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『Destiny』は多人数が同時にプレイできるアクションシューティングゲームで
す。
仲間と協力して強敵にうち勝ったり、まだ見ぬ強力な武器/防具を探し求めた
り、他のプレイヤーとゲームの腕を競い合ったり……多彩なゲームモードが
用意されています！

『Destiny』とは

ゲームプレイ開始までに準備していただくもの
『Destiny』をプレイするためにはブロードバンドインターネット回線が必要で
す。
※Wi-Fi接続では安定した通信が確保できず、快適なプレイが行えない場合
があります。ハードウェアを有線接続してのプレイを推奨いたします。

・ブロードバンドインターネット回線に接続されたPS4™またはPS3®

・ Sony Entertainment Network アカウント
『Destiny』はオンライン専用ソフトウェアです。プレイするにはSony Enter-
tainment Network(SEN)アカウントが必要です。
http://www.jp.playstation.com/psn/hajimete/
※別途ゲームサーバの利用料などはかかりません。

・PlayStation®Plus（PS4™版のみ）
PS4™版でオンラインマルチプレイ(他プレイヤーとチームを組む、プレイヤー
同士の対戦モード)を利用するためには、「PlayStation®Plus」への加入が必要
です。PS Plusの詳細は以下のリンクをご覧ください。
http://www.jp.playstation.com/psn/plus/
※PS3®版はPS Plusの加入は必須ではありません。

・『Destiny』体験版クライアント
体験版はPS4™版とPS3®版があります。それぞれお手持ちのハードウェアに対
応したものをPlayStation®4およびPlayStation®3、またはWEBサイトの
PlayStation®Storeからダウンロードしてください。



『Destiny』体験版は、PlayStation®4およびPlayStation®3、

ご利用の機種にあったものをダウンロードしておたのしみください。

PlayStation®Storeは以下のリンクよりご利用ください。
http://www.jp.playstation.com/psn/welcome-senstore/

『Destiny』体験版について

インターネット接続テストについて

PS4™版／PS3®版の仕様の違い
『Destiny』体験版は、PS4™版とPS3®版で仕様に違いがあります。

製品版導入済本体
へのインストール

製品版との
マルチプレイ

体験版同士の
マルチプレイ

体験版での
機種間データ共有

製品版への
データ引継ぎ

PS4™版 ○ × ○（要PS Plus） × ○

PS3®版 × × ○ × ×

『Destiny』を快適にプレイしていただくため、以下の手順に従ってインターネ
ット接続テストを行い、ご利用の回線タイプをご確認ください。

http://manuals.playstation.net/document/jp/ps4/settings/nw_test.html

　 
http://manuals.playstation.net/document/jp/ps3/current/settings/connecttest.html

上記の接続テストにて診断されたNATタイプによってはプレイに問題が生じ
る可能性があります。

・NATタイプ1
　『Destiny』を快適にプレイいただけます。

・NATタイプ2
　最も多いタイプの回線ですが、問題が発生する可能性もあります。

・NATタイプ3
　快適なプレイが困難になります。

上記の問題は、ご利用のネットワークの最適化を行うことで問題を改善できる
場合があります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
http://www.bungie.net/ja/Help/Article/11931

PS4™版でプレイされる方

PS3®版でプレイされる方

NATタイプについて

製品版導入済み本体への
インストール

製品版との
マルチプレイ

体験版同士の
マルチプレイ

体験版での
機種間データ共有

製品版への
データ引継ぎ

PS4™版 ○ × ○（要PS Plus加入） × ○

PS3®版 × × ○ × ○

またはWEBサイトのPlayStation®Storeにてダウンロードすることが可能です。



『Destiny』製品版について
製品版『Destiny』では、体験版で制限されていた以下の要素が楽しめるように
なります。

キャラクターレベルが30まで開放

さらに強大で多彩な暗黒の軍勢との対決

火星や金星に眠る謎と探索の数々

強力でバラエティに富んだ装備品の数々

レベルの開放に従ってプレイ可能なモードやマップ、豊富な装備品も開放さ
れます。

新たなエリアでは謎に満ちたストーリーがガーディアンたちを待っています。

上級者用の高難易度ミッションや、仲間と強大な敵を討つ「レイドコンテンツ」
など、遊び応えのあるコンテンツが続々登場します。

チャンレンジの報酬となる装備品は強力なだけでなく、ガーディアンの外見カ
スタマイズの幅も広がる逸品ぞろいです。

さらに、拡張コンテンツ第一弾「地下の暗黒」の発売も決定いたしました。
http://www.jp.playstation.com/scej/title/destiny/news.html#news1030

製品版『Destiny』へのデータ引継ぎについて

《ヒント》『Destiny』はクロスセーブ対応
『Destiny』のセーブデータは、アカウントごとにサーバー上に保存されてい
ます。そのため、新しいハードウェアに『Destiny』をインストールした後、そ
れまでと同じSony Entertainment Network(SEN)アカウントでログインし
てプレイを開始すれば、新しいハードで続きを楽しむことが可能です。

PS4™版『Destiny』とPS3®版『Destiny』は別々のサーバーとなるため同時
にプレイすることはできません。一緒に遊べるユーザーは同じプラットフ
ォーム用の『Destiny』をご利用の方同士のみとなります。

《ヒント》 プラットフォーム間のマルチプレイについて

『Destiny』体験版は、PS4™版、PS3®版ともに製品版『Destiny』へのデータ
引継ぎが可能です。体験版で獲得したアイテムや、進行したストーリーの
続きを製品版でも引き続きお楽しみいただけます。

データ移行方法
体験版をご利用のSENアカウントで製品版をご利用いただくだけで、体
験版のセーブデータが自動的に適用されます。



キャラクターの作成
プレイヤーの分身となるガーディアンは１つのアカウントで3体まで作成でき
ます。
高い防御力をもつ屈強な「タイタン」、素早い動きで敵を翻弄する「ハンター」
、光の力で敵を討つ「ウォーロック」 の中から好きなクラスを選びましょう。

どのクラスにするか迷ったら……《ヒント》
キャラクター枠は3体分あるので、まずは全てのクラスを作って試すのもおす
すめです。種族や性別はキャラクターの能力には影響しないので、好みのも
のを選びましょう。

一度選択した種族、性別や顔タイプの設定は変更できません。
キャラクターを作り直す際には、一旦削除して新たに作成してください。 

チュートリアルミッション
キャラクターの作成が完了すると、チュートリアルミッションが開始されます。
ガーディアンの頼もしい相棒「ゴースト」のナビゲーションで、基本操作を覚え
ましょう。

《ヒント》
迷ったらタッチパッド（PS4™）やSELECTボタン（PS3®）を押してナビモードを
開きましょう 。現在の目的や、マップ内で進むべき方角が表示されます。また、
ゴーストが音声でヒントをしゃべる事もあるのでゴーストのセリフにもご注意

「ナビモード」を活用！

現在の任務

目的地マーカー



チュートリアルミッション（戦闘編）

戦闘のコツ①《ヒント》

チュートリアルミッションでは戦いの基本も学ぶことができます。以下のヒ
ントを参考に、さらにステップアップしましょう！

攻撃を受けて体力が減ってしまったら、敵の攻撃が当たらない物陰に隠
れて体力を回復させましょう。攻撃を受けずにいると、体力は自動的に回
復します。

戦闘のコツ②《ヒント》
敵の弱点を狙えば大ダメージを与えられます。チュートリアルに登場する
「フォールン」は頭部が弱点なので、積極的に狙ってみましょう。
狙いを定めるにいは、L1ボタンを押して照準モードを活用しましょう。

戦闘のコツ③《ヒント》
チュートリアルミッションを進めていると、レベルが上がり、新しいスキ
ルを使用できるようになります。
新たなスキルを装備するには、Option／STARTボタンを押してキャラク
ター画面を表示させます。

次に、△ボタンでサブクラスを表示し、「＋」マークが表示されたスキル
を選んでください。

注意！
キャラクター画面を開いても戦闘は中断されません。敵の攻撃を受けないよう、安
全な場所に移動してからスキルの設定をしましょう。



ゲームの進め方

タワーでの行動《ヒント》
NPC頭上のアイコンが緑
色になっていたら、あなた
に伝えたい事がある合図
です。
忘れずに訪問しましょう。

「タワー」と「オービット」を行き来しながらゲームを進めましょう。
「タワー」から「オービット」へ移動するには、コントローラーのタッチパッド（
PS4™版）またはSELECTボタン（PS3®版）を押し、「オービットに行く」のメニュ
ーを表示させた後、△ボタンを長押してください。

タワー（タワープラザ） オービット

オービット
オービットで「ロケーションを設定」を選択すると、ナビゲーター画面に移動
します。
体験版では「タワー」と「地球」しか選択できませんが、ストーリーが進行する
と様々な惑星での冒険が可能になります。

ナビゲーター画面 「地球」マップ
タワー
「タワープラザ」はガーディアン達の拠点となる場所で、冒険をサポートして
くれるキャラクターや設備があり、装備を整えたり、様々なミッション受けた
りできます。
また、持ちきれないアイテムを保管する保管庫などがあります。



ゲームモード
『Destiny』には様々なゲームモードがあります。
パトロール
マップの中を自由に探索しながら暗黒の軍勢と戦ったり、アイテムを集め
たりすることができます。

《ヒント》フィールドでアイテムを拾ったら？
パトロール中に役に立つアイテムを拾うことがあります。

「エングラム」を拾ったら、新たな装備や素材アイテムを入手するチャンス
です。「タワー」の「クリプトアーキ　マスター・ラフール」のところで鑑定し
てもらいましょう。

「スピンメタル」は装備の強化に使えるアイテムです。
より強力な武器を手に入れたときに役立つので取っておきましょう。

《ヒント》「パトロール」の終了方法
「パトロール」は、気軽に好きな時に始めて好きなt時に終了することがで
きます。
パトロールを終了する際は、コントローラーのタッチパッド（PS4™版）ま
たはSELECTボタン（PS3®版）を押し、オービットに帰還してください。

ストライク
他の体験版プレイヤー2人と計3人の「ファイアチーム」を結成して目的を
達成するモードです。ファイアチームを組んでいない場合は出撃時に自
動的に結成されます。
タワーやオービットでファイアチームを結成すれば、組んだチームで同じ
マップに出撃することができます。
Option/SELECTボタンを押してキャラクター画面を開き、リストを選択し
て任意のキャラクターを選択して参加または招待を行ってください。

《ヒント》ファイアチームのプライバシー設定
任意のプレイヤーとファイア
チームを結成したいときは、
Option＞リストを選択し、「
ファイアチームのプライバシ
ー設定」を「非公開」以外に
設定してください。

プライバシー設定



Bungie.netを活用しよう！
「Bungie.net」は、『Destiny』プレイヤー同士が語り合ったり、仲間を募ったり
しやすくするためのコミュニケーションサイトです。
http://www.bungie.net/ja/

SCEコミュニティチームが「Bungie.net」上に設置した日本人プレイヤー用の
グループ「Japanese Guardians」
http://www.bungie.net/ja/Clan/Forum/196335/0/1/0
では、日々様々なプレイヤーが交流を深めています。
皆さんもBungie.netに参加して、一緒に戦う仲間との交流を楽しみましょう！ 

《ヒント》Bungie.netをより楽しむには
お手持ちのスマートフォンからBungie.netに接続するための「Destinyコン
パニオンアプリ」も用意されています。

※Bungie.netや「コンパニオンアプリ」を利用するには、Bungie.netへのサ
インインが必要になります。ご自分のキャラクターデータやプレイデータを
Bungie.net参照するには、サインインの際に『Destiny』をプレイしている
Sony Entertainment Network（SEN）アカウントを登録してください。

暗黒の軍勢に物足りなさを感じたら、皆さんのガーディアンとしての腕が上
がっている証拠です。
ガーディアン同士、競技形式で腕試しができる「クルーシブル」にもチャレン
ジしてみましょう。勝敗に関わらず装備アイテムが手に入り、コツコツと実績
を貯めればさらに高性能なアイテムと交換できるチャンスもあります。

《ヒント》番外編：クルーシブルに挑戦！

困ったときは？

ソニー・コンピュータエンタテインメントでは、日本人プレイヤーの皆さ
ん向けにご意見ご要望窓口を設けています。
『Destiny』の開発会社、Bungieへの問い合わせや、英語のヘルプフォーラ
ムの利用に抵抗がある皆さんは、こちらをご利用ください。
※ご意見・ご要望入力にはサインインが必要になります。
https://www.jp.playstation.com/sys/psn/enq/destiny_req/form.cgi

ご意見ご要望フォーム

先輩プレイヤーたちにも聞いてみよう！《ヒント》
プレイのコツや強敵の攻略法なら、先輩プレイヤーに聞いてみるのが一番
です。ぜひ、Bungie.netの日本人用グループ「Japanse Guardians」に投稿し
て相談してみてはいかがでしょう？


