

海外から日本に掛ける時、電話番号の頭が”＋81”と書かれていると思います。
その場合の番号、例えば東京だと”0081-3-1234-5678”とします。
＋は00と言う意味です、市外局番は頭にある0を取ります。

そう言えば子供の頃に見た国際電話のCMで『ｾﾞﾙｾﾞﾛﾜﾝﾀﾞﾌｫｰ(001)』と言っていたのを思い出しま
した。

アメリカ経由で掛けてたんですね、高い筈です。

http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3070698&pid=882042744&vc_url=http%3A%2F%2Fwww.mobell.co.jp%2F
http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3070698&pid=882042744&vc_url=http%3A%2F%2Fwww.mobell.co.jp%2Fproducts%2Finternational-cell-phone-purchase%2F
http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3070698&pid=882042744&vc_url=http%3A%2F%2Fwww.mobell.co.jp%2Fproducts%2Fus-cell-phone-purchase%2F
http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3070698&pid=882042744&vc_url=http%3A%2F%2Fwww.mobell.co.jp%2Fproducts%2Fchina-cell-phone-purchase%2F


各国に掛ける場合の電話番号一覧はこちら。

【国際電話番号の一覧-wikipedia-】

・財布になるポーチ複数個

旅行先が海外の場合日本で使うようなポイントカードはいらないので、通貨やトラベラーズチェ

ックやクレジットカード等が入る程度の薄めのパスケースの方が使い勝手がいいです。

もし紛失や盗難に遭った場合を考えてクレジットカードの番号や保険等の連絡先を控えておく

事は必須ですが、現地通貨も二つぐらいに分けておいた方が良いです。

盗難対策にもなりますが、使い過ぎ防止にもなります。

 
 

 レスポートサック
ポーチ COSMETIC 

キャスキッドソン
ZIP PURSE OC ポーチ

 
 

[モンベル]
ミニジップ　ウォレット

これは日本に来ている海外の人の話ですが

『単位が違うので(＄と円)コインの種類が分らなくなって、とっさに紙幣を出してしまう事が多く
、細かいコインが増えていってしまう』

と言う事がよくあるそうです、自分も100円と50円を間違える事がよくあります。

元ネタ→Change jars get out of hand too quickly here. This is around $120.
日本語訳：日本は小銭が溜まって仕方ないんだが・・・-誤訳御免-

なので現金重視派な方は、紙幣入れよりはコインが入ってもかさばらない方が便利かと思います

。

・紙コップ

海外のホテルは日本ほどアメニティが揃って無い事が多いです。

中にはホテルなのにコップや石鹸が無い所も結構あります。

石鹸やシャンプー等はお土産にもなるので現地スーパー等で購入してもいいのですが、コップや

小物入れを買うほどでも無い場合は重宝します。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0116MGDSS/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B0116MGDSS&linkCode=as2&tag=nightow-yukiko-22
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0116MGDSS/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B0116MGDSS&linkCode=as2&tag=nightow-yukiko-22
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0116MGDSS/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B0116MGDSS&linkCode=as2&tag=nightow-yukiko-22
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00VQ284WW/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B00VQ284WW&linkCode=as2&tag=nightow-yukiko-22
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00VQ284WW/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B00VQ284WW&linkCode=as2&tag=nightow-yukiko-22
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00VQ284WW/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B00VQ284WW&linkCode=as2&tag=nightow-yukiko-22
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B003I1F6JS/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B003I1F6JS&linkCode=as2&tag=nightow-yukiko-22
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B003UV999O/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B003UV999O&linkCode=as2&tag=nightow-yukiko-22
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B003UV999O/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B003UV999O&linkCode=as2&tag=nightow-yukiko-22
http://www.reddit.com/r/japan/comments/q5au5/change_jars_get_out_of_hand_too_quickly_here_this/
http://goyaku.blog45.fc2.com/blog-entry-456.html


汚れたらその場で捨てられるし、散らばりそうな細かい小物（ヘアゴムやピンなど）を入れて潰

してスーツケースの隙間にも入れられます。

 

白無地 紙コップ（５０個入）５オンス

このくらいのサイズが一番手に入れやすく値段も安いです。

多分100円均一やホームセンターのような所の方が入手しやすいと思います。

・ジップロック

大きめサイズのものは空気を抜けば薄い服を皺を寄せずに収納する場合に使えて、小さめサイズ

なら化粧水などを入れて使う事が出来ます。

http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00CWCNDIU/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B00CWCNDIU&linkCode=as2&tag=nightow-yukiko-22
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00CWCNDIU/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B00CWCNDIU&linkCode=as2&tag=nightow-yukiko-22


飛行機の貨物スペースは機内ほど気圧が調整されてないので、上空で化粧水等の水モノが漏れる

場合があります。

と言うかだいたい漏れてます。

なので水分のあるものは口がしっかり閉じるタイプのジップバッグに入れておいた方が無難です

。

スクリューの部分にラップを噛ませると漏れにくくなると言う裏技もあります。

https://www.pinterest.com/pin/368239707004960333/
 

 

チャック付きポリ袋 6号 17×12cm 14枚入

機内持ち込みサイズは20cm×20cmまでなので、このくらいのサイ
ズなら範囲内です。

 

衣類圧縮袋 10枚組

口を閉じて上から抑えるだけで空気が抜けて布が圧縮される仕組

みのものです。

衣類圧縮袋もあれば便利ですが、自分がいつも使っているのが100
円均一の物だからなのか使い捨てというカンジです。

衣類圧縮袋に服を収納する方法はこちら

↓

【圧縮袋での梱包の方法】

ジップロック イージージッパー 大 32枚入

服も水モノも、大抵これで間に合いそうな気がします。

フィギュアスケートの荒川さんが、これに衣装を入れているそう

です。

https://www.pinterest.com/pin/368239707004960333/
https://www.pinterest.com/pin/368239707004960333/
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0067VFYWK/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B0067VFYWK&linkCode=as2&tag=nightow-yukiko-22
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0067VFYWK/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B0067VFYWK&linkCode=as2&tag=nightow-yukiko-22
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B007M6JA7Y/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B007M6JA7Y&linkCode=as2&tag=nightow-yukiko-22
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B007M6JA7Y/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B007M6JA7Y&linkCode=as2&tag=nightow-yukiko-22
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=497
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B009DX3CV4/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B009DX3CV4&linkCode=as2&tag=nightow-yukiko-22
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B009DX3CV4/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B009DX3CV4&linkCode=as2&tag=nightow-yukiko-22


 薄い服にあまり皺を付けたくない場合は、これにその服一枚だけ

入れて空気を抜いて圧縮すれば綺麗に収納出来ます。

・スリッパ

水にぬれても大丈夫なもの。

海外は部屋を靴で歩くのでスリッパ必須ですが、お風呂から上がった後にも履かなくてはいけな

いので濡れても大丈夫なスリッパの方がいいです。

　　　　　　↑こういう靴

ナイアガラの滝にて。

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20130627_367530.jpg


滝に近い階段から撮った写真がこちら。

このような水辺に行く際にも使えます。

グラデーションラメメッシュ　ラバーパンプス

つま先の詰まった靴よりは、メッシュ素材の方が早く乾きます。

こういった水辺の観光地だけでなく、夏の海外は突然スコールに

も遭ったりするので水に濡れてもいいような装備を心がけた方がい

いかもしれません。

ギョサン　メンズ　カリプソシリーズ　Ｍ〜４Ｌ　PEARL印入り

これは”ギョサン”と呼ばれるサンダルです。
サンダルなので街で歩く際はどうかと思いますが、海の近くやビー

http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0105DN8GE/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B0105DN8GE&linkCode=as2&tag=nightow-yukiko-22
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0105DN8GE/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B0105DN8GE&linkCode=as2&tag=nightow-yukiko-22
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00CFY6FDK/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B00CFY6FDK&linkCode=as2&tag=nightow-yukiko-22


チサイドなら問題は無さそうです。

鼻緒も一体になっているので通常のサンダルよりは壊れにくいとか

。

昔は便所ぞうりとか言ってたような気もしますが、近年はデザイン

性のあるものも増えています。

・衛生用品事情

以前パリに滞在していた時、なぜかどこにもタオルが売ってませんでした。

欧州は食品などは充実しているのですが工業製品が弱く、日本で500円程度で売ってありそうなペ
ンでも数千円する事があります。

子供用ペンやボールペンはあってもちゃんと書けるペンはほぼ無いです。

消費税が高い事もありますが工業製品全般の質が悪く、価格も高額なのでその辺は持って行った

方が良さそうです。

水道管や水回りの設備も古いので、アジアや黒人系のしっかりした髪質だとパイプに髪が詰まる

事がよくあるそうです。

なので排水溝の所に100円均一で買える排水溝カバーがあった方がいいかもしれません。

洗って使う物より、一回使い捨てのシール状のものの方が使い勝手はいいです。

それと、欧州旅行をした人なら目にした事があるかもしれませんが

http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00CFY6FDK/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B00CFY6FDK&linkCode=as2&tag=nightow-yukiko-22


トイレの横にある、洗面台のような排水溝の付いたトイレ的なものがあったと思います。

※トイレの写真は撮ってませんでしたので絵にしました。

それは”ビデ”と言って日本で認知されている女性用の洗浄器と言う意味だけでは無く、いわゆる日
本で言う所の”ウォッシュレット”のようなものです。

こちらに詳しく書いてありましたのでご参考まで。

【知ってるようで、知らない、「ビデ」のこと】　-Excite Bit コネタ-
※リンク先には女性用とありますが、同時に書いてあるように足を洗ったり色々な用途で使え

ます。

新しい所にはあまり無いですが、古い建物では未だに置いている所もあるようです。

・洗剤、ソープ、ボディケア

飛行機に新品のスプレー缶持ち込みは出来ないので、どうしてもスプレータイプの整髪料を持っ

て行くのであれば同じようなもののミストタイプのスプレーに切り替える事をお勧めします。

制汗剤も日本だとスプレー缶タイプしかありませんが、海外だとスティックで塗るタイプが主流

です。

缶の制汗スプレーよりはお高めですが効果も長持ちして結構長く使えます、自分も未だに一本全

部使い切れてません。

http://www.excite.co.jp/News/bit/00091133255208.html


デオナチュレ ソフトストーンW
エティアキシル（Etiaxil）
デトランスピラン
敏感肌用 15ml 

洗剤や石鹸はあります、日本の物より香りが格段に良いのでお土産にも出来そうなものも多い

です。

シャンプーですが、欧米の細いブロンド系の髪質はリンスを使わないのでそれに該当するものは”
コンディショナーConditioner”という名称です。
以前は黒人街や中東系のお店にしかありませんでしたが、現在では普通のスーパーでも入手可能

です。

ティッシュは良くても日本のトイレットペーパー並みの紙質です。

※溶けると言う意味ではなく、質感がゴワゴワしてます。

化粧品は沢山種類がありますが、日本のようなファンデーションやリップ、アイシャドウやチー

クといったカラーのものは少なく、基礎化粧品が多いです。

欧米では華やかにするよりアンチエイジングの方が重視されているようです。

アイシャドウやリップスティックはあっても、日本の感覚からするとちょっと時代遅れのような

色味が多いような気がします。

海外の女性が日本に来て、まず買いたいものは”化粧品”だそうです。

こちらはニベアのようなフランスの安価なボディークリーム

http://www.amazon.co.jp/gp/product/B000RLWF7S/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B000RLWF7S&linkCode=as2&tag=nightow-yukiko-22
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B000RLWF7S/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B000RLWF7S&linkCode=as2&tag=nightow-yukiko-22
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00KFVF9H8/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B00KFVF9H8&linkCode=as2&tag=nightow-yukiko-22
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00KFVF9H8/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B00KFVF9H8&linkCode=as2&tag=nightow-yukiko-22
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00KFVF9H8/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B00KFVF9H8&linkCode=as2&tag=nightow-yukiko-22
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00KFVF9H8/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B00KFVF9H8&linkCode=as2&tag=nightow-yukiko-22


AUCHAN - Lait corporel hydratant
※リンクありますがフランス国内でないと購入出来ません。

男性の方でもボディークリームはあった方がいいかもしれません、海外は日本より極端に乾燥し

ているので寒い時はすぐに肌がヒビ割れたりします。

よく乾燥して爪のささくれが出来たと言う事も聞くので、100円均一にあるような小さな爪切りも
工業製品が高いので持って行くといいかもしれません。

商品タグ等も爪切りで切れます。

女性用の生理用品はここ数年で質が向上しているので現地での調達が可能になりましたが、不安

なようであれば日本から持って行った方がいいかもしれません。

フランスでは日本と同じナプキン型ですが、アメリカではタンポンの方が圧倒的に多いです。

・セームタオル（スイムタオル）

シャムワウのような薄いスポンジ状で水を超吸収するタオルの事。

部屋にドライヤーが無かったり、壊れている場合もあるのでタオルだけで乾かす事を想定して超

吸収タオルを持っていた方がいいです。

 

ミズノ スイムタオル

100円均一でもハンドタオルサイズのものがありますが、吸水率は
イマイチ。

品質にバラつきがあるので事前に確認しておいた方がいいです。

タオルというより多分石鹸や旅行用品の所か洗車などのカーグッ

http://www.auchandirect.fr/hygiene-beaute/corps/lait-corporel-hydratant-peaux-seches-en-pompe/id1/492/25660
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B002NY74HI/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B002NY74HI&linkCode=as2&tag=nightow-yukiko-22
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B001AXIBFM/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B001AXIBFM&linkCode=as2&tag=nightow-yukiko-22
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B001AXIBFM/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B001AXIBFM&linkCode=as2&tag=nightow-yukiko-22


 
ズの所にあると思います。

元は洗車用タオルなので。

しかしこのセームタオル、長く使っていると大抵カビが生えてダメになる事が多いです。

なので長期保存する場合はまず中性洗剤で洗ってから形を整え、その形のまま天日干しをしてカ

ラカラにしてから保存します。

・ソーイングセット

女子力()というか男性でも必須です。
上記でも述べたように工業製品はなかなか手に入りません、服がほつれた時やボタンが取れた時

など役に立ちます。

 
 
 
 

ソーイング セット ファスナーポーチ 

ハサミだけでも色々と使います。
まさか調理に使うとは思ってもみませんでしたが…。

※注意

ハサミや針が手荷物禁止品なので、持って行く時は預

ける方の荷物の中に入れておきます。

 
 
 
 
サクラクレパス ソーイングセット SCS-001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00TJ3B9GI/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B00TJ3B9GI&linkCode=as2&tag=nightow-yukiko-22
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00J3M66TA/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B00J3M66TA&linkCode=as2&tag=nightow-yukiko-22
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00TJ3B9GI/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B00TJ3B9GI&linkCode=as2&tag=nightow-yukiko-22
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00J3M66TA/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B00J3M66TA&linkCode=as2&tag=nightow-yukiko-22


 

 
 
ナイスタック 布用両面テープ

不器用な人や緊急で留めなければいけない時は、両

面テープで留めておくのも手かもしれません。

向こうのイベントで布を止めるのに持って行きまし

たが、ほつれたスカートの裾もこれで留めてました。

※普通の両面テープだと布から剥がれなくなります。

テープを持ち歩く場合は、冒険野郎マクガイバーのようにテープも芯を中抜きしておくと便利か

もしれません。

ダクトテープを身につけろ！【第一回マクガイバーへの道】

80年代の海外ドラマ「MacGyver」の解説動画
以前twitterでこのテープの持ち方が流行ったような気がしますが、こちらが元です。
マクガイバーは他にもお役立ち知識満載で、プリズンブレイクやLOSTのようなサバイバル系ドラ
マの元祖かもしれません。

・虫よけスプレー（忌避剤）

日本もある程度そうですが、欧州は自然が多く虫も多い場所もあります。

悲惨な話だとベッドにノミが大量発生していたという話もあるので、吊り下げや置きタイプの忌

避剤よりはスプレータイプのものをお勧めします。

made of Organics モスガードスプレー
 
アロエベラをベースにラベンダーやシトロネラの香りの蚊除けス

プレー。

http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0017X8B2S/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B0017X8B2S&linkCode=as2&tag=nightow-yukiko-22
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0017X8B2S/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B0017X8B2S&linkCode=as2&tag=nightow-yukiko-22
http://youtu.be/JYjOFZgf-H0
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B007VMX0MU/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B007VMX0MU&linkCode=as2&tag=nightow-yukiko-22


 
 
 
 
 

【天然青森ヒバ油、青森ひば油】10ｍｌ

”青森ヒバ”というヒバの木から取ったオイルです。
ヒノキチオールを含んでいるので爽やかな檜の香り。

ベッド周辺に使うのであれば、日本人的にはこっちの香りの方が

良さそうな気がします。

以上が自分が海外旅行をして持って行った方が良いと実感したものです。

海外のホテルは日本の旅館のように一人で何もかもすると言うよりは、ルームサービスを呼んだ

りフロントにクレーム(要望、要求という意味)を言うのが普通なのであまり何もかも揃っていると
いうカンジではないです。

よく日本人は”その場では何も言わない良客だが、帰ってから口コミサイト等でクレームを書いて
評価を下げてくるサイレントボマー（静かな爆弾）”と言われているそうです。

自分もニューヨークに行った際に部屋が埃っぽくてくしゃみが止まらなくなり、部屋を変えて貰

った事があります。

なので、部屋に不備がある場合はフロントに相談すれば大抵すんなり変えてくれる場合もあり

ます。

最近はホテル予約サイトがあるので、そこで評判やホテル備品があるかどうかチェックしておい

た方がいいです。

http://www.amazon.co.jp/gp/product/B007VMX0MU/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B007VMX0MU&linkCode=as2&tag=nightow-yukiko-22
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0050MFMKQ/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B0050MFMKQ&linkCode=as2&tag=nightow-yukiko-22
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0050MFMKQ/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B0050MFMKQ&linkCode=as2&tag=nightow-yukiko-22


死ぬまでに行きたい! 世界の絶景

JUGEMテーマ：旅の必須アイテム

http://www.amazon.co.jp/gp/product/4861996112/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=4861996112&linkCode=as2&tag=nightow-yukiko-22
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4861996112/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=4861996112&linkCode=as2&tag=nightow-yukiko-22
http://jugem.jp/theme/c147/22271/


2013.09.19 Thu シムズフリープレイ色々と攻略とか。３

基本的な事

シムズフリープレイ色々と攻略とか。
コメントへの返信が制限文字数を超えたので分けました

【シムズフリープレイ色々と攻略とか。】返信まとめ

アップデート以降

シムズフリープレイ色々と攻略とか。２

質問の多かった項目をまとめたもの

【シムズフリープレイ】質問が多かった項目をまとめてみました

エラーが出た際の対処方法

【シムズフリープレイ】復帰方法

FaceBook連動が上手く行かない場合の対処方法
【シムズフリープレイ】Facebookログイン方法
※最近は対策あったのかスムーズにログイン出来るようになりました。

オマケ

【シムズフリープレイ】各家プレイ紹介

↓長くなったので2014年以降のアップデートは別記事に移動しました。

【シムズフリープレイ色々と攻略とか。４】
〜▼大人らしく・シニアの皆さん

　 ▼シムタウンレイクの災難

▼ニューイヤーイベント※2013年12月下旬〜新年　時限式更新

自宅で打ち上げられる花火セットが貰えます。

クリスマスイベント同様、最初は無料で２個目以降はLPで購入。

ラウンジチェアはどれ？

家具購入画面＞リビング＞一人用ソファー

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=665
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=686
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=680
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=685
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=689
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=688
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=677
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=696


▼クリスマスアップデート　※2013年12月アップデート

感謝祭クエスト2013

25日から始まり11月中に終了しました。
※その期間中、自分は大阪に遠征していたのでクリア出来ませんでした。

七面鳥帽子など色々とプレゼントが貰えたそうです。

七面鳥のイスはファブリーズソファーと同じく家具購入画面の小学生の項目にあります。

クリスマス

「クリスマスギフトが届きました」と言うメッセージが表示されるので、ポストのそばにある箱

を開けてギフトを受け取ります。



プレゼントの中身は昨年と同じ内容です、複数回に分けてプレゼントが届きます。

赤ちゃんをサンタの膝に座らせる

赤ん坊はベッドから出られないので、この場合”幼児”です。
※英語版では”toddler（幼児）”とあるので赤ちゃんは誤訳です。

幼児を選択した状態でサンタさんをタップして”膝に座る”を選択して下さい。

サンタ工房はどこ？

アンロックされた”練習用のソリ”を設置して、それをタップすると工房に行けます。

※この”サンタ工房”の表示が異常に重く、私のスマホでは強制終了になってしまっていた為このイ
ベントをクリアする事が出来ませんでした。

▼ティーンズがやって来る　※2013年10月11日アップデート

ようやく子供が成長しました、と言ってもまだ10代の高校生ですが。

アップデート後、自分の所では強制終了が頻発しておりほぼゲームの攻略が止まった状態です。
メモリが512MBしかないスマホなのでしょうがないのですが…
この容量だとsims1(シムピ)も動作出来ないので、フリープレイも難しいかと思います。

新しいiPhoneであればメモリが1GBあるそうなので(それでもキツいですが)もしかしたら動作して
いない方も結構いるんじゃないかと思われます。

FBや当ブログのコメントにもエラーや強制終了らしき症状がありました。



その場合は【シムズフリープレイ】復帰方法を参考にしてみて下さい。

ティーンイベント

宇宙人オシリスが帰ってきますが、すぐに宇宙へ帰って行きました。

シムピープル時代にもあった”養子縁組センター”らしきものが出てきました。
電話をタップすると養子の項目が出てきます。

小学生の子供を養子に出来るそうですが、日本円で４５０円の課金が必要になります。

曲が３曲以上書けない

キーボードで３曲書けたらベースが入手出来たと思います。

そのベースを設置してタップするとベースで作曲が出来ます。

次にドラム、ギター、最後にマイクが入手出来て全て作曲すると”有名なシムタウンの看板”をア
ンロック出来ます。

※期間内にこのイベントをクリアすると”サイコーな〜”という楽器パックが入手出来ました。

木と話をする

木をタップすると”木と話をする”と言う項目が今回のアップデートから追加されました。

その他にもベンチで”目立たないようにする”や、演説台で”グランドオープニングを発表する”と言
った項目も追加されました。

ミステリーボックス

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=689


一週間に一度、週替わりのクエストが出現。

クエストをクリアすると毎回キーが入手出来ます。

そのキーはミステリーボックスの店で交換出来ます。

中身は§だったり不思議の島の資源だったり、様々あるようです。

”ミステリーボックスの店”と言ってもマップに店舗があるワケではありません。
シムのステータスが表示されている所にクエスト(目標)が書かれているので、それをタップする
と色々なクエスト説明が出てきます。

そこの目標一覧の中にあります。

ハロウィンイベント

※2013年11月2日まで実施中
上記したように強制終了頻発中なのでウチではクリア出来そうに無いので、すみませんが詳しい事は分かりません。

”ハンターレベルをレベル７まで上げる”

まず最初にこの目標が出てきます。

他のホビーとは違い、今回はLv.1からのスタートのようです。
レベル8まで上げる事が出来ます。

ゴーストを3種類づつ集めるたびに階段やエレベーターなどの報酬が貰え、合計18種でゴルフパッ
トが貰えます。

※最初のみ、ゴルフパットはイベント時のみの報酬。

イベント終了後は通常と同じ報酬になります。

▼不思議の島 ＋ 報酬の木　　※2013年8月28日iOSアップデート

※注意※

ご近所さんの街に行かせたままアップデートをすると不具合が出るようです。

なのでアップデートする際は、必ずシムを帰宅させた状態で行って下さい。



公式トレーラーはこちら

金のなる木と言う§やLPが獲得出来る植物が入手出来ます。
畑を用意しましょう。

資源が出ない

不思議の島にあるモニュメントを完成させていくには、シムが行動する事で入手できる”資源”が必
要になります。

しかしそれらの出現率が非常に低く、しかも３つのうちの２つはよく出て来てもあと１つがなか

なか出て来ない仕様になっています。

どうやら”幼児・小学生・ティーン”の方が大人と比べて資源が出やすいようです。

水着に着替える⇔服に着替える　１秒

https://www.youtube.com/watch?v=X1e40YTDwjQ


以前は幼児に”ファブリーズトイレ”を使わせると結構資源が出て来ていた時期がありました。

大人複数人に畑で無料の”パプリカ”を育てさせると次々に出来るので何度もタップ出来ますが、や
っぱり大人なので資源出現率は低めです。

友達を呼ぶ or 友達を作る

「友達を呼びましょう」と言うクエストが最初の方に出てきますが、結構コメントやFBでも質問
が来る分りにくいクエストになっています。

これは普通に”電話 ”をタップして”友達に電話する”でクリアです。
実際友人を目の前に呼び出したりしなくて大丈夫です。

その後にも同じように”友達を作る”と言うクエストが出てきます。
これは通常クエストと同じように見えますが、いつものように友人がいる状態であれば自動的に

クリア、とはいかないようで。

改めて友人や親友のシムに”優しい事をする”をしないとクリアにはならないようです。

金のなる木

電子レンジでスイカ？

普通に電子レンジで”冷凍スナックを温める”でクリアです。
シムが勝手にレンジでスイカをチンしてしまっている、と言う事かもしれません。

ちなみに”電子レンジでスイカ”は電子レンジの危険な使い方の一例です。



※マネしないで下さい。

お風呂に種を浸ける？

普通にバスタブをタップして”さっとお風呂に入る”だけで完了です。
多分シムが種を持って入っているのでしょう。

ドーナツ作っても燃える…

何度か頑張りましょう。

複数のシムに同時に作らせれば、その中で火事にならないものもあるかもしれません。

不思議な島

”冨の大地・知恵の炎・至福の風・幸運の泉・島の火山”
と言うモニュメントをアンロックしていくと、調理や栽培をする度にたまにボーナスが貰えたり

島の土地がアンロックされていったりします。

”不思議の島の宝箱”と言う期間限定クエストがありました。

この期間プレイ出来なかったので、自分の所ではクリア出来ませんでした…



金のなる木をアンロックすると、海岸の傍に橋が建設されます。

出来るまでに数十時間ほどかかります。

島に渡ったのに施設が何もない

渡った時点ではまだ施設はありません、残った目標がまだあるのでそれを先にクリアしましょう

。

大型本って何の本？

本棚をタップすると”イケてるシムへの参考書”と言う表示が出ていると思います。
その本です。

他の資源って？資源取るような所は無いのですが

家でいつもするような行動をすると”ピッケル・ゴールド・ストーン”等の資源が入手出来ます。
その資源を一定数集めると「富の大地」などのモニュメントのレベルが上がります。

しかし、資源が出て来る行動と出来ない行動があるようなので色々試してみて下さい。



ちなみにかなり時間がかかります。

自分の所で資源が取れたものの一覧

・パプリカ/ニンジン/コーン/レタス /スイカ/じゃがいも　などの農作物
・クッキー/ホットクロスパン/ブラウニー /パンケーキ/ハート形チョコレート/マフィン/ワッフル

/アップルパイ/チョコプリン　などの調理
・ゴーストハント

・イスに座る（熟考する）

・ファブリーズ冷蔵庫

・ゴミ箱を蹴る

・ファッションをデザインする　　　　etc...
他にも様々あるようなので、とりあえず思いついただけ行動してみるといいかもしれません。

※後日追記：ほとんどの行動で出るようです。

※動作をすると資源の他にも”山のマーク＋数字”が出て来ると思います。
それがモニュメントからのボーナスです。

最終的に、一番最後の施設をアンロックするにはLv.40ほど必要なようです。
自分が今現在Lv.40です。
去年の6月（この時点で１年と３ヶ月）から始めているので、人によって進度の差はあるかもしれ
ませんが約1年ほどかかるかもしれません。

▼ソーシャルイベント　　※2013年7月18日アップデート

※ソーシャルクエストでの友人申請について※

Facebookのシムズフリープレイグループ内でも話題になりました”友人申請を装ったメール交換誘



導”が多発しているようです。

【facebookをやっていると、全く身に覚えの無い女性から友達申請される事がよくあります...】

大抵デフォルトの男性アイコンかフリー素材の女性の写真

写真の場合は主に女性、たまに相手に対して異性を語ってきます

”はじめして！
突然の申請失礼しました(＞＿＜)
またまた突然のお話になっちゃうのですが...直接連絡とることって出来ますか...??
ｘｘｘｘｘｘｘｘ@ｘｘｘｘ.co.jp
もしご迷惑じゃなければ私の連絡先になりますので、ご連絡頂けると嬉しいです・゜・(ノД`；)・゜・”

このような文面で受信フォルダにメールが届きます。

昔からよくある誘導ですのでメールには絶対返信しないで下さい。

男女関係無く送っているので、多分出会い系と言うよりはメールを交換するごとにポイント（

課金）が必要になるメール交換サイトへの誘導目的だと思われます。

『有料メール交換サイト』にご注意ください！-日本クレジット協会-

すでにこのメールにロケットニュースさんが凸していました。

【実録】Facebookの「なりすまし」にメールしたらこうなった-ロケットニュース24-

シムズフリープレイの友人申請のみのアカウントであっても、少しだけ書き込みやオリジナルア

イコン等があればちょっとは判断の材料になるかもしれません。

相手も大量にさばかなければいけないのでフリー画像やテンプレ文章を使っている事がよくあり

ます。

〔判断材料として例えばこちら〕

twitter@culeeboebra　twitter@slospatenaltee　twitter@rinn844653
※ウィルスサイトではなく普通にtwitterサイトです。

対処法はこちらにも書きましたが

【友人申請を受理した翌日に「はじめして！突然の申請失礼しました(＞＿＜)」と残してFBを辞め
てメルアド送って来る女性名の男性アイコンは、twitterと手口が同じ出会い系誘導らしい。】
受信箱に来たメールの画面から上にある[アクション]をクリックしてその中にある[スパムまたは誤
用を報告]で公式に報告して下さい。

https://www.facebook.com/groups/simsfreeplay.JP/permalink/413139278790683/
http://www.j-credit.or.jp/customer/attention/attention_07.html
http://rocketnews24.com/2013/05/22/331135/
https://twitter.com/culeeboebra
https://twitter.com/slospatenaltee
https://twitter.com/rinn844653
https://www.facebook.com/knightxykk/posts/202053183282071


一応シムズから来たと思われる人はフォローします。

その後何かあれば上記の通り通報やブロックをすれば特に問題ありません。

要は”メールの返信をしないで下さい”と言う事だけです。

”The neighbors are coming!”(ご近所さんが来る！)

今までご近所さんの人数に応じてアイテムや§を貰えたり、セーブデータをバックアップ出来るく
らいだったFacebookの友人機能が、今回はお互いの街を行き来出来るようになりました。

家でのゲージ等の表示も変更になりました。



ちょっと体力ゲージが見えにくくなったような気がします。

回復もたまに失敗したりするので、ちょっと安定してないような。

そういえばちょっと派手目な服装のシムの見た目が勝手に仕事着に変わってました。

 
仕事着エラーならいつもあるので、その服を変えようと思ったら、いつもの所にボタンがありま

せん

どうやらPC版と同じように”タンス”をタップすると服を変えられるようになったようです。



でも前と同じ服のまま終了すると服は変わらないみたいなので、ちょっと変えてから保存で治し

ていけば変わるかと思ったら…。
仕事着のまま、他のシムは変わってないのに。

どうやら冬服を着たシムの方も手足が見えなくなってしまっているといったバグがあるようです

。

※追記

ドレスショップやサロンで髪などアクセサリー変更をすると戻るようです。

場所はこちら

ご近所を訪問する

画面に見えている”ソーシャルボタン”をタップするとご近所を訪問する事が出来るようになります
。

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20130919_434087.png


この後は、そのご近所さんの家でプールを掃除したり残り物を食べたり色々とクエストをクリア

していくようです。

このイベントは無期限らしい（残り日数が表示されていない）ので、ちょこちょこ訪問しながら

クエストをこなしていくというもののようです。

※ご近所がいない場合は”新規シムタウン”という仮設の街に行けるようです。

ご近所を作りたい場合はFacebookのこちらのコミュニティから友人申請をしてみるといいと思い
ます。

Facebook【シムズ　フリープレイ　公開グループ】

自分の所もあるので適当に申請などどうぞ。

Facebook：knight_ykk

※他ゲームへの招待について。

スマホが古く容量があまり無いので今の所スマホのゲームはシムズしか入れてません、なので他

のゲームのお誘いがあってもほとんど対応機種じゃないか動作しないかのどちらかなのでお断り

しています。

ブラウザゲームの招待申請であれば可能な限り受け付けています。

トリプル・ファッジ・ホットチョコレートって何？

キャラメルやブラウニー状のチョコレートケーキの事を”ファッジ”と言います。

https://www.facebook.com/groups/simsfreeplay.JP/?fref=ts
https://www.facebook.com/knightxykk


Triple Chocolate Fudge Recipe

小学生シムを選択した状態で”コーヒーメーカー”をタップすると出て来るので、多分カフェモ
カ（チョコ入りのコーヒー）の事？

前も”ダブルショット”というものがあったので、よく分らない食べ物的な名前が出たらとりあえ
ずコーヒーメーカーをタップしてみたら出て来るかもしれません。

訪ねて行った際にご近所さんのシムの行動を中断させてしまった…

ご近所さんの家を訪ねて畑やキッチンで長時間作業をしているシムに話しかけると、そのシムが

作業を中断しますが、実際ご近所さんのプレイには影響しません。

なのでシムの作業を中断させても大丈夫です。

ご近所のベッドで猫を一眠りさせる

猫は関係無く、ご近所のベッドで『うたた寝する』でクリアです。

でも何で猫なんでしょうね？

確かにベッドに登ってきたりしますが、その猫と添い寝となるとかなりタイミング勝負なので厳

し過ぎるなと思ったので普通に寝たらクリアしてました。

上り棒付き階段とかフリスビーのある家が見当たらないんだけど

ソーシャルイベントではクエストクリアの為に様々な家具が必要になりました。

なのでご近所を訪ねてもそのアイテムがあるかどうか分りません。

実際の知り合いならばメール等で連絡を取り合う事も出来ますが、知らない人の家でどこにアイ

テムがあるか探すのも難しいです。

ご近所の家を色々見て回ろう、と言うのが今回のソーシャルアプデの目的かも知れません。

ご近所が居ない人も訪問できる”新規シムタウン”と言う所に訪問出来ますが、プールが無いらし
くプール関連のクエストがクリア出来ないそうです。

http://www.tasteofhome.com/recipes/triple-chocolate-fudge


なのでウチのメイン家にだいたいのクエストで使うアイテムを一応分かっている分だけ用意しま

した。

家資産ランキングも上位の方だと思うので、↑上記にあるリンクから友人申請をしてもらうとボ

ートのご近所一覧に表示されると思います。

そのご近所一覧からYkk knightを探して横にある”訪問する”をタップするとその家があります。

Androidユーザーにお知らせ

iPhone版では携帯をシェイクしたり動かし過ぎたりするとシムがゲロを吐くというアクションが
あるそうです。

なのでおもてなす為にもAndroidユーザーさんはそれを片づける”全自動汚物クリーナー”を家に設
置しておいた方がいいかもしれません。

その他、家に置いておいた方がいいもの

ソファー・冷蔵庫・電話・オーブン（コンロ）・シャワー・風呂・ベッド

プール・プール内おもちゃ

木工ベンチ（コミュニティーセンターにもあります）

オークション台（不動産アイテム）

鏡（政治家アイテム）

望遠鏡（科学者アイテム）

PC・本棚・雑誌の山
犬・猫

フリスビー

コーヒーメーカー

BBQセット
滑り棒のついた階段



この他にもまだクエストで出て来るかもしれないので、色々と用意しておいた方がいいかもしれ

ません。

※特に昇進ショップ（ホビーショップ）にある職業別アイテム

こちらの家に家具を用意しました。

一番最初に作る家の所です。

だいたいクエストで使いそうな家具はこちらの家に集めました



足りない物があれば随時この家に追加していきます。

※7月25日更新

新たにプールとBBQセットを設置しました。
画像には表示されていませんが、はたけもあります。

エラーやバグ、不具合など

2013年7月23日現在
今回のアップデートはバグが多いそうで、”今回のアップデートで起こっている不具合のご報告を
受け現在調査中です、ご不便をおかけして真に申し訳ありませんがもうしばらくお待ちください”
だそうです。

Facebook【The Sims FreePlay：Hello Android and Amazon Simmers!】

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20130723_388126.jpg
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20130725_390309.jpg
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=557349687633669&set=a.284835984885042.64654.284709311564376&type=1&theater


交流掲示板　Firemonkeys：SFP - Sims Needs Drop & Time Issues When Visiting Friends
(Version 3.7)

みなさん激おこですよ。

バグ関連、分っているだけ

・相手の家に行くと相手のシムの体力が真っ赤（ゲージが下がって瀕死状態）になる、帰って来

ると自分も真っ赤になってる

・家に帰るとクエストが巻き戻る

・恋愛関係のゲージが上がらない

・子供が出来ない、シムが増やせない、シムが削除できない

・ボートや大会、建築の時間があり得ない事（1000時間超え）になってる
・冬服（スキーウェアのようなもの）を着ていると手足が表示されない

・服や髪型の表示がいつの間にか変更されてるシムがいて、タンスで着替えても反映されない

などなど…

体力が真っ赤になるのは”時間が進んでいるから”かもしれません。
EAのコメントにも”時間のエラー”と言う記述がありました。
そう言われてみればシムを家に帰した時、半日かかる作業をさせていたのに全部完了していて全

員のステータスが赤くなっていました。

時間バグなら、と言う事で試しに１日かかる作業をやらせて、どなたかの街にお邪魔して帰って

来たら全部完了していました。

そして体力の減りを確認すると全く減っていなかったので、飛ぶ時間はおよそ”１日”という事が分
ります。

なので、これを利用して只今経験値稼ぎの真っ最中です。

※追記

これが成功するかしないかはマチマチで、片方の家では完了してるのにもう片方では1分も進んで
いなかったりします。

エラーを利用しているので、確実な方法ではありません。

https://getsatisfaction.com/firemonkeys/topics/new_update_issues-1a4kx0


1日と書きましたが約240時間ほど(およそ10日)進む事もあるみたいです。

これは時間表示バグ(ボートや建物建築にかかる時間が1000時間以上と表示される)が発生してから
起こりました。

JUGEMテーマ：シムピープル
　　

　　

紅葉　さん　※FC2から
＞＞ご近所クエストでいつもお世話になっております。そのクエストハウスについ

てなのですが、アプデ後の改装で配置された石像が、シムの進路を塞いでいる

ようで、飛び込み台が使用できなくなってしまいました。大変厚かましいのは

承知の上ではありますが、石像の移動をしていただけないでしょうか？二階の

学習机も、隣接したＰＣが邪魔なようで使用できませんでしたので、そちらも

合わせて検討していただけたらと思います＞＜

ご指摘ありがとうございます。

さっそくクエスト用の家を改装してきました。

動作確認は一回のみで、その後は建築中に強制終了が多かったのでほとんどそこまで気が回って

ませんでした。

http://jugem.jp/theme/c98/7247/


最初の家なので狭くてギリギリにしか配置出来ないので、ちょっと設置間違えただけで使えな

くなってしまいます。

質問コメントにもある”○○が使えません or 使えません”も、配置が悪くて使えてないだけのもの
が多いです。

（部屋にドアを付け忘れているだけと言うものもあります）

特に”イス”系はシムの可動範囲が大きく、周りにスペースを多めに取らないと使えない場合が多い
です。

あ　さん

＞＞初めまして、突然で申し訳ないのですがアップデートしてから恋人関係が解消できません

どうすればいいかご存知でしょうか

もし良ければ教えてください

その恋愛関係のシムにアップデートで恋人や夫婦へのアクションに”別れる”や”離婚する”といった
項目が追加されたと思うのですが。

もし無ければいつも通り”失礼な事をする”か”文句を言う”で友好関係を解消出来ると思います。

以前もアップデートで恋人夫婦関係を解消出来なかったり、シムを削除できないバグがありまし

たが、今は解消されてると思います。

ゆかり　さん

＞＞シムズフリープレイで、ご近所クエストのチェストバンプをする。が出来ません。

親友にはなっているのですが、親友をタップしてもチェストバンプという項目が出ないのです。

もしかして相手か自分がティーン以下ではないでしょうか？

小学生や幼児とはチェストパンプは出来ません。

追記：Facebookにて同じような症状の方がいらっしゃいました。
「チエストバンプ」コマンドが出ない

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=854472164586007&set=gm.610725812365361

どうやらお互いに”年を取らないようにしたシム”のようなので、もしかしたら年代設定にバグが出
ている可能性があるかもしれません。

なので面倒ですが、お互いにLPを使って若返らせたりしていないシムで試してみて下さい。

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=854472164586007&set=gm.610725812365361


2013.12.07 Sat ニコニコ動画の表示を分りやすくするアドオン[Stylish]

ニコニコ動画の「原宿バージョン」終了に伴い、新しい「銀座バージョン」に半ば強制的に表示

が変わってしまったようで。

使いづらくなってしまった方々の為に、見やすいデザインに変えるアドオン（拡張機能）を紹介

したいと思います。

↑今回紹介するアドオンはこのような見た目に変える事が出来ます↑

色なども自分で好きなように変えられます。

 
他にも色々と銀座を疑似原宿に変えたり、極端にシンプルにしていく事も出来ます。

※バージョンを偽装するようなやり方もあるそうですが、こちらはほとんど自己責任で行う方法

なので詳しい方だけどうぞ。

【『ニコニコ動画』GINZAバージョンに伴い廃止された原宿バージョンを使う裏技：ゴールドラ
ッシュ】

▼アドオン「Stylish」で表示変更をする方法。

まずはこちらをダウンロードして下さい。

http://getgold.jp/p/26383


【　Stylish　google Chrome版　】

【　Stylish　Mozilla Firefox版　】

※Windws専用です、Mac用はこちら→Stylish

この「Stylish」と言うアドオンをインストールするとChromeだと右上 の方にStylishのマーク
が表示されます。

Firefoxも同じように右上にSマークが表示されます。
その状態でニコニコ動画の動画ページにアクセスして下さい。

とりあえず適当にサンプル動画

https://chrome.google.com/webstore/detail/stylish/fjnbnpbmkenffdnngjfgmeleoegfcffe?hl=ja
https://chrome.google.com/webstore/detail/stylish/fjnbnpbmkenffdnngjfgmeleoegfcffe?hl=ja
https://addons.mozilla.org/ja/firefox/addon/stylish/
https://addons.mozilla.org/ja/firefox/addon/stylish/
http://stylish.en.softonic.com/mac
http://www.nicovideo.jp/watch/sm22049496


⇒爆破に完全勝利したふなっしーUC

どこの動画ページでも構いません、とりあえず動画再生ページを開いて下さい。

動画ページにアクセスした状態で右上の をクリックすると最初は

”このサイト用のスタイルはインストールされていません。”と表示されます。

そこで”このサイト用の他のスタイルを検索”をクリックします。

そうするとこのページが開きます。

Nicovideo themes and skins

”銀座”→”原宿”など、色々なものがあります。
以前はZeroやQを元にしたバージョンが数点ぐらいしかありませんでした。

そういう事なので、今後も色々なデザインがリリースされていくと思います。

今回、トップ画像でサンプルとして使っているのがこちら。

ニコニコ動画:GINZA フラット化 / niconico:GINZA

http://userstyles.org/styles/browse/nicovideo
http://userstyles.org/styles/83509/ginza-niconico-ginza


カラーは自分で変えられます。

ここで注意なのですが

同じページの改変を２つ以上インストールすると、デザイン同士がケンカして表示が崩れる場合

があります。

そうなった場合はStylishアイコン を右クリックします。

そこで出て来る”オプション”をクリックすると現在インストールしているスタイル一覧が出て来る
ので、非表示にしたいスタイルを”無効化”するか”削除”して下さい。

このページでは他にも”編集”という項目で細かいスタイルシート(CSS)のデザイン変更が出来ます
。

スタイルシートについてはこちら。

【HTML&CSS Web制作リファレンス　TAG ＜index＞】

▼Stylish(アドオン)アンインストール方法

この　アドオン（拡張機能）　は通常ソフトの削除方法とは違い、ブラウザ設定からアンイン

ストールします。

・Chromeのアドオンアンインストールの方法

このアイコンの右端にある≡マークの”Chromeの設定”をクリックして一覧にある”設定”を開き

http://www.tagindex.com/stylesheet/


ます。

そのページの←左側にある”拡張機能”をクリック。
その一覧の中からstylish を探して、そこの右側にあるゴミ箱で拡張を削除します。

 

・Firefoxのアドオンアンインストールの方法

上にあるツールバーから”ツール”→”オプション”を開きます。
”一般”の項目にある”アドオン”から”アドオンを管理”
その一覧の中にあるStylishを削除します。

以上になります。

ここで紹介した他にもyoutubeを変更したり
Youtube themes and skins

YouTube Black 2K13
Nyan Cat progress bar video player theme

Facebookのスタイルなども変える事が出来ます。
Facebook themes and skins

http://userstyles.org/styles/browse/youtube
http://userstyles.org/styles/62954/youtube-black-2k13
http://userstyles.org/styles/95033/youtube-nyan-cat-progress-bar-video-player-theme
http://userstyles.org/styles/browse/facebook


Warm Vs Cool Facebook Skin

色々なサイトに行って、色々と試してみて下さい。

JUGEMテーマ：ニコニコ動画

http://userstyles.org/styles/32358/warm-vs-cool-facebook-skin-296
http://jugem.jp/theme/c95/318/


奥付
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