




タイトル画面では、以下の項目を選択できます。「体感GOLF」以外ではワイヤレス
コントローラを使用してプレイしてください。

メインメニューに進み、ゲームを始めます。

PlayStation®Moveモーションコントローラを使用
してプレイします。（3D立体視には対応しておりません）

「みんGOL.net」にアクセスして、「オンライン」に関する最新情報やお知らせなどを確認します。

さまざまな映像を見ることができます。

『みんなのGOLF 5』を初めて起動したときは、PlayStation®3本体のハードディス
クドライブに『みんなのGOLF 5』のゲームデータをインストールします。『みんなの
GOLF 5』は、ゲームデータをインストールしないとプレイできません。
ゲームデータは、PlayStation®3本体1台に1データのみインストールできます。
ゲームデータをインストールするために     は、PlayStation®3本体のハードディスクド
ライブに約7220MB以上の空き容量が必要です。

タイトル画面で［みんGOL.net］を選択するか、パソコンや携帯電話、PlayStation®3
本体のブラウザ機能などで http://www.jp.playstation.com/scej/ にアクセスすると、
『みんなのGOLF』公式ホームページ「みんGOL.net」を見ることができます。「みんGOL.net」
の内容は、アクセス方法によって、それぞれ異なります。タイトル画面からアクセスすると、
『みんなのGOLF 5』の「オンライン」に関する最新情報やお知らせなどを確認できます。
『みんなのGOLF』シリーズ全般の情報を見るときは、パソコンなどからアクセスしてください。





メニューの操作やひとりプレイ時には、ポートランプ［1］のワイヤレスコントローラを
使用します。コントローラ割り当ての変更方法などについては、PlayStation®3本
体の取扱説明書を参照してください。

ラウンド中にQボタン＋Wボタン＋Eボタン＋Rボタン＋SELECTボタン＋
STARTボタンを同時に押し続けるとリセット操作となり、ラウンドを中止してメインメニューに
戻ります。中止したラウンドの成績などは保存されず、中止したところから続きをラウンドする
こともできませんので注意してください。
メニューでリセット操作を行うと、タイトル画面に戻ります。
状況によっては、リセット操作が無効の場合があります。

スイングのタイミングを見ながらパワーやインパクトを
決定するリアル指向のショット方法です。
パワーゲージが表示されないため飛距離の微妙な調整
は難しいですが、従来ショットと比べると、飛距離その
ものは長く、インパクトゾーンも広くなっています。

パワーゲージのタイミングを見ながらパワーやインパ
クトを決定する「みんGOL」シリーズおなじみのショット
方法です。
本格ショットと比べると、飛距離も短くインパクトゾーン
も狭いですが、パワーゲージを見ながら操作できるの
でパワーを細かく調整できます。

ショットの操作方法には、以下の2種類があります。

3D立体視対応機器を使用している場合、アドレス
中にNボタンを押すと3D設定メニューが開きま
す。その間、右スティックを上下に入力すること
で3D立体視の強度を調整することができます。
プロフィール画面や、VTR再生中、オンラインの
ロビーでも3D設定を行うことができます。
※3D立体視モードは、PlayStation®Moveを使用した「体感

GOLF」ではお楽しみいただけません。



ボールの上と右にあるゲージは、左右と上下方向のスピンのかか
りやすさです。色のついた部分が長いほど、その方向に強いスピ
ンをかけることができます。
ボールの下の数字は、飛距離がショット時のパワーの何％になる
のかを意味しています。たとえば、数字が「89～100％」と表示
されているときに100y飛ぶクラブをフルパワーでショットする
と、89yしか飛ばないことも100y飛ぶこともある、ということになります。％の数値や
幅は、ライの状態やキャラクターなどによって変化します。
ボールのある場所が前後左右に傾いていると、ボールコンディション内の地面も傾いて
表示されます。前後に傾いている場合は、ボールの上に角度も表示されます。傾きに
よる影響は、以下の通りです。

ショットする前には、カメラを移動したり切り替えたりして、周囲の状況や落下地点のようすな
どを確認しましょう。たとえ思い切り遠くに飛ばせたとしても、木や建物が邪魔で次のショットが
打ちにくければ飛ばした意味がありません。

ラウンド中は、以下のような項目が表示されます。

ラウンド中は、以下のように操作します。
グリーンでは、カップの位置が で、起伏がグリッド（格子）で
表示されます。
グリッドは、ボールから見て高いところは赤、同じ高さの
ところは緑、低いところは青で表示されます。
グリッド上の光る粒子は、動いている方向にグリーンが傾いて
いることを表し、大きく傾いている部分ほど粒子の動きが速くなります。



Qボタン／Eボタンで使用するクラ
ブを選択し、方向キー左右で打ちだす
方向を決めます。
Fボタンを押すと、ショットモードを変更
することができます（→P.15）。

Aボタンを押して、スイングを始めます。 スイングの大きさでパワーが決まります。
タイミングよくAボタンを押して、パワーを
決めましょう。

パワーを決めると、ダウンスイングに
あわせてインパクトサークルが小さく
なっていきます。
インパクトサークルがボールの位置で
一番小さくなった瞬間にAボタンを押す
と、ジャストインパクトになります。
インパクトが早いと が表示され右に曲
がるスライス、遅いと が表示され左に
曲がるフックになります。インパクトが
大きく遅れると マークが表示され、
ミスショットになります。

50%と100%の位置でクラブが光ります。

パワーを決めると、インパクトに進みます。
「みんなのクラブ」を使用しているときは、
自動的にインパクトするため、インパクトの
操作はありません。

パワーを決めると、自動的にパッティング
します。インパクトの操作はありません。

25％、50％、75％、100%の位置で音が
鳴り、50％と100％の位置ではパターも
光ります。
また、グリーン上に、スイングの大きさに
対応する光る点が表示されます。ただし、
光る点は、高低差や傾きを反映していません。



どちらのショット方式でも、インパクトのときに方向キーを押していると、上下左右や斜め
方向にボールの打点を変えることができます。
打点による影響は、以下の通りです。

どちらのショット方式でも、Fボタンを押すたびにショットモードを切り替えることができます。
パワーモードとフルパワーモードは、共通の使用可能回数が決まっています。使用可能回数は、
キャラクターごとに異なり、現在の残り回数は、ショットモードアイコンの中心に表示されます。
ショットモードアイコンの色の意味は、以下の通りです。

Qボタン／Eボタンで使用するクラ
ブを選択し、方向キー左右で打ちだす
方向を決めます。
Fボタンを押すと、ショットモードを変更
することができます（→P.15）。

Aボタンを押して、スイングを始めると
パワーゲージが左へ伸びていきます。

パワーゲージを見ながらAボタンを押し
て、パワーを決めます。

戻ってきたゲージがインパクトゾーンの
中心にきた瞬間にAボタンを押すと、ジャ
ストインパクトになります。
インパクトのタイミングによる曲がりかた
などは、本格ショットと同じです（→P.13）。インパクトの操作はありません。



メインメニューで［ひとりでGOLF］を選択すると、
以下の項目が表示されます。遊びたい項目を選択し
てください。
「チャレンジモード」と「ストローク」のプレイ内容は、
ステータスに記録されます（→P.27）。

さまざまな試合に出場して、コースやキャラクター、ギアなどを手に入れるモードです。

好きなコースを選んで、ストローク形式でラウンドするモードです。

好きなコースやホールを選んで、自由に練習できるモードです。

「チャレンジモード」で大会に優勝すると、使用できる
コースやギアなどが手に入り、COMキャラとの
マッチプレイに勝つとそのキャラクターを使えるように
なります。
全アイテム獲得を目指して頑張りましょう。



「チャレンジモード」では、試合が実力別に
ランク分けされています。まずは、方向
キー上下でランクを選んでください。最
初は、ジュニアランクのみ選択できます。
ランク選択後、方向キー左右で試合を
選んで、Aボタンを押してください。

試合を選ぶとキャラクターセレクト画面に
進みます。
方向キーで使用するキャラクターを選んで
Aボタンを押し、カラー（服装）とショット
方式を順に決めてください。
画面の左側に表示される能力は、キャラ
クターやクラブ、ボールによって変化します
（→P.20）。

Fボタンを押すと、左打ちになります。
Qボタン／Eボタンで使用するクラ
ブ、Wボタン／Rボタンで使用する
ボールを変更できます。

「特殊ルール」と表示されている試合は、
特別なルールが設定されています。試合を
選択してAボタンを押すと、設定されている
ルールの内容を確認できます。

キャラクターを選ぶと、最終確認画面に
進みます。
［ラウンド設定］を選択するとキャディを
変更でき、［かんたん入力］を選択すると
使用するクラブを「みんなのクラブ」に変更
できます。［コースに出る］を選択すると、
ラウンドが始まります。

ラウンド中は、ホールアウトするごとに
現在までの成績が表示されます。

ポイントとは、ラウンド中のプレイ内容によって計算される技術点のようなもので、バーディや
チップインなどで大きく上がり、バンカーや池に入れると下がります。
「チャレンジモード」や「オンライン」の大会では、複数のプレイヤーが同打数の場合、合計獲得
ポイントが多いほうのプレイヤーが上位になります。

大会形式の試合に優勝すると、「VSチャレンジ権」が
増えていきます。
「VSチャレンジ権」がいっぱいになると、COMキャラ
とのマッチプレイを選択できるようになります。
COMキャラとのマッチプレイに勝つと、そのキャラ
クターを使えるようになり、次のランクに進めるように
なります。
ランクアップ後もこれまでのランクの試合に自由に参加できます。

「チャレンジモード」で試合に3連敗すると、試合選択中にSTARTボタンを押して、イージー
モードに切り替えられるようになります。
イージーモードにすると対戦相手が少し弱くなりますが、手に入れられるアイテムや増える
愛着度などは通常と変わらないので、勝てないときには積極的に使ってみましょう。



方向キー左右でラウンドするコースを
選び、上下でホール数を選択します。
Dボタンを押すと、ティを変更できます。
コースと条件を選択後、Aボタンを押して
ください。

コースを選ぶとキャラクターセレクト画面
に進みます（→P.18）。
方向キーで使用するキャラクターを選んで
Aボタンを押し、カラー（服装）とショット
方式を順に決めてください。

キャラクターを選ぶと、最終確認画面に
進みます。
［ラウンド設定］を選択するとキャディを
変更でき、［かんたん入力］を選択すると
使用するクラブを「みんなのクラブ」に
変更できます。
［コースに出る］を選択すると、ラウンド
が始まります。

キャラクターセレクト画面で表示される能力の意味は、以下の通りです。

ラウンド中は、ホールアウトするごとに
スコアカードが表示されます。

ホールアウトしたときやラウンド中にSELECTボタ
ンを押すと、スコアカードが表示されます。
個人スコアと大会成績などがある場合は、方向キー
左右でカードの種類を変更できます。
個人スコアでは、Dボタンで表示する情報、方向
キー上下で記号表示と数字表示を変更できます。
記号表示では、下のような記号が使われます。
数字表示の大きな数字は総打数、小さな数字はパット数です。
チップインしたホールは、数字や記号が点滅します。



「ひとりでGOLF」の「ストローク」と同じ
ように、練習するコースや使用する
キャラクターを選びます（→P.20）。
コースに出る前には、コース設定画面が
表示されます。方向キー上下で項目を
選んで、左右で設定を変更してください。

練習するコースを選択できます。

練習するホールを選択できます。

練習するティの種類を選択できます。

コースに出ます。

メインメニューに戻ります（→P.06）。

「トレーニング」でラウンド中にSELECTボタンを押すと、以下のような設定を自由に変更
できます。変更後、SELECTボタンを押すと、ラウンドに戻ります。

通常のラウンドのようにプレイしますが、
ショット後に以下のような項目が表示
され、自由に打ち直すことができます。

現在の位置から次のショットを打ちます。

同じ条件で打ち直します。

風向きや風力を変えて打ち直します。

ホールの1打目からやり直します。

ホールアウトして、コース設定画面に戻ります。

通常のトレーニングと同じようにコースに
出ると、自由に練習できます。
苦手な距離を克服したり、新しいキャラ
クターのクセをつかんだり、上手に活用
しましょう。

ゲームを進めていくと、「トレーニング」で
「練習場」というコースを選べるようになり
ます。練習場では、さまざまなショットを
自由に練習できます。



メインメニューで［みんなでGOLF］を選択すると、
以下の項目が表示されます。遊びたい項目を選択
してください。
「みんなでGOLF」のプレイ内容は、ステータスに
記録されません。

合計スコアで勝ち負けを決めるモードです。
1～4人でプレイできます。

ホールごとの勝ち負けの合計で競うモードです。
2人プレイ専用です。

「みんなでGOLF」では、対戦相手としてCOMキャラを選択できます。いっしょにプレイする
人数を増やしたいときは、COMキャラに参加してもらいましょう。
プレイヤーが使用するワイヤレスコントローラを選択するときに、方向キー上下を押すと、
「弱い」「普通」「強い」の3種類のCOMキャラを選択できます。

参加するプレイヤー数（「ストローク」の場合）やそれ
ぞれのプレイヤーが使用するワイヤレスコントローラを
選択します。

「ひとりでGOLF」の「ストローク」と同じように、ラウンド
するコースを選び、参加するプレイヤーが順に使用する
キャラクターを選びます（→P.20）。
「みんなでGOLF」では、すべてのキャラクターの愛着
度がMAXの状態になっています（→P.58）。

全員がキャラクターを選ぶと、最終確認画面に進みます。
［コースに出る］を選択すると、ラウンドが始まります。
［ラウンド設定］を選択すると、以下の項目を変更でき
ます。設定終了後、［OK］を選択すると、最終確認
画面に戻ります。

「みんなでGOLF」は、以下のように進めていきます。



メインメニューで［データ］を選択すると、以下の項
目が表示されます。

「ひとりでGOLF」の記録を参照します。

ラウンド中に保存されたVTRを再生します。
方向キー左右でカテゴリーを選んで、上下でVTRを選択してください。Aボタンを押すと、
選択中のVTRが再生されます。
QボタンやEボタンを押すと、VTRを日付やコース、使用したキャラクターなどの順に
並び替えることができます。
カテゴリーごとの保存できる本数を超えると、飛距離の短いVTRから自動的に上書きされて
いきます。上書きされたくないVTRは、STARTボタンで上書き禁止にしておきましょう。
不要なVTRは、Fボタンで削除することができます。

ステータス画面では、方向キー上下で画面左側のタブを選択して表示する画面を変更
できます。
方向キー右を押して、画面の右側にカーソルを移動すると、カーソル位置の項目の
説明が画面下側に表示されます。

VTRは、ホールインワンやチップインなどのスーパー
ショットがあると、自動的に録画されます。自動的に
録画されなかったショットでも、ショット後にFボタン
でリプレイを再生して、リプレイ再生中にQボタン
を押すと、マニュアル録画することができます。

総合的な成績です。
以下の項目が表示されます。

現在使用できるキャラクターのプロフィールやガッツポーズなどを参照します。



残り距離ごとに集計された、パットの成功率のグラフです。
方向キー右を押してコースを選ぶと、グラフを表示する
コースを変更できます。

各コースのベストスコアとベストポイントの一覧です。
ティ別に集計されています。
Dボタンを押すたびに、スコア表示とポイント表示が
切り替わります。

各コースのストローク形式での成績です。
以下の項目が表示されます。

パットは感覚です。「ひとりでGOLF」の「トレーニン
グ」で何度も繰り返し練習して、パットの感覚をつか
みましょう（→P.22）。
ボールがカップに届かないと、絶対に入りません。
自信を持って、強めに打てるようになると、成功率
が上がるはずです。
また、グリッド表示や粒子の動きでグリーンの起伏を
把握するだけでなく、難しそうなラインのときは、STARTボタンで上から見たり、Dボタンで
カップの周囲を確認したりすることも重要です。
キャラクターが邪魔でカップや起伏が見にくいときは、Eボタンを押してキャラクターの
表示を消しましょう。



本解説書の「オンライン」に関する説明は、2011年9月8日現在のものです。
ゲームがアップデートされると、説明と実際のゲーム内容に相違が生じる場合があります。



「オンライン」では、PlayStation®3本体のネットワーク機能を使って全国のプレイ
ヤーといっしょに「みんGOL」を楽しむことができます。
全国の「みんGOL」ファンと楽しくラウンドしましょう。

「オンライン」では、ロビーや対戦部屋など、ほかのプレイヤーと接する機会がたくさんあります。
まずは自分から気持ちのいい「あいさつ」をしましょう。

ゴルファーとしてのマナーとルールを守って、相手の気持ちを考えた発言をするようにしましょう。

ゴルフはイギリス生まれの紳士のスポーツです。スコアの優劣よりも、ゴルファーと
してのマナーが大切です。
「オンライン」では、相手の顔が見えません。現実の会話以上にマナーに気をつけて、
楽しいオンラインライフを送ってください。

「オンライン」では、PlayStation®3本体のネットワーク機能によってネットワークに接続
します。
まずは、ネットワークに接続するために必要な機器と環境を準備してください。

メインメニューで［オンライン］を選択して、ネットワークに接続してください。

「オンライン」では、更新データによってゲームがアップデートされ、新しいルールなどが追加
されることがあります。
更新データが提供されている場合は、ネットワーク接続後に案内が表示され、更新データをダウン
ロード後、ゲームが自動的にアップデートされます。アップデート後は、『みんなのGOLF 5』を
再起動してください。

ネットワークに接続できると、オンラインメニューが表示されます。
オンラインメニューからロビーに進んで、ラウンドしましょう。

「オンライン」を始めるには、以下のように進めてください。

「オンライン」では、多くのプレイヤーが会話を見ています。伝えたい相手以外にも伝わる可能
性がありますので、「オンライン」内で住所や電話番号、メールアドレスなどの個人情報を交換
することは控えましょう。

故意のリセットや回線切断は、いっしょにラウンドしているほかのプレイヤーにも迷惑をかける
ことがあります。絶対に行わないでください。

ほかのプレイヤーに迷惑な行為をされた場合は、予告なく「オンライン」のご利用を停止させて
いただくことがありますので、ご注意ください。
そのほか、注意事項などは、P.54「『みんなのGOLF 5』オンラインサービス利用規約」を
ご覧ください。

更新データが提供され、ゲームがアップデートされている場合は、最新の状態になっていないと
「オンライン」を始めることができません。また、追加アイテムをダウンロードする場合も
最新の状態にアップデートしておく必要があります。
ハードディスクドライブの空き容量が不足していて、更新データをダウンロードできない場合は、
いったん『みんなのGOLF 5』を終了し、PlayStation®3本体のXMBTMから不要なデータ
を削除してください。
アップデートの予定や内容については、タイトル画面の［みんGOL.net］で確認できます
（→P.04）。



「オンライン」をプレイするには、以下の機器や環境が必要です。
PlayStation®3本体の取扱説明書を参照の上、使用する機器の取扱説明書を必ず
読み、正しく使用してください。
ネットワークに接続する前に、必要なすべての機器を正しく接続して、機器の設定が
必要であれば、設定を終わらせておいてください。

「オンライン」をプレイするユーザーが使用できるPlayStation®Networkのアカウントが必
要です。

PlayStation®3本体のネットワーク機能に対応した、ADSL回線やCATVインターネット回線、
FTTH回線などのネットワーク回線が必要です。
回線を使用するためには、別途、インターネットサービスプロバイダーとの契約が必要です。

ADSLモデムやワイヤレスLANのアクセスポイントなどのネットワーク機器および周辺機器間を
接続するケーブルなどが必要です。

ネットワーク機器を設定するために、パソコンなどの機器が必要になることがあります。
具体的な設定方法や設定内容については、使用するネットワーク機器の取扱説明書を参照して
ください。

「オンライン」では、USB対応キーボードに対応しています（→P.49）。ただし、機器に
よっては正しく動作しない場合もあります。USB対応キーボードを使用する場合は、
使用する機器の取扱説明書を必ず読み、正しく使用してください。
USB対応キーボードを使用しない場合も、問題なくプレイできます。

「オンライン」をプレイするユーザーが使用できるPlayStation®Networkの
アカウントが必要です。使用できるアカウントをすでに作成済みの場合は、新しく作成
する必要はありません。
PlayStation®Networkについて詳しくは、PlayStation®3本体の取扱
説明書を参照してください。

「オンライン」をプレイするユーザーがログインしている状態で、PlayStation®3本体の
XMBTMから［PlayStation®Network］→［PlayStation®Networkにサインアップ］を選択し、
画面の説明にしたがってアカウントを作成してください。

「オンライン」では、各プレイヤーが使用しているPlayStation®Networkアカウントの「オン
ラインID」もしくは「プロフィール」中の「オンラインネーム」をプレイヤー名として使用し、
「オンラインID」および「プロフィール」中の「オンラインネーム」をほかのプレイヤーに公開
します（→P.05）。
「オンラインID」や「オンラインネーム」を確認・変更する場合は、PlayStation®3本体の
XMBTMから［PlayStation®Network］→［アカウント管理］→［アカウント情報］を
選択してください。なお、一度登録した「オンラインID」は、変更できません。



ネットワークに接続すると、オンラインメニューが
表示されます。
オンラインメニューでは、以下の項目を選択できます。

クラブハウス、フロア、ロビーの順に選択して、参加するロビーに移動します。
クラブハウスには、複数のフロアがあり、それぞれのフロアに複数のロビーがあります。フロアが
違うと参加できる「リアル大会」が違い、クラブハウスが違うと参加できる「対戦部屋」が違います。

ロビーキャラなどの登録内容を変更します。

「オンライン」に関する以下の設定を変更します。

ロビー内を移動したりチャットをしたりしながら、ロビーでの操作に慣れましょう。

ロビーの操作に慣れたら「リアル大会」に参加して、大会の雰囲気に慣れていきましょう。

ほかのプレイヤーが作った「対戦部屋」に参加して、いっしょにラウンドしましょう。

「プレイヤー検索」（→P.50）や「フレンド機能」（→P.51）を使うと、ほかのプレイヤーがいる
ロビーを検索したり、ほかのプレイヤーにメッセージを送ったりできます。

「オンライン」に慣れてきたら、自分で「対戦部屋」を作って、メンバーを募集してみま
しょう（→P.45）。
また、「オンライン」での知りあいが増えてきたら、「フレンド機能」が便利です（→P.51）。

ネットワークから切断して、メインメニューに戻ります（→P.06）。

「みんGOL」シリーズを初めて遊ぶ人は、まずは
「ひとりでGOLF」や「トレーニング」でラウンドの
操作を練習しましょう。思うように操作できるように
なったら、「オンライン」を始めてみましょう。
「オンライン」を初めて遊ぶときは、以下のような
進めかたがオススメです。



ロビーに入ると、以下のような画面が表示されます。

「チャット」とは、プレイヤー同士が文字で会話できる仕組みのことです。
文字を入力すると自分のロビーキャラからフキダシとして表示され、周囲にいるすべてのプ
レイヤーから見えるようになります。特定のプレイヤーとのみ会話したいときは、「フレンド機
能」のメッセージを使用してください（→P.51）。
文字の入力方法は、P.46～P.49を参照してください。

ロビー内では、すべてのプレイヤーがロビーキャラで表示されます。

フレンドがオンラインになったり、フレンドからメッセージが
届いたりすると、画面右上にアイコンが表示されます。
メッセージの内容は、「フレンド機能」を使って確認して
ください（→P.51）。



ロビー内の操作は、以下の通りです。

L3ボタンを押す（左スティックを押す）と、指先カー
ソルが表示されます。左スティックで指先カーソルを
動かし、ほかのプレイヤーにあわせてAボタンを押
すと、そのプレイヤーのプロフィールが表示されます。

参加する「リアル大会」を選びます。
「リアル大会」とは、最大50人のプレイヤーが
同時にひとりひとりラウンドして、順位を
競う大会です。

すでにある「対戦部屋」に、メンバーとして
参加します。
「対戦部屋」とは、ほかのプレイヤーといっ
しょにラウンドするモードです。

自分がリーダーとなって、新しい「対戦部
屋」を作ります。

ほかのプレイヤーを検索します。

ロビーを出て、別のロビーに進みます。

ロビー内でDボタンを押すか、受付カウンターでAボタンを押すと、オンラインコマンド
が表示されます。

「ロビーキャラアクション」とは、ワイヤレスコント
ローラの操作によって、ロビーキャラが起こす動作の
ことです。Sボタンのジャンプのほか、右スティックを
上下左右に倒す操作とQボタンを押しながら右
スティックを上下左右に倒す操作があり、全9種類の
動作を起こせます。ほかのプレイヤーとのチャット中に
感情を表現したり、あいさつがわりに使ったり、楽しく
活用してください。
なお、チャットログ表示中は、ロビーキャラアクションを
起こせません。

ロビーを出て、オンラインメニューに戻ります。



ロビー内でDボタンを押すか、受付カウン
ターでAボタンを押すと表示されるオンラ
インコマンドで［大会リスト］を選択すると、
大会番組表が表示されます。
番組表には、大会ごとに大会名や集合時間
などとともに、以下の状態が表示されます。

「リアル大会」は、ひとりでラウンドします。
決められた制限時間内にホールアウトでき
ないとタイムアップになり、自動的に
リタイアになるので注意してください。

ホールアウトすると、順位表が表示され
ます。
順位表には、ホールアウトしたプレイヤー
の成績がリアルタイムで反映されていき
ます。

大会番組表で参加したい大会にカーソルを
あわせてAボタンを押すと、参加予約し
たり飛び入り参加したりできます。

現在開催中の大会です。

ひとつの大会のみ予約できます。同時に
複数の大会を予約することはできません。
予約中に別の大会を予約すると、予約中
だった大会への予約はキャンセルされます。
予約した大会に参加するには、集合時間に
表示される参加確認で［はい］を選択して
ください。

「飛び入りOK」の大会では、飛び入りとして、
そのまま大会に参加できます。

参加予約を受け付けている大会です。

プレイヤーが予約している大会です。

開始間際で参加者に余裕があるので、予約
なしで参加できる大会です。

定員に達していて予約できないか、参加
条件を満たしていないので参加できない
大会です。

Rボタンを押すと、順位表の自分のところ
にコメントを書くことができます。
Fボタンで表示されるプレイヤーの種類、
Dボタンで表示される情報の内容を切り
替えることができます。

色物ルールとは、以下のような特殊なルールのことです。



ロビー内でDボタンを押すか、受付カウン
ターでAボタンを押すと表示されるオン
ラインコマンドで［対戦部屋リスト］を選択
し、参加したい「対戦部屋」を選択します。

ロビー内でDボタンを押すか、受付カウ
ンターでAボタンを押すと表示されるオ
ンラインコマンドで［対戦部屋を作成］を
選択すると、試合形式設定画面が表示さ
れ、自分がリーダーとなって新しい「対戦
部屋」を作ります。
許可制に設定した場合は、ほかのプレイ
ヤーが入室を希望してきたときに、入室を
許可するかどうかを決めてください。

参加メンバーが揃ったら、［決定］を選択
してラウンドを始めましょう。
試合形式設定画面でSボタンを押すと、
「対戦部屋」から退室し、残ったメンバー
から自動的にリーダーが選ばれます。

選択した「対戦部屋」が許可制の場合は、
リーダーに入室を許可されると、入室し
ます。
参加メンバーが揃って、リーダーがラウンド
開始を決定すると、ラウンドが始まります。

「対戦部屋」では、試合形式設定画面で設定された「ラウンドスピード」によって制限時間が
決まり、ラウンド中、制限時間内にショットできないと「タイムアップ」となります。「タイム
アップ」になると、自動的にリタイア（失格）になるので注意しましょう。

「対戦部屋」でのラウンド中にSTARTボタンを押すと、以下の項目を選択できます。試合
形式やリーダーかどうかによって、表示される項目が異なります。



ロビー内のチャットや順位表のコメントなどで文字を入力するには、以下の方法があり
ます。ここでは、チャットやコメントとして文章を送ることを総称して「発言」と呼びます。

Rボタンを押すと、PlayStation®3本体のXMBTMで使用するソフトウェア
キーボードが表示されます。
ワイヤレスコントローラを操作して、自由に文章を入力することができます。

Wボタンを押すと、簡易入力ウィンドウが表示されます。
カテゴリーからコメントを選択するだけで、簡単に発言できます。

PlayStation®3本体に接続したUSB対応キーボードを操作すると、入力ウィン
ドウが表示されます。
USB対応キーボードを操作して、自由に文章を入力することができます。

ワイヤレスコントローラでソフトウェアキーボードを
操作して、文字を入力します。ソフトウェアキー
ボードについて詳しくは、PlayStation®3本体の
取扱説明書を参照してください。

基本的な操作方法は、以下の通りです。

通常入力では、以下のように発言します。



簡易入力ウィンドウからカテゴリーとコメントを選択
して発言します。

簡易入力では、以下のように発言します。

基本的な操作方法は、以下の通りです。

USB対応キーボードを操作して、文字を入力します。
USB対応キーボードに関する設定は、PlayStation®3本体のXMBTMにある［設定］
→［周辺機器設定］で変更できます。



プレイヤー検索機能を使うと、「オンラインID」から
ほかのプレイヤーを検索できます。

プレイヤーを検索するには、以下のように操作します。 フレンド機能では、以下の機能を使用できます。

フレンド機能を使うと、気のあうプレイヤーを友達（フレンド）として登録したり、ほかの
プレイヤーとメッセージを交換したりできます。
フレンド機能は、PlayStation®3本体の機能です。詳しい内容については、
PlayStation®3本体のXMBTMから［ネットワーク］→［オンラインマニュアル］を参
照してください。
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