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コントローラの使い方
ワイヤレスコントローラ�(DUALSHOCK®3)

※�モーションセンサー機能に対応しています。モーションセンサー機能をご使用になるにはワイヤレスコント
ローラが必要です。

※�方向キー／左スティックの操作は、キャラクターが右向き時のものです。左向きの場合は、左右の入力が逆
になります。

※�本解説書で説明する操作は、A�TYPE の操作です。操作タイプやボタン割り当ては「OPTION」の「CONTROL�
SETTING」で変更できます。

※�対戦以外の操作は、画面右下に表示されるキーガイドをご覧ください。

R�ボタン
強キック H K
隙は大きいが強力なキックで攻撃する。

サイドステップ
すばやく横に回りこみ、相手のパ
ンチ・キックをかわす。

／
または

H P K ／ H P K

詳しい操作は P.10以降をご覧ください。

PSボタン

E�ボタン

タッグチェンジ  ( H P K )

タッグマッチで、パートナーと交代する。

D�ボタン
パンチ P  
手を使って攻撃する。

F�ボタン
ガード P.10

相手のパンチ・キックを防ぐ。
ホールド H  P.12

相手のパンチ・キックを受け流して攻撃する。
　　　　　　　　　　　　　　

A�ボタン
キック K  
足を使って攻撃する。

S�ボタン
投げ T  P.11

相手を投げて攻撃する。

H 上段ホールド
H 中段パンチホールド
H 中段キックホールド
H 下段ホールド

Q�ボタン

強パンチ P K
隙は大きいが強力なパンチ
で攻撃する。

操作の表記について
本ソフトおよび本解説書では、コ
ントローラの操作を、以下のよう
に記号を使って表記しています。

Fボタン： H

Dボタン： P

Aボタン： K

Sボタン： T

Q ボタン： P K

E ボタン： H P K

R ボタン： H K

：など
矢印の方向に�

方向キー／左スティックを�
短く入力する

：
矢印の方向に�

方向キー／左スティックを�
長く入力する

W ボタン：

右スティック
スキルインフォのページ
を送る。
デジタルインストをスク
ロールする。

STARTボタン

ポーズ
対戦を中断する。

W�ボタン

アピール
対戦相手にアピールする。

SELECTボタン
挑戦状を送る／
受ける。

方向キー
移動 
キャラクターを
動かす。

左スティック
移動 
キャラクターを動かす。

ワイヤレスコントローラのモーションセンサー機能を使うときのご注意

・�使用する前に、周囲に充分なスペースが確保できているかを確
認してください。
・�使用中はコントローラをしっかりと握り、手から投げ出されな
いようにしてください。
・�コントローラをUSB ケーブルに接続した状態で使うときは、
ケーブルが周囲の物や人にぶつからないようにしてください。
また、ケーブルが PlayStation®3�本体から抜けないように注意
してください。2 3



メインメニュー
 

タイトル画面でSTART�ボタンを押すとメインメニューが表示されます。
PLAYSTYLE�SELECT�で演出のタイプを設定します。

ゲームの始め方

STORY

さまざまなキャラクターを操作しながら物語を進めます。

初めから 最初から物語を始めます。

続きから セーブしたところから再開します。

タイムチャートを表示する プレイするエピソードを選びます。

FIGHTING

コンピュータかプレイヤーと対戦します。

VERSUS キャラクターとステージを選んで対戦します。

ARCADE コンピュータと対戦してポイントを競います。

TIME ATTACK コンピュータと対戦してクリア時間を競います。

SURVIVAL 体力がなくなるまでコンピュータと対戦します。

TEAM BATTLE 最大 7 キャラクターを選んでチームを編成し、対戦します。

TRAINING

技やコンボの練習や研究をして、強くなるためのモードです。

FREE TRAINING さまざまな設定で練習します。

COMMAND TRAINING 表示される技のコマンドを入力し、技の出し方を練習します。

TUTORIAL 上達のためのミッションを実戦形式で練習します。

COMBO CHALLENGE キャラクターの代表的な技やコンボを練習します。

ONLINE ネットワークに接続し、世界中の人たちと対戦します。

EXTRA リプレイやムービー、撮影した写真の鑑賞などをします。

OPTION

ゲームのさまざまな設定をします。

GAME SETTING カメラや画面など、ゲームの設定をします。

CONTROL SETTING 操作やサイドステップの設定をします。

SCREEN SETTING 画面の明るさなどを設定します。

SOUND SETTING BGM や効果音、ボイスの音量を設定します。

ONLINE SETTING ONLINE の「LOBBY MATCH」 P.20 などで表示され
るメインキャラクターや、Facebook の公開を設定します。

LANGUAGE 画面表示やボイスの言語を設定します。

INSTALL ゲームデータを PlayStation®3 本体内蔵 HDD にイン
ストールします（3000MB 以上の空き容量が必要です）。

BGM PLUS 対戦中の BGM を設定します。使用キャラクターか選択ス
テージのものを選べます

PlayStation®Store PlayStation®Store に接続します。

※  FIGHTING では、対戦前に、キャラクター 1 人で戦うシングルマッチか、キャラクター 2 人で戦うタッグマッ
チかを選びます（TEAM BATTLE はシングルのみ）。

■1 �ゲームを進めていくと、キャ
ラクターのチャプター（章）が
選べるようになります。チャプ
ターのキャラクターを操作して
ストーリーを進めます。タイム
チャートの縦は時間軸、横はど
のキャラクターのエピソードか
を表します。

■2 �対戦に勝利すると、物語を進
められます。

　�ムービー・対戦中にSTARTボ
タンを押すとメニューが表示
されます。途中で対戦をやめる
と、再開時は直前の対戦に勝
利した後から始まります。

セーブとロード
ゲームデータは、対戦後や、ゲームの設定を変えた後などにオートセーブされ
ます。ゲームを始めると、自動でロードされます。
※ セーブには、PlayStation®3 本体内蔵 HDDに 220KB 以上の空き容量が必要です。オートセーブ中は
PlayStation®3本体のHDDアクセスランプが点灯・点滅します。その間は電源を切らないでください。

STORYの遊び方

P.19

■3 �

ダウンロードコンテンツ
ダウンロードコンテンツを購 入するには、PlayStation®Store に接 続 す
る必要があります。詳しくは、プレイステーション ® オフィシャルサイトの
PlayStation®Network の項 http://www.jp.playstation.com/psn/ をお
読みください。
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基本無料版でSTORYを遊ぶには
 基本無料版で STORY を遊ぶには、ダウンロードコンテンツをご購入ください。
また、基本無料版では遊べるキャラクターの数が制限されています。他のキャ
ラクターで遊ぶには、ダウンロードコンテンツをご購入ください。
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画面の見方

相手をＫＯすると 1ラウンド勝利と
なり、1 つ点灯します。すべて点灯
したほうが勝ちです。

ラウンドカウント
対戦の残り時間です。0 になるとタ
イムアウトとなり、体力ゲージの多
いほうが1ラウンド勝利となります。

タイム

キャラクターの体力です。相手の攻撃を受けると減り、0 になるとＫＯされ
ます。50％未満になると赤枠が表示され、パワーブロー P.16 やパワーラン
チャー P.17 を出せるようになります。

体力ゲージ

相手の攻撃によるダメージは赤く表示されます。
ダメージの分だけ体力が減ります。

※STARTボタンで表示されるメニューから「画面表示物の設定」を選ぶと、デジタルインスト
　 P.8 などを表示できます。

 クリティカル スタン P.14

特定の打撃がヒットしてよろけた状態。ホールドのみできる。よろけ中に
投げられることはない。

 クリティカル スタン P.14

この状態でクリティカルバースト技がヒットすると、「クリティカルバース
ト」になる。

クリティカル ヒット P.14

特定の打撃がヒットした状態。相手はクリティカルスタンになる。
 テック ロール P.13

ダウン直前に受身を取った状態。
 クロース ヒット

至近距離で特定の打撃がヒットした状態。ダメージが増加する。
 カウンター打撃 P.15

相手の打撃の出始めに打撃がヒットした状態。
ハイカウンター打撃 P.15

相手の投げの出始めに、打撃がヒットした状態。
 カウンター ホールド /  ハイカウンター ホールド P.12

相手の打撃を引き付けてホールドした状態。
 コンボ ホールド P.12

表示中、特定のコマンドでコンボホールドができる。
 カウンター投げ P.15

投げ動作中の相手を投げた状態。　
 ハイカウンター投げ P.15

ホールドを出した相手を投げた状態。
コンボ投げ P.11

表示中、特定のコマンドで、コンボ投げ（または投げ抜け）ができる。
クリティカル バースト P.14

ガードもホールドもできない行動不能状態。
パワー ブロー P.16

パワーブロー技がヒットした状態。　　

状態表示 コンボ数やカウンターなど、キャラクターの状態を表示します。

6



3すくみについて 技の属性

デジタルインスト
画面下のデジタルインスト（技のリスト）では、入力した技に関連する技を自動
で表示します。また、入力した技は明るく表示されます。
対戦中に START ボタンで表示されるメニューで「画面表示物の設定」を選ぶと、
デジタルインストを表示するかどうかを設定できます。

対戦では、打撃（パンチ・キック）・投げ
P.11 ・ホールド P.12 が 3 すくみになって

います。
打撃は投げに、投げはホールドに、ホー
ルドは打撃に勝つという性質があります。

H Fボタン

P Dボタン

K Aボタン

T Sボタン

操作の表記について
本解説書や、ゲーム内のデジタルインスト・コマンドリストでは、以下のように
記号を使って操作を表記しています。
※表記はキャラクターが右向き時のものです。左向き時は操作が逆になります。
※操作は、A� TYPEのものです。コントローラのボタンの割り当てなどは「OPTION」の
「CONTROL�SETTING」の「コントローラ設定」で変更できます。

P K Q ボタン

H K R ボタン

H P K E ボタン

（ P など） ボタンを長
押しする

など

矢印の方向に方向キー
／左スティックを短く
入力する

矢印の方向に方向
キー／左スティックを
長く入力する

W ボタン

SP 特殊行動

OH オフェンシブホールド P.12

クリティカルバースト技 P.14

パワーブロー技 P.16

パワーランチャー技 P.17

（ P など）上段属性

�（ P など）中段属性

（ P など）下段属性

Bボタン
左スティックを押すと、表示中
のデジタルインストがロックさ
れます。

上段  
立ちガード・しゃがみ状態で防がれ
るものの、出の早い技がそろってい
ます。本解説書・デジタルインストで
は、 P のように表記しています。

中段  
しゃがみ状態に有効な技です。本解
説書・デジタルインストでは、 P の
ように表記しています。

下段

出は遅いものの、立ちガードでは防
げない技です。本解説書・デジタル
インストでは、 P のように表記して
います。

打撃

ホールド投げ

8 9



上・中段 P.9 の打撃を防げます。上段
投げ P.11 は防げません。

手を使った打撃です。
方向キー／左スティックと組み合わせ
てさまざまな技を出せます。
投げに勝ち、ガードで防がれます。

足を使った打撃です。
方向キー／左スティックと組み合わせ
てさまざまな技を出せます。
投げに勝ち、ガードで防がれます。

下段 P.9 の打撃を防げます。下段投げ
P.11 は防げません。

立ちガード  または H

打撃 Pパンチ 打撃 K キック

しゃがみガード  または H

キャラクターを走らせます。

横にすばやく動いて攻撃をかわします（か
わせない攻撃もあります）。サイドステッ
プ中に打撃・投げを受けるとカウンター

P.15 になります。
操作は OPTION で変更できます。

アクション詳細

サイドステップ ／   または H P K ／ H P K

走る

通常投げ T は投げられた瞬間に T で
投げを回避できます。

複数の投げがつながる投げです。
表示中、追 加 操作

を入力します。
このとき、投げられている側はタイミング
よく T を押すと、投げ抜けできることが
あります。

立ち状態・移動・立ちガード中の相手
を投げて攻撃します。打撃に負けます。
方向キー／左スティックと組み合わせ
ると、より威力の高い投げ技を出せま
す。

しゃがみ状態・しゃがみ移動・しゃが
みガード中の相手を投げて攻撃します。
打撃に負けます。

上段投げ  T 下段投げ T

投げ抜け T

コンボ投げ 追加操作

10 11



相手の攻撃を受け流して反撃します。
同じ属性の打撃に勝ち、投げに負け
ます。

表 示中、追 加 操 作
を入力すると、コンボホールドとなる
ホールドもあります。このとき、ホー
ルドされている側はタイミングよく
または を押すと、ホールド抜けで
きることがあります。

相手の打撃を引きつけてホールドを
出すと、カウンターまたはハイカウン
ターとなり、ダメージが大きくなりま
す。

オフェンシブホールド（ＯＨ）
投げのように自分からつかみかかれるホール
ド、オフェンシブホールド（ＯＨ）を持つキャ
ラクターがいます。
ＯＨ中に打撃を受けても、ハイカウンター打
撃にはなりません。相手のホールドまたはＯＨ
動作中にＯＨで投げると、カウンターホールド
扱いとなります。

上段ホールド
上段打撃に対して H

中段キックホールド
中段キックに対して H

中段パンチホールド
中段パンチに対して H

下段ホールド
下段打撃に対して H

※特殊なホールドを持つキャラクターもいます。

ダウンした相手に追い討ちをかけます。

受け身を取らずにダウンすると、 H ／
P ／ K で起き上がれます。起き上が
り中に中段キックを出せます。

起き上がり中に下段キックを出せます。

ダウンした相手に追い討ちをかけます。
操作はキャラクターによって異なりま
す。

大ダウン攻撃

中段起き上がりキック 下段起き上がりキック

小ダウン攻撃P K

K K

P ／ K  

受け身 ダウン寸前に H ／ P ／ K

受け身を取るとダウンしてもすぐに立ち上が
れます。
また、方向キー／左スティックを同時に入力
すると、入力した方向に立ち上がります。
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相手の攻撃動作中に攻撃を当てると
カウンターとなり、通常の 1.25 倍の
ダメージを与えられます。

特定の状況で攻撃を当てるとハイカ
ウンターとなり、通常の 1.5 倍のダ
メージを与えられます。

カウンターの種類
カウンター打撃 相手の打撃動作・サイドステップ中などに打撃を当

てた状態。クリティカルスタン P.14 になりやすい。
カウンター投げ 相手の投げ動作中に投げた状態。
カウンターホールド 打撃を引きつけてホールドした状態。

特定の打撃が当たると、クリティカル
スタン（よろけ状態）となりホールド
しかできなくなります。
※�方向キー連打で、よろけ時間を短縮できるこ
とがあります。

※�ホールドできない強力なクリティカルスタン
もあります。

クリティカルバーストになると一定時間行動不能状態になります。

クリティカル技で相手をクリティカルスタンに。

状態表示が赤くなったらクリティカルバースト技
を決めよう。

相手がクリティカルバーストになったら
パワーブロー P.16のチャンス！

ハイカウンターの種類
ハイカウンター打撃 相手の投げ動作中に打撃を当てた状態。
ハイカウンター投げ 相手のホールド中に投げた状態。
ハイカウンターホールド 打撃を限界まで引きつけてホールドした状態。

O

クリティカル カウンター

ハイカウンター

クリティカルバースト

X

X

1
2

3
4

さらに攻め、クリティカル状態を継続させな
がら体力ゲージの白い部分を減らしていく。
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落下時に崖っぷちにつかまった相
手を、打撃 P ／ K か投げ T で
追撃できます（攻撃側）。相手（防
御側）は、ガード H か投げ抜け
T かを選びます。
打撃は投げ抜けに、投げはガー
ドに勝ちます。攻撃側が勝つとダ
メージを与えられます。防御側が
勝つと、ダメージを最小限に抑え
て落下できます。

体力が 50％未満のときに発動で
きる「パワーブロー」を当てると
大ダメージを与えられます。
パワーブロー中に方向キー／左ス
ティックで、吹き飛ばす方向を決
められます。
特定のデンジャー（ステージの仕
掛け）と組み合わせるとスペシャ
ルパワーブローとなりさらにダ
メージが大きくなります。

パワーブロー / パワーランチャーは、1 ラウンド中にどちらか 1 回のみ出せます（相
手に当たらなかった場合は、何度でも技を出せます）。

崖っぷちデンジャー

パワーブロー

P ／ K ／ T （攻撃側）     H ／ T （防御側）

リプレイデータの保存について
VERSUS などで対戦した後に「リプレイを保存する」を選ぶと、リプレイデータが
保存されます。保存されたリプレイデータは「EXTRA」の「WATCH」の「REPLAY」
で鑑賞できます。リプレイ鑑賞中はFボタンで写真撮影モードを楽しめます。
なお、PlayStation®3 本体内蔵 HDD の空き容量によってはリプレイデータが最
後まで保存されない場合もあります。
また、対戦中「コントローラの設定」を変更すると、リプレイデータはその時点ま
でしか保存できません。ご注意ください。タッグパワーブロー

タッグマッチでは、2 人とも体力が 50％
未満のときに「パワーブロー」を当て、さ
らにパワーブロー中に ( H P K )
を押すと、タッグパワーブローを発動でき
ます。タッグパワーブローは通常のパワー
ブローよりも威力が大きくなります。

体力が 50％未満のときに発動で
きる「パワーランチャー」を当て
ると、ダメージを与えながら相手
を高く浮かせられ、連続してコン
ボを繋げるチャンスとなります。
パワーブロー / パワーランチャー
は、1 ラウンド中にどちらか 1 回
のみ出せます（相手に当たらなかっ
た場合は、何度でも技を出せま
す）。

パワーランチャー

Facebook、YouTube への投稿
戦績や称号、保存したリプレイ、撮影した写真は、Facebook や YouTube へ投
稿できます。「EXTRA」の「WATCH」でリプレイ、「ALBUM」で写真をそれぞれアッ
プロードします。

※操作はキャラクターごとに異なります。

※操作はキャラクターごとに異なります。
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タッグマッチでは、キャラクター 2 人対 2 人のタッグマッチを楽しめ
ます。プレイヤーは最大 4 人まで参加できます。

タッグチェンジ

キャラクターを交代させます。下がったキャラクターは体力ゲージの赤い部分
が少しずつ回復します。
相手のダウン中、 ( H P K )で、交代したキャラクターがダウン攻撃
を出しながら登場する「ダウンアタックチェンジ」を出せます。
また、 ( H P K )で、交代しながらクリティカルバースト技で攻撃する
「バーストチェンジ」を出せます。

タッグコンボ

キャラクターのコンボに合わせてタイミングよくタッグチェンジすると、通常
よりも素早く交代でき、さらにコンボをつなげられます。
敵がタッグの場合、コンボを途切れさせてしまうとタッグチェンジされること
もあるので、コンボをつなげて敵を逃がさないようにしましょう。

タッグ投げ
タッグ投げを出せます。
タッグ投げの種類はキャラクターの組み合わせにより異なります。専用のタッ
グ投げを持つペアもいます。

フォースアウトチェンジ
キャラクターを交代させながら、相手を吹き飛ばす技を出します。
当たると相手のキャラクターを交代させられます。吹き飛ばされたキャラク
ターは体力ゲージの赤い部分が消滅し、一定時間タッグチェンジなどで交代
できません。

ネットワークに接続して、他のプレイヤーと対戦します。

グレード・CP

グレードとは、プレイヤーの強さを表す段位です。グレードポイントを基準に判
定され、初めてオンラインプレイに参加したときはFとなります。
グレードポイントは「RANK�MATCH」� P.20 �の対戦に勝つと増え、負ける
と減ります。相手のグレードが自分よりも高いほど、得られるポイントが多く
なります。
CP（キャラクターポイント）は、キャラクター別の強さ・熟練度を表します。
キャラクターポイントもグレードポイントと同様に、「RANK�MATCH」の勝
敗で変動します。

プライズファイター
「RANK�MATCH」での連勝
が一定数を超えたプレイヤー
はブロンズファイターになりま
す。さらに連勝を続けるとシル
バーファイター、ゴールドファイ
ター…とランクアップしていき
ます。
プライズファイターを倒すと、
通常より多くグレードポイント

が増えます。また、プライズファイターになったプレイヤーは連勝を続けると、
増えるグレードポイントにボーナスがつきます。

オンラインタッグマッチの操作

 ( H P K )

 ( H P K )

 ( H P K )
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ロビー画面

プレイヤー同士でペアを組んでタッグマッチもできます。Dボタンを押して
表示されるメニューでペアを組めます。

WORLD RANKING

さまざまなランキングを閲覧します。
が表示されているプレイヤーのリプ

レイをダウンロードできます。
リプレイのアップロードは「EXTRA」の
「WATCH」の「REPLAY」からできま
す。

FIGHTER LIST

登録したファイターの一覧です。

挑戦状

「VERSUS」「ARCADE」「FREE�
TRAINING」で挑戦状を受ける設定
にすると、プレイ中に自動で相手を
検索します。
相手が見つかると画面にアイコンが
表示され、SELECTボタンを押すと
対戦できます。勝敗によってグレー
ドが変動します。

RANK MATCH  
グレードを指定して相手を探します。勝敗によってグレードが変動します。
対戦形式を「シングル」と「タッグ」から選べます。

LOBBY MATCH
最大16人で、さまざまなルールを決めて対戦します。

サーチ

相手がいるエリア（国・地域）・相手の強さ（グレード）・対戦ルール・対戦
形式（シングルかタッグか）・ラウンド数を決め、相手を探します。

クリエイト

ラウンド数・相手の強さ（グレード）・対戦ルール・対戦形式（シングルか
タッグか）・制限時間・最大体力・参加人数などを決め、ルームを作成して対
戦相手を待ちます。
対戦ルール

勝ち残り 対戦に勝った者が、次の試合も他のプレイヤーと対戦します。
負け残り 対戦に負けた者が、次の試合も他のプレイヤーと対戦します。
トーナメント トーナメント形式で対戦し、勝者を決めます。
組み手 1人のプレイヤーを相手に、残りメンバーがそれぞれ対戦します。

オンライン道場 プレイヤー同士でじっくり練習します。体力が回復します。SELECT ボタン
でさまざまな機能を利用できます。

対戦ルール

ルームの設定 チャットウインドウ

接続状況 グレード 参戦か観戦か

プレイヤー名と
�メインキャラ

相手が見つかるとアイコンが表示される
挑戦を受ける�　　　　　挑戦する
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