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ゲームの始め方ゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲーーームムムムムムムムムムムののののののののののの始始始始始始始始始始始始始始めめめめめめめめめめめめめ方方方方方方方方方方方方方方
GAME STARTGAGAGAGAGAGAGAGAGAMEMEMEMEMEMEMEMEME SSSSSSSSSTATATATATATATATATARTRTRTRTRTRTRTRTRT

タイトル画面でSTART ボタンもしくはA ボタンを押すと、メインメニュー画面へ進みます。
方向パッドで遊びたいモードを選び、A ボタンで決定してください。

本作はオートセーブ機能に対応しています。対戦終了時やOPTIONで設定を変更した際に自動
でシステムデータが保存されます。なお、OPTIONよりデータの手動セーブを行うこともできます。
また本作では前作「BLAZBLUE CONTINUUM SHIFT」からのデータ引き継ぎを行うことが
可能です。新規セーブデータ作成時に前作データがあれば、引き継ぎするか確認が出ますので
指示通り行ってください。※ただし引継ぎできるデータはストーリーモードのフラグデータのみとなります。

データセーブについてデデデデーデーデーデーデデデ タセタセタセタセタセタセタセタセタセタセ ブブブーブーブーブーブブブブにつにつにつにつにつにつにつにつにつ ていていていていていていていていていて

ゲームのルールゲゲゲゲゲーゲーゲーゲゲゲゲ ムムのムのムのムのムのムのムのムのムのムのルルルルルールールールルルル ルルルルルルルルルルル

ポーズメニューポポポポポーポーポーポポポポ ズメズメズメズメズメズメズメズメズメズメズメニニュニュニュニュニュニュニュニューーー

戦闘中にSTART ボタンを押すと、ポーズメニューが開きます。

※モードによって、表示される項目が異なります。
　なお、オンラインプレイ時は、ポーズメニューを表示してもゲームの進行は停止しません。

先に相手の体力を０にした方が勝者となり、1ラウンドを取
得します。２ラウンドを取得した方がその試合の勝者となり
ます（※取得ラウンド数はOPTIONで変更可能です。）

制限時間は99秒（1ラウンド）です。タイムオー
バーになると、その時点で体力の多い方が判
定勝ちとなります。（※時間制限はOPTIONで
変更可能です。）

両者が同時に体力が０になった場合や、タイムオーバー時
にお互いの体力が同じだった場合、引き分けとなり、追加
ラウンドが行われます。そこでも決着がつかなかった場合、
ファイナルラウンドが始まります。また、ファイナルラウンドで
も決着がつかなかった場合、両者負け扱いとなります。

試合形式 時間制限

ARCADEモードでは、ゲームオーバーとなって
もコンテニュー画面でSTART ボタンを押せ
ば、その試合を再開する事ができます。

コンティニュー

引き分け

コマンドリスト コマンドリストを表示します。

ボタンセッティング キーコンフィグ画面を開きます。

キャラクターセレクト キャラクターセレクト画面に戻ります。

メニュー非表示 メニューを非表示にします。

ストーリーセレクト ストーリーセレクト画面に戻ります。

メインメニューに戻る メインメニューに戻ります。

退室する ルームから退室します。（ルームオーナーの場合はルームが解散します）

対戦終了 対戦を途中終了します。

1514



操作方法操操操操操操操操操操操操操操操作作作作作作作作作作作作作作作方方方方方方方方方方方方方方方法法法法法法法法法法法法法法法
基本的な操作方法です。操作タイプ：スタイリッシュは 18p を、アクションの詳細については 
19p～25p を参照して下さい。また、一部の操作はOPTIONより変更が可能です。

※振動機能については46pご参照ください。

※ボタンと操作の対応は、オプションのキーコンフィグで変更可能です。

ゲーム画面の見方ゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲーーーームムムムムムムムムムムム画画画画画画画画画画画画画画画面面面面面面面面面面面面面面面のののののののののののの見見見見見見見見見見見見見見見方方方方方方方方方方方方方方方
1 7 3

134

6 8 9

10

11

12

52

Y ボタン

X ボタン

B ボタン

A ボタン

_ LB 

L j
左スティック/
左スティック 
ボタン

C h
右スティック/
右スティック 
ボタン

] 左トリガー x 右トリガー

l
方向パッド

< 
BACK ボタン

> 
START ボタン

` RB

à Xbox ガイド ボタン

Xbox 360 コントローラー

方向パッド /j左スティック キャラクターの移動

B ボタン 強攻撃（ ボタン）

A ボタン ドライブ攻撃（ ボタン）

Y ボタン 中攻撃（ ボタン）

X ボタン 弱攻撃（ ボタン）

z 挑発（ ボタン）

_  ボタン

] 左トリガー  ボタン

START ボタン ポーズメニューの表示、カラー表示
BACK ボタン 開始位置に戻る（チャレンジ・トレーニングモード）
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キャラクターセレクト画面キキキキキキキキキキキキキキャャャャャャャャャャャラララララララララララララククククククククククククククタタタタタタタタタタタタタターーーーセセセセセセセセセセセセセレレレレレレレレレレレレククククククククククククククトトトトトトトトトトトトトト画画画画画画画画画画画画画画画面面面面面面面面面面面面面面面

アクションアアアアアアアアアアアアアククククククククククククククシシシシシシシシシシシシショョョョョョョョョンンンンンンンンンンンン＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆戦闘システム戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦闘闘闘闘闘闘闘闘闘闘闘闘闘闘闘シシシシシシシシシシシシシスススススススススススステテテテテテテテテテテテテムムムムムムムムムムムム

アーケードモードやネットワーク
モード等で使用キャラクターを
選択する際に表示される画面を
キャラクターセレクト画面と呼び
ます。

使用したいキャラクターに方向パッドでカーソルを合わせて A ボタンを押して決定します。
キャラクターのカラーを選択したい場合はSTART ボタンを押してください。
中央の球の部分にカーソルを合わせるとキャラクターをランダムで選択できます。

ボタンを押すことで、操作タイプ：スタイリッシュ⇔テクニカルタイプの切り替え、
ボタンを押すことで、Unlimitedバージョン⇔通常バージョンの切り替えを行えます。

※一部のモードでは、両プレイヤーのキャラクター設定後にステージとBGMを選択できます。

ボタンセッティング操作タイプ：テクニカル 切替

※ ボタンはオプションのBUTTON SETTINGS（→48p）で設定できます。

操作タイプ：スタイリッシュ操作操作操作操作操作操作操作操作操作操作操作タイタイタイタイタイタイタイタイタイタイタイプププ：プ：プ：プ：プ：プ：プ：ププ タスタスタスタスタスタスタスタスタスタスタイリイリイリイリイリイリイリイリイリイリイリ シシッシッシッシッシッシッシッシッシッシュュュュュュュュ

スタイリッシュ操作方法と対応表
ボタン テクニカルタイプ スタイリッシュタイプ

X ボタン （弱攻撃） （Normalボタン）

Y ボタン （中攻撃） （HeavY ボタン）

B ボタン （強攻撃） （Specialボタン）

A ボタン （ドライブ） （Throwボタン）

X ボタン長押し ー ディストーションドライブ１

Y ボタン長押し ー ディストーションドライブ２

X+Y ボタン長押し ー アストラルヒート

操作タイプ：スタイリッシュでは、通常の操作モード（操作タイプ：テクニカル）とはボタン
配置が異なります。（上表）

操作タイプ：スタイリッシュタイプは、簡単な操作で必殺技や連続技を出せる、格闘ゲームに
不慣れな人に向けた操作タイプです。キャラクターセレクト画面で ボタン、もしくはカーソルを
アイコンに合わせて A ボタンで選択できます。

図の「BUTTON SETTINGS」にカーソルを合わせ、A ボタンを押すと、ボタン配置の設定を
行えます。BUTTON SETTINGSの詳細については、OPTION（→48p）をご覧ください。

ボタンセッティングボタボタボタボタボタボタボタボタボタボタンセンセンセンセンセンセンセンセン テテッテッテッテッテッテッテッテッティンィンィンィンィンィンィンィンィンググググググググググ

※コマンドはキャラクターが右向き時のものです。矢印はそれぞれ方向パッドを押す方向を表しています。
※4、8、2、6は、２つの方向パッドを同時に押してください。

方向パッドの1もしくは5を押すと、キャラク
ターが前後に移動します。

方向パッドの3を押すと、キャラクターがしゃが
みます。

歩き歩き歩き歩き歩き歩き歩き歩き歩き歩き歩き歩 しゃがみししゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃゃがみがみがみがみがみがみがみがみがみがみがみ

方向パッドの7を押すと、キャラクターがジャンプを行います。方向パッドの3と7を素早く押す
事で通常よりも高くジャンプすることができます。また、テイガー以外は空中でもう一度ジャンプを
行う事ができます。

ジャンプ・ハイジャンプジジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャ プンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプ ハハハ・ハ・ハ・ハハハハイジイジイジイジイジイジイジイジイジイジイジャンャンャンャンャンャンャンャンャンャンプププププププププププ

方向パッドの5を押した後に5を素早く押すと前方へダッシュを行います。
（※テイガーは使用できません。）
また、方向パッドの1を押した後に1を素早く押すことで後方へバックステップを行います。

さらに、空中で方向パッドの5を押した
後に5、もしくは1を押した後に1を
素早く押す事で空中ダッシュをすること
ができます。
（※テイガーは使用できません。）

ダッシュ・バックステップダダダッダッダッダッダッダッダッダッダッシシュシュシュシュシュシュシュシュシ ババババ・バ・バ・ババババ ククックックックックックックックックック テステステステステステステステステステステ ププップップップップップップップップップ

キャラクターセレクト画面操作方法
方向パッド/j左スティック カーソルの移動 START ボタン カラー表示

A ボタン /B ボタン
X ボタン /Y ボタン 決定  ボタン 操作タイプ 

スタイリッシュ⇔テクニカル 切替

BACK ボタン キャンセル  ボタン Unlimited 切替
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テクニカルタイプ： 、 、
スタイリッシュタイプ：  、 　 

、 、 ボタンを押す事によって
攻撃を行います。 ボタンは弱攻
撃、 ボタンは中攻撃、 ボタンは
強攻撃となります。
また、方向パッドとボタンの組み合わ
せによって様々な攻撃を出せます。

ボタンを押す事によって、各キャラクター固有のドライブ技を行います。
ドライブ技の詳細に関して、キャラクター紹介のページ（４p～）を参照してください。

テクニカルタイプ： 　　
スタイリッシュタイプ：状況により異なる

テクニカルタイプ：攻撃ボタンを順番に押す
スタイリッシュタイプ： 、 ボタンを連打

キャラクターによっては → → など、順番に押すことによって連続攻撃ができます。
連続攻撃のコンビネーションは、キャラクターによって様々なものが用意されています。

ドライブ攻撃ドラドラドラドラドラドラドラドラドラドラライブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイ 攻撃攻撃攻撃攻撃攻撃攻撃攻撃攻撃攻撃攻撃攻撃

リボルバーアクションリボリボリボリボリボリボリボリボリボリボ バルバルバルバルバルバルバルバルバルバ アアアアーアーアーアアアアクシクシクシクシクシクシクシクシクシクシ ンョンョンョンョンョンョンョンョン

通常技通常通常通常通常通常通常通常通常通常通常技技技技技技技技技技

必殺技必殺必殺必殺必殺必殺必殺必殺必殺必殺必殺必殺技技技技技技技技技技技
テクニカルタイプ：特定のコマンドを入力
スタイリッシュタイプ：方向パッド+

特定のコマンドを入力することによって、必殺技を行います。
必殺技の詳細に関しては、キャラクター紹介のページ（４p～）を参照してください。

ヒートゲージヒヒヒヒーヒーヒーヒヒヒ トゲトゲトゲトゲトゲトゲトゲトゲトゲトゲゲ ジジジジージージージジジジ
下記のラピッドキャンセル、ディストーションドライブ、アストラルヒートやカウンターアサルト
（→24p）を使用するのに必要なゲージです。攻撃をヒット、ガードさせるか、相手の攻撃をガード
する、または受けると増加していきます。

「ディストーションドライブ」はキャラクター固有の強力な必殺技です。
技のコマンドはキャラクターによって異なります。ヒートゲージを50％消費します。

ラピッドキャンセルラピラピラピラピラピラピラピラピラピラピラ ドドッドッドッドッドッドッドッドッドッドキキキャキャキャキャキャキャキャキャキャンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセン ルルルルルルルルルルル

アストラルヒートアアスアスアスアスアスアスアスアスアストラトラトラトラトラトラトラトラトラトララルヒルヒルヒルヒルヒルヒルヒルヒルヒル トトトトートートートトトト

【発動可能条件】
◎自分がマッチポイント（次のラウンド取得で勝利）の状態であること
◎対戦相手の体力が35％以下であること
◎ヒートゲージが100％であること
◎バーストアイコンを1つ以上使用可能であること（スタイリッシュタイプは含まれません）

下記の条件が揃うと自キャラのキャラクター顔
アイコンが明滅し、発動可能となります。

ディストーションドライブデディディディディディディディディディ トストストストストストストストストスト シシシーシーシーシシシシ ンョンョンョンョンョンョンョンンドラドラドラドラドラドラドラドラドラドライブイブイブイブイブイブイブイブイブイブ

テクニカルタイプ：
（攻撃をヒットまたはガードさせた瞬間に）

+ + ボタン同時
スタイリッシュタイプ：不可

「ラピッドキャンセル」は、発生中の攻撃アクションを強制的に中断し、素早く次のアクションを
行える状態にするシステムです。ヒートゲージを50％消費します。

テクニカルタイプ：特定のコマンドを入力
スタイリッシュタイプ： または を長押し

テクニカルタイプ：特定のコマンドを入力
スタイリッシュタイプ： + を長押し 

「アストラルヒート」は、眠れる潜在能力を発現させる
ことで繰り出す、最強の必殺技です。
ヒットさせた場合、必ず相手を葬ります。以下の発動可能条件を全て満たした時のみ、使用可能
です。キャラクターによりコマンドが異なります。

自分と相手の攻撃部分がぶつかり合うと相殺状態
となり、ダメージは発生しません。相殺発生後は相
殺した攻撃以外の攻撃行動を出せます。

相殺相殺相殺相殺相殺相殺相殺相殺相殺相殺相殺相殺
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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
ヒットとなります。相手がのけぞる時間が長くなり、
普段なら入らないような連続技が狙えます。
さらに、同条件で各キャラクターの特定の技を当て
ると「フェイタルカウンター」となり、連続技中はす
べての攻撃ののけぞる時間が長くなります。

カウンターヒットカウカウカウカウカウカウカウカウカウンタンタンタンタンタンタンタンタンタ ヒヒヒーヒーヒーヒヒヒ トットットットットットットットット

投げ・投げ抜け投げ投げ投げ投げ投げ投げ投げ投げ投げ投げ投げ 投投投投・投・投・投投投投投げ抜げ抜げ抜げ抜げ抜げ抜げ抜げ抜げ抜げ抜げ抜けけけけけけけけけけけ

投げられた側は、投げられた瞬間に ＋
ボタンをタイミングよく押すと「投げ抜け」を
行うことができます。

相手の近くで ＋ ボタンを同時に押す
と、相手を「投げる」ことができます。投げ技
はガードで防ぐことはできません。

テクニカルタイプ：相手の近くで ＋  ／ スタイリッシュタイプ：相手の近くで 　

ただし、カウンターヒット状態で投げられた
場合や、一部の必殺技で出す投げ技は、投
げ抜けをできません。

また、投げられる前に投げ抜けの入力を早く
していると、投げ抜けを失敗してしまいます。

　　　または　　、
空中で　　  または　　 または

相手の攻撃は、方向パッドの1による立ちガードや、2によるしゃがみガードで防げます。空中
では方向パッドの1、2、8で空中ガードができます。必殺技をガードした場合、体力が少し減少
します。攻撃の中には、立ちガードで防げないものやしゃがみガード、空中ガードが不可能な
攻撃もあります。相手の動作をよく見て、適切なガードを使い分けましょう。

ガードガガガガガーガーガーガガガガ ドドドドドドドドドド

バリアガードババリバリバリバリバリバリバリバリバリアガアガアガアガアガアガアガアガアガアガ ドドドドードードードドドド

通常よりも強固なガードを行います。空中ガード不可能の攻撃を防いだり、必殺技による削りダメー
ジを防ぎます。また、入力を続けることでバリアガードを継続できますが、バリアゲージが徐々に減少
していきます。バリアゲージが0になると「DANGER」状態となり、ゲージが回復するまで防御力が
減少し、バリアガードが使えなくなります。ダッシュ中などに使えば急停止をさせることもできます。

ギリギリガード成功時はキャラクターが白く
光り、ガード硬直が短くなる、ガード後の距離
が離れにくくなるため反撃しやすい、必殺技
による削りダメージを防ぐ、ヒートゲージが増
加する、といったメリットがあります。

ギリギリバリアはバリアガードの効果に加
え、ガード硬直が短くなる、ヒートゲージが増
加する、といったメリットがあります。

ギリギリガード・ギリギリバリアギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリガガガガガーガーガーガガガガ ドドドドド・ド・ド・ドドドド ギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリリアアアアアアアアアアア

ガードプライマー・ガードクラッシュガガガガーガーガーガーガガガガ ドプドプドプドプドプドプドプドプドプドプドプライライライライライライライライライライライマママーマーマーマーママママ ガガガガ・ガ・ガ・ガガガガガ ドドドードードードードドドドドクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラ シシッシッシッシッシッシッシッシッシッシュュュュュュュュ

テクニカルタイプ：    　+　  + 　 同時押し
スタイリッシュタイプ： 　　 または      空中で 　　 または      またはまま      まま

相手の攻撃を直前でガード／相手の攻撃を直前でバリアガード

ガードの耐久力を表しています。ガードプライマーの数はキャラクターによって異なります各キャラ
クターの特定の技をガードするとガードプライマーの数が減少し、0になるとガードクラッシュが
発生します。ガードクラッシュ時は一定時間無防備な状態となってしまいます。
また、減少したガードプライマーは時間経過によって回復します。なお、ガードプライマーの数が残
り１つの場合はバリアガードでガードプライマーの減少を防げます。ただし、バリアゲージの減少
量も多いので残量には注意しましょう。
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バーストアイコンは、以下の2つのアクションの使用可否の状態を表しています。
◎ブレイクバースト　◎アストラルヒート
上記２つのアクションの発動にはバーストアイコン
を１つ消費します。バーストアイコンはラウンド１開
始時に1回分がストックされている状態で始まり、
ラウンドを落としたプレイヤーは次のラウンド開
始時に一度だけストックが補充されます。
つまり、勝利ラウンド数の設定に関わらず、1試合
中に最大2回が使用可能な上限回数となります。

テクニカルタイプ：ガード中に　　 ＋ ＋
スタイリッシュタイプ：不可

＋＋＋＋＋＋＋

ヒートゲージを50％消費して、ガード中に反撃行
動を行います。攻撃を行なったり、移動を行うなど
各キャラクター固有の行動をとります。

エネルギーを放出して相手を吹き飛ばす行動で、
１試合に最大２回まで発動できます。通常時に
出すと金色のエネルギーを出し、ヒット時は追撃
が可能です。
ガード、被ダメージ時中のブレイクバーストは青色のエネルギーを出し、相手を吹き飛ばす緊急
回避行動となりますが、ガードプライマーの数が半分に減少します。

カウンターアサルトカウカウカウカウカウカウカウカウカウンタンタンタンタンタンタンタンタンタ アアアーアーアーアアアサルサルサルサルサルサルサルサルサルトトトトトトトトト

ブレイクバーストブレブレブレブレブレブレブレブレブレブレイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクバババババーバーバーバババ ストストストストストストストストストスト
テクニカルタイプ： ＋ ＋ ＋
スタイリッシュタイプ：不可

ダウン中に方向パッド＋ or or ボタンを押すことにより、起き上がり行動を行います。
or or ボタン＋方向パッドの5で前方、1で後方、3でその場起き上がり。

方向パッドを押さずに or or ボタンを押すと緊急受身を取ります。
ダウン中は相手の攻撃を受けてしまうので、受身を取って相手の攻撃を回避しましょう。

テクニカルタイプ：ダウン中に方向パッド ＋ or or 
スタイリッシュタイプ：ダウン中に方向パッド ＋ or or or 

各種起き上がり各種各種各種各種各種各種各種各種各種各種各種起き起き起き起き起き起き起き起き起き起き起き上が上が上が上が上が上が上が上が上が上が上がりりりりりりりりりりり

その場起き上がり 緊急受身

後方起き上がり前方起き上がり

受身受身受身受身受身受身受身受身受身受身受身

テクニカルタイプ：空中でやられ中に方向パッド ＋ or or 
スタイリッシュタイプ：空中でやられ中に方向パッド ＋ or or or 

空中でやられ中に  or  or  ボタンを押すことにより、素早く体勢を立て直す「受身」を行
います。方向パッドとの組み合わせにより、前方、後方、その場の三方向に復帰できます。また、地面
に接地するときに  or  or  ボタンを押すと緊急受身を取れます。その他、地上で特定の
攻撃を受けて大きくよろけた場合、タイミングよくボタンを押すとよろけ状態から復帰できます。

挑発挑発挑発挑発挑発挑発挑発挑発挑発挑発挑発挑発
テクニカルタイプ：  ／ スタイリッシュタイプ：

ボタンを押すと挑発を行います。挑発は特に効果
はなく無防備な状態になります。CPUを相手にする
モードの場合、ヒートゲージが100になります。
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TUTORIAL MODETTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLL MMMMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOOODDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE
TUTORIAL MODEは、2D対戦格闘ゲームやBLAZBLUEシリーズに初めて触れる方に
向けた教習モードです。植田佳奈さんが演じるレイチェル＝アルカードがボイスで解説して
くれます。まずはこのモードで基本的な知識を身につけ、操作に慣れましょう。

項　目 内　容
初　級 ゲームルールの解説と基本操作
中　級 BLAZBLUE 独自のシステム解説と実戦
上　級 応用的なシステム解説と実戦
戦術指南 キャラクターごとの基本戦術の紹介と実戦

VERSUS MODEVVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSSUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSS MMMMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOODDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE
オフラインでCOMやプレイヤーと対戦を楽しむ
モードです。好きなステージやBGMを選択して対
戦することができます。

アーケード版「BLAZBLUE  CONTINUUM SHIFT II」のストーリーを楽しみながらCOMキャラ
クターと対戦を行うモードです。規定数のCOMを倒すとモードクリアとなります。

SSSSSSSSSCCCCCCCCCOOOOOOOOORRRRRRRRREEEEEEEEE AAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAACCCCCCCCCKKKKKKKKK MMMMMMMMMOOOOOOOOODDDDDDDDDEEEEEEEEE &&&&&&&&&
UNLIMITEDMARS MODEUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMIIIIIIIIIITTTTTTTTTTEEEEEEEEEEDDDDDDDDDDMMMMMMMMMMAAAAAAAAAARRRRRRRRRRSSSSSSSSSS MMMMMMMMMMOOOOOOOOOODDDDDDDDDDEEEEEEEEEE

強力なCOMキャラクターたちを倒し、高得点を競うゲームモードです。COMキャラクターを10体
倒すとモードクリアとなります。敗北した場合でもコンティニューはできません。
※このモードはOPTIONによるゲーム難易度設定の影響を受けません。UNLIMITEDMARS MODEは
敵キャラすべてUNLIMITEDキャラクターになります。

スコアアタックモード、アンリミテッドマーズモードで獲得した得点をランキングに登録することができます。
より高得点を目指して、何度もチャレンジしましょう。

TRAINING MODETTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGG MMMMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOODDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE
キャラクターの基本操作や連続技などを練習できるモードです。使用するキャラクターと練習台と
なる相手キャラクターを選択してください。TRAININGメニューでは、戦闘の様々な状況をシミュ
レートする設定を行えます。

ARCADE MODEAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE MMMMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOODDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE

キャラクターの動作記録と再生キキキャキャキャキャキャキャキャキャラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクタタタタタータータータタタ 動の動の動の動の動の動の動の動の動動作記作記作記作記作記作記作記作記作記作記録録と録と録と録と録と録と録と録と録と再生再生再生再生再生再生再生再生再生再
トレーニングモードでは相手キャラクターの動作を一時的に記録し、再生することができます。ま
たTRAININGメニューより記録スロット（全部で４つ）を変更することも可能です。

ボタンを押すことで操作可能なキャラクターを入れ替え（スタンバイ状態）、その状態で
もう一度 ボタンを押すと動作の記録を開始します。
一時保存した動作は ボタンを押すことで「再生」することができます。「再生」は1スロットを
再生する「通常再生」の他に、４つのスロットをランダムに再生する「ランダム再生」があります。

※ ボタン、 ボタンの割り当ては、ボタンセッティングより設定を変更できます。再生スロットの設定、
再生タイプ、ランダム再生使用ON,OFF、スロットクリアはTRAININGメニューより変更できます。
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CHALLENGE MODECCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEE MMMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOODDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEE
チャレンジモードは、より実戦的なキャラクターの操作と連続技に挑戦するモードです。各キャラ
クターにはそれぞれ15ミッションが用意されています。難易度の高いミッションですが、完全制覇
を目指して頑張りましょう。

ABYSS MODEAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBYYYYYYYYYYYYSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS MMMMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOOODDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE

選択したキャラクターを強化しながら階層都市カグツチの最深部を目指して戦い続けるサバイバ
ル形式のモードです。敵に勝利すると少しだけ体力が回復します。このモードでは１ラウンド負け
た時点でゲームオーバーとなります。ステージは４つあり、4ステージ目は無限大（最大99,999）
DEPTHまであります。

戦闘に勝利することで取得できる得点です。ＡＢＹＳＳモードを
クリアするか、チェックポイントでゲームを終了させることで
Ｐ＄に変換することができます。敵に敗北しゲームオーバーに
なると、それまでに獲得したＲＥＷＡＲＤは失われます。

現在の階層を示す値です。敵に攻撃をあてることで増加する
他、アイテムを取得することで増加させることもできます。各レ
ベル最終階層のLEVEL1（100）,LEVEL2（500）,LEVEL3
（999）のボスを倒すとモードクリアとなります。

ＤＥＰＴＨの値が一定値に達すると、ボスキャラ
クターが乱入してきます。ボスキャラクターに勝
利するとアイテムを取得できます。
（後述のアイテムセレクトを参照→29p）

ＲＥＷＡＲＤ

ＤＥＰＴＨ ボスの登場ルール

ABYSS MODEの目的ABABABABABABABABYSYSYSYSYSYSYSYSSSSSSSSSS S MOMOMOMOMOMOMOMOODEDEDEDEDEDEDEDEの目の目の目の目の目の目の目の目の目的的的的的的的的的

ゲーム画面の見方ゲゲゲゲゲーゲーゲーゲゲゲゲ 画ム画ム画ム画ム画ム画ム画ム画ム画ム画ム画面面の面の面の面の面の面の面の面の面の面の見見方見方見方見方見方見方見方見方見方見方

チャレンジモードの操作方法

START ボタン ポーズメニュー・・・
ポーズメニューを開きます。

BACK ボタン ポジションリセット・・・
キャラクターを初期位置に戻します。

ボタン サンプルプレイ・・・
模範演技を再生します。

ボタン
コマンド切替・・・
内容の技名表示⇔コマンド表示を切り
替えます。

モード開始時、アイテムショップで選択したキャラクターを強化するアイテムを購入することがで
きます。アイテムの購入にはＰ＄を消費します。アイテムの効果はＡＢＹＳＳモード内でのみ有効、
かつ効果はプレイ毎にリセットされますのでご注意ください。アイテムショップに並ぶ品揃えは
ＡＢＹＳＳモード中にアイテムを取得すると追加されます。

ボスとの戦闘に勝利すると、いくつかの候補の中か
ら、取得するアイテムを選択できます。方向パッド
で取得したいアイテムを選択して、A ボタンで
決定します。一度取得したアイテムは、次回以降の
プレイ時、アイテムショップで購入することができる
ようになります。

◎ＤＥＰＴＨ ： 現在到達しているＤＥＰＴＨです。
◎ＤＲＯＰ ： 前回のプレイで失ったリワードの位置と量

ＤＥＰＴＨ１００毎にチェックポイントが設けられています。
チェックポイントではこのままゲームを続行するか、探索を終了することを選択できます。探索を終了することを
選択すると、その時点までに取得していたＲＥＷＡＲＤを持ち帰り、Ｐ＄に変換することができます。

ゲームオーバーで失ったＲＥＷＡＲＤは、その時点での最寄のチェックポイントに保管されます。
次回のプレイでそのチェックポイントまで到達することでＲＥＷＡＲＤを回収することができます。

キャラクターの４つのパラメータを強化するアイテムです。
（下表参照）

チェックポイント

ＲＥＷＡＲＤの回収

パラメータ強化アイテム

キャラクターに特殊な能力を付与することができるアイテムです。最大で３つまで取得できます。
３つ以上取得すると、入れ替えるアイテムを選択します。

特殊能力アイテム

アイテムショップ画面アイアイアイアイアイアイアイアイアイイテムテムテムテムテムテムテムテムテムテムシシショショショショショショショシ ププップップップップップップップップ画面画面画面画面画面画面画面画面画面画面

アイテムの種類アイアイアイアイアイアイアイアイアイアイテムテムテムテムテムテムテムテムテムテムの種の種の種の種の種の種の種の種の種の種類類類類類類類類類類

ATTACK 攻撃力が増加します。
DEFENCE 防御力が増加します。
ＳＰＥＥＤ   移動速度が増加するほか、条件によって空中ダッシュやジャンプの回数が増加します。
ＨＥＡＴ  ヒートゲージが増加しやすくなるほか、ラウンド開始時のヒートゲージ量が増加します。

勝利時のアイテムセレクト勝利勝利勝利勝利勝利勝利勝利勝利勝利勝利時の時の時の時の時の時の時の時の時の時のアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイテムテムテムテムテムテムテムテムテムテムセレセレセレセレセレセレセレセレセレセレクトクトクトクトクトクトクトクトクトクト

ABYSSモード進行画面ABABABABABABABABABYSYSYSYSYSYSYSYSYSSSモSモSモSモSモSモSモSモSモSモ ドドドドードードードドドドド進行進行進行進行進行進行進行進行進行進行画面画面画面画面画面画面画面画面画面画面
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STORY MODESSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRYYYYYYYYYYYY MMMMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOODDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE

各ゲームのとある条件をクリアすると獲得できる貨幣。
ギャラリーモードでアートワークなどを購入するのに
使用します。お金の単位はP$といいます。

各モードのとある条件をクリアすると獲得できる経験
値。その経験値をある程度溜めると自動的にレベルが
上がります。レベルが上がるとギャラリーモードで購入
できる品物が増えます。最大レベルは100です。

お金（P$） レベル（RP）

獲得済み 購入不可アイテムLock状態 購入可能アイテムUnlock状態未獲得

物語を読み進め、本作の世界観やストーリーを楽しむモードです。選択肢やバトルの結果によっ
て物語の展開が様々に変化するストーリー本編に加え、世界観について説明を行うTIPSシナリオ
「教えて！ ライチ先生」をお楽しみ頂けます。
※ストーリーモードの対戦相手となるCOMの強さは、OPTIONより変更できます。

STORY MODEトップ画面では本篇とTIPSを方向パッドで選択し、A ボタンで決定してく
ださい。STORY SELECT画面では、_ ・z を押すと本篇とデータロード画面に切り替え
ることができます。方向パッドで選択し、A ボタンで決定してください。

ストーリーモードでは、チェックポイントを通過する際に進行状況をセーブすることができます。
ゲームデータをロードする場合はストーリーセレクト画面に戻ってください。

STORY SELECT 画面STSTSTSTSTSTSTSTSTS ORORORORORORORORORO YYYYYYYYY SESESESESESESESESES LELELELELELELELELECTCTCTCTCTCTCTCTCTC 画画画画画画画画画画面面面面面面面面面面

ストーリーモードの操作方法

方向パッド 選択肢・バックログの移動 z 
次の選択肢までスキップ（既読
のみ）

A ボタン 文字送り/決定
x 右トリガー

ボタンを押している間のみ既読
をスキップB ボタン 文字送り/キャンセル

X ボタン オートリードの開始 _ バックログの開始・終了

Y ボタン メニュー非表示 START ボタン ポーズメニューを開く

セーブ／ロードについてセセセセーセーセーセセセセ ブ／ブ／ブ／ブ／ブ／ブ／ブ／ブ／ブ／ブ／ロロロローローローロロロロ ドドにドにドにドにドにドにドにドにドにドに いついついついついついついついついいてててててててててて

GALLERY MODEGGGGGGGGGGGGAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRYYYYYYYYYYYY MMMMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOODDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE
ギャラリーモードでは、ゲーム内のムービー・イベントCG・イベントシーン・スペシャルアートワークの
（ゲーム内通貨P$での）購入や鑑賞、ボイス・SE・BGM等を鑑賞できます。
_ ・z でグラフィックス、サウンドの切替ができます。

グラフィックス サウンド

_ _ `̀

閲覧操作方法閲閲覧閲覧閲覧閲覧閲覧閲覧閲覧閲覧閲覧閲覧操作操作操作操作操作操作操作操作操作操作操作方法方法方法方法方法方法方法方法方法方法

ギャラリーモード閲覧操作方法
方向パッド カーソルの移動

A ボタン 決定/購入/表示/
（閲覧中に）差分の表示 B ボタン キャンセル/

ギャラリーメニューに戻る
（CG閲覧中に）
_ ／ z 

前/次のイラストを表示 X ボタン／
Y ボタン

CGのズームイン/
ズームアウト

BACK ボタン メニューを消す START ボタン ムービー・シーン再生を停止

おおおおおおおおおおお金金金金金金金金金金金（P$（P（P（P（P（P（P（P（P（P（ $$$$$$$$$$）））））））））））・・・・レレレレレレレレレレレベベベベベベベベベベルルルルルルルルルルル（RP（R（R（R（R（R（R（R（R（R（ PPPPPPPPP）））））））））））についてににつにつにつにつにつにつにつにつに いていていていていていていていていていて
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REPLAY THEATERRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEPPPPPPPPPPPPLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAYYYYYYYYYYYY TTTTTTTTTTTTHHHHHHHHHHHHEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR Xbox LIVEXXXXXXXXXXXbbbbbbbbbbbboooooooooxxxxxxxx LLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIVVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEE®®®®®®® について にににににににににににににつつつつつつつつついいいいいいいいいいいてててててててててててて

管理画面の操作方法管理管理管理管理管理管理管理管理管理画面画面画面画面画面画面画面画面画面の操の操の操の操の操の操の操の操の操作方作方作方作方作方作方作方作方作方法法法法法法法法法

再生時の操作方法再生再生再生再生再生再生再生再生再生再生時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の操作操作操作操作操作操作操作操作操作操作方法方法方法方法方法方法方法方法方法方法

A ボタン 再生を一時停止します。一時停止中に押すと、通常再生となります。

z 倍速再生の ON ／ OFF を切り替えます。

_ 1フレームずつ進むコマ送り再生を行います。

x 右トリガー 次のラウンドまでスキップします。

Y ボタン 操作説明ガイドウィンドウの表示／非表示を切り替えます。

X ボタン 各種ゲージ類の表示／非表示を切り替えます。

START ボタン ポーズメニューを開きます。

［ご注意］ リプレイデータの保存にはシステムセーブデータとは別に、1試合あたり 500KB以上 の空き容
量が必要です。リプレイデータはNETWORKモード（RANKED MATCH および PLAYER MATCH［チーム
対戦は除く］）の対戦のみ保存できます。

方向パッド /j左スティック カーソルの移動

A ボタン 選択しているリプレイデータを再生します。

B ボタン メインメニューに戻ります。

X ボタン 選択しているリプレイデータを削除します。
※削除したリプレイデータは永久に失われます。ご注意ください。

Y ボタン ボタンを押している間、選択しているリプレイデータの勝敗
を表示します。

START ボタン リプレイシアターデータの整理画面を開きます。

Xbox LIVEXbXbXbXbXbXbXbXboxoxoxoxox LLLLLLLLIVIVIVIVIVIVIVIVEEEEEEEE

Xbox LIVE を利用するためにXbXbXbXbXbXbXbXbXbooxoxoxoxoxox LLLLLLLLLIVIVIVIVIVIVIVIVIVEEEEEEEEE を利を利を利を利を利を利を利を利を利を利利用す用す用す用す用す用す用す用す用す用す用するたるたるたるたるたるたるたるたるたるためめにめにめにめにめにめにめにめにめに

保護者による設定保護保護保護保護保護保護保護保護保護保護保護者者に者に者に者に者に者に者に者に者に者 よるよるよるよるよるよるよるよるよるよるよる設定設定設定設定設定設定設定設定設定設定設定

リプレイシアターは対戦の内容を記録したデータ（リプレイデータ）の管理や再生を行うモード
です。ご自身のオンライン対戦の内容をリプレイデータとして保存できます。
また、Leaderboard（→43p）から他のプレイヤーのリプレイデータをダウンロードすることもできます。

Xbox LIVE® を利用すると、さまざまなゲームやコンテンツを楽しむことができます。

詳細については、http://www.xbox.com/jp/live/ を参照してください。

保護者の方は、CERO 年齢区分などに基づき、児童や青少年がプレイできるゲームを制限し
たり、Xbox LIVE の各機能・サービスのご利用を簡単に制限したりすることができます。

また、プレイ時間を限定することもできます。詳しくは Xbox 360 本体の取扱説明書および 
http://www.xbox.com/jp/familysettings/ をご覧ください。

Xbox LIVE を利用するには、Xbox 360 本体をブロードバンド環境に接続し、Xbox LIVE サー
ビスに加入することが必要です。

Xbox LIVE サービスや Xbox 360 本体とブロードバンド回線の接続に関する詳細は　　　 
http://www.xbox.com/jp/ をご覧ください。
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NETWORK MODENNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTTWWWWWWWWWWWWOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRKKKKKKKKKKKK MMMMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOODDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE

※ 本作のNETWORK MODEにてオンライン対戦をお楽しみ頂くためには、 
　 Xbox LIVE ゴールド メンバーシップへのご加入が必要です。

/
/
/

Xbox LIVE  に接続して世界中のプレイヤーとネットワーク対戦を行うモードです。
ランキング登録や閲覧、他のプレイヤーの試合を観戦することができます。

1セッションに2名まで参加できます。規定のレギュレーションにて対戦を行います。対戦結果はランキングに
登録されます。常に最新のゲームバージョンが適用されます。

NETWORK MODE は、以下の通り区分されています。

1セッションに最大6名まで参加できます（対戦者2名＋観戦者4名）ゲームバージョンを含め、レギュレーションを
カスタマイズして対戦することができます。対戦結果はランキングに登録されません。
友人をセッションに招待することもできます。また、チーム対戦を楽しむ事ができます。

全体のランキングの閲覧、D-Code（→44p）の参照、リプレイのダウンロードが行えます。

ランク マッチ

プレイヤー マッチ

ランキング

RANKED MATCHRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNKKKKKKKKKKKKEEEEEEEEEEEEDDDDDDDDDDDD MMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHH

クイック マッチはワンタッチで最適な対戦相手を自動検索しマッチングします。
マッチング後は対戦前準備画面（右上図）になります。

カスタム マッチは指定した条件の中から最適な対戦相手を検索し、結果はリスト表示され
ます。マッチング後は対戦前準備画面（右上図）になります。リスト画面では方向パッドの73
で対戦相手を選択し、A ボタンで対戦を申し込んでください。

マッチング ⇨マッマッマッマッマッマッマッチンチンチンチンチンチンチンチンググググググググ ⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨

条件指定 ⇨ 条件条件条件条件条件条件条件条件指定指定指定指定指定指定指定指定 ⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ 
　　　マッチング 　　　マッチング ⇨⇨

ランク マッチは規定のレギュレーション（→36p）で対戦を行い、実力を競い合います。
対戦の結果がランキングに登録されます。また、条件を満たしている場合、対戦のリプレイ
データをアップロードできます。なお、ランク マッチのキャラクター選択画面では対戦相手の
キャラクターは見えません。

クイック マッチクイクイクイクイクイクイクイクイクイ クックックックックックックックック マママママママママ チッチッチッチッチッチッチッチッチ

カスタム マッチカスカスカスカスカスカスカスカスカスカスタムタムタムタムタムタムタムタムタムタム ママママママママママ チッチッチッチッチッチッチッチッチッチ

対戦前準備画面ではマッチングした対戦相手のD-Code（→44p）を確認できます。
この画面では対戦をキャンセルすることはできません。

検索の条件として設定できるのは以下の項目となります。

エリア設定 相手プレイヤーのエリアを
指定できます。 通信速度設定 相手プレイヤーとの通信速

度を指定できます。

Top PSR 設定 相手プレイヤーの Top 
PSR を指定できます。 試合完遂率 相手プレイヤーの試合完遂

率を指定できます。
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PLAYER MATCHPPPPPPPPPPPPLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAYYYYYYYYYYYYEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR MMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHカスタム マッチ（アーケード待ち受け）カスカスカスカスカスカスカスカスカスカスタムタムタムタムタムタムタムタムタムタム ママママママママママ チッチッチッチッチッチッチッチッチッチ（ア（ア（ア（ア（ア（ア（ア（ア（ア（ア ケケケーケーケーケケケケケ ドドドドードードードドドドド待ち待ち待ち待ち待ち待ち待ち待ち待ち待ち受け受け受け受け受け受け受け受け受け受け））））））））））

カスタム マッチ（トレーニング待ち受け）カスカスカスカスカスカスカスカスカスタムタムタムタムタムタムタムタムタム マママママママママ チッチッチッチッチッチッチッチッチ（ト（ト（ト（ト（ト（ト（ト（ト（トレレレレーレーレーレレレ ニンニンニンニンニンニンニンニンング待グ待グ待グ待グ待グ待グ待グ待グ待グ待ち受ち受ち受ち受ち受ち受ち受ち受ち受け）け）け）け）け）け）け）け）け）

乱入待ち受けON 乱入待ち受けOFF

【待ち受け中アイコン】

プレイヤー マッチはレギュレーションを自由に設定
して気軽に対戦を楽しめます。ルームには、対戦者
2名・観戦者4名の最大6名が入室できます。
対戦の結果はランキングに登録されません。また、
対戦のリプレイデータのアップロードはできません。

勝利ラウンド数 ラウンド数設定を指定できます。

ラウンドタイム ラウンドタイム設定を指定できます。

Unlimited キャラクター Unlimited キャラクターの使用制限を指定できます。

ボイスチャット ボイスチャットの推奨／非推奨 を指定できます。

ルームレベル 想定されるレベルを指定できます。

通信速度設定 設定されている通信速度の制限を指定します。

ROOM NAME ルームの名前です。 ROUNDS ラウンド数の設定です。

PLAYER ルームの最大人数と
現在人数です。 TIME ラウンド制限時間です。

SPECTATOR 観戦者の最大人数と
現在人数です。 OTHER その他の情報をアイコン表示し

ています。

P.SLOT 招待枠の最大人数と
現在人数です。 DELAY あなたとルームオーナーの回線

相性です。

クイック マッチは最適な対戦ルームを自動検索し、カスタム マッチは指定した条件の中から最適
なルームを検索し、結果はリスト表示されます。（下左図）
カスタム マッチでは、以下の通り希望のルーム条件を指定することができます。

カスタム マッチでは、以下の通り希望のルーム条件を指定することができます。

クイック マックイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイ ククックックックックックックックックックママママママママママッッッッッッッッッチとチとチとチとチとチとチとチとチとチとチとチとカスタム マッチカカスカスカスカスカスカスカスカスカスカスタムタムタムタムタムタムタムタムタムタムタムママママママママママ チチッチッチッチッチッチッチッチッチッチ

リスト画面では方向パッドの73でルームを選択
し、A ボタンで入室します。観戦者として入室する
場合はY ボタンを押してください。

OTHER 項目に表示されるアイコンについては、
34pをご確認ください。

対戦前準備画面対戦乱入決定画面対戦乱入待ち受け中

対戦前準備画面対戦乱入決定画面対戦乱入待ち受け中

カスタム マッチ（アーケード待ち受け）では、ARCADE MODEをプレイしながら、ランク マッチの
対戦乱入を待ち受けることができます。
待ち受け中は画面中央の下部に専用アイコン（ページ下図）が表示されます。対戦乱入を受けた
場合、「HERE COMES A NEW CHALLENGER」と画面が表示され、対戦前準備画面へと
移行し、以降は通常のランク マッチと同様の流れで進みます。バトル終了後は乱入時のステージ
からARCADE MODEが再開します。

カスタム マッチ（トレーニング待ち受け）では、TRAINING MODEをプレイしながら、ランク 
マッチの対戦乱入を待ち受けることができます。待ち受けの流れは、上記のアーケード待ち受け
と同様となります。
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ルーム内待機中にA ボタンを押すことで、TRAINING MODEをプレイしながら、ルームメン
バーが揃うのを待つことができます。他プレイヤーの入室があった場合、画面右部にメッセージが
表示されますので、START ボタンでポーズメニューを開き、ルームへ戻ってください。
※プレイヤー マッチでトレーニング待ち受けができるのは、ルームオーナーかつルームメンバーが
　オーナー1人のときで1vs1対戦時のみです。

自らがオーナーとなって、対戦ルームを作成します。お好みのルームを設定して（下表）、「ルーム
作成」でA ボタンまたはSTART ボタンを押してください。

カスタム マッチ（トレーニング待ち受け）カスカスカスカスカスカスカスカスカスカスタムタムタムタムタムタムタムタムタムタム ママママママママママ チッチッチッチッチッチッチッチッチッチ（ト（ト（ト（ト（ト（ト（ト（ト（ト（トレレレレーレーレーレレレレ ニンニンニンニンニンニンニンニンニンンググ待グ待グ待グ待グ待グ待グ待グ待グ待グ待ち受ち受ち受ち受ち受ち受ち受ち受ち受ち受け）け）け）け）け）け）け）け）け）け）

クリエイトルームクリクリクリクリクリクリクリクリクリクリエイエイエイエイエイエイエイエイエイイトルトルトルトルトルトルトルトルトルトル ムムムームームームムムムム

ルーム名 ルーム名を設定します。デフォルトはゲーマータグとなります。
最大ルームメンバー数 セッションの参加可能最大人数を設定します（観戦者を含みます）。

観戦者数 セッションに参加可能な観戦者の最大人数を設定します。
フレンド招待枠 セッションの招待枠の人数を設定します。
ローテーションタイプ 対戦順番のローテーション方式を設定します。
勝利ラウンド数 勝利条件となるラウンド数を設定します。 
ラウンドタイム 1ラウンドあたりの制限時間を設定します。
Unlimited キャラクター Unlimited キャラクター使用の 許可／禁止 を設定します。
ボイスチャット ボイスチャットの 推奨／非推奨 を設定します。
プレイヤーレベル セッションの推奨プレイヤーレベルを設定します。
通信速度設定 ルーム参加者に求める「通信速度」の制限を設定します。

プレイヤー マッチを作成もしくは入室するとセッションルーム内画面（下左図）となります。
なお、オーナー以外が対戦中のルームに入室すると対戦中の画面（下右図）となり、現在の
バトル状態まで早送りでバトルの内容が再生されます。

セッションルームセセッセッセッセッセッセッセッッシショショショショショショショシ ンルンルンルンルンルンルンルンルンル ムムムームームームムムム

対戦ルームの見方
GAMERTAG プレイヤーのゲーマータグです。 VC ボイスチャットの接続状態です。
LEVEL プレイヤーのレベルです。

DELAY あなたとの通信速度状態です。
RESULT ルーム内の対戦結果です。

アイコンの見方
次の対戦で 1Pとなるプレイヤーです。

次の対戦で 2Pとなるプレイヤーです。

観戦者アイコンです。プレイヤー順は回ってきません。

対戦準備完了のアイコンです。1Pまたは 2P のみ表示されます。

無印 次の対戦は観戦となるプレイヤーです。
チーム対戦用の Aチームアイコンです。
Aチームに所属する場合、こちらを選んでください。
チーム対戦用の Bチームアイコンです。
Bチームに所属する場合、こちらを選んでください。

インスタントメッセージ機能は、ルームメンバーに対して定型文を送信する機能です。
バトルの感想やメンバーへの指示などを簡単に行うことができます。ボイスチャットの代用として
ご利用ください。

インスタントメッセージ機能イインインインインインインインインイン タスタスタスタスタスタスタスタスタスタタ トントントントントントントントントントメメメッメッメッメッメッメッメッメッッセセセセーセーセーセセセ ジ機ジ機ジ機ジ機ジ機ジ機ジ機ジ機ジ機ジ機機能能能能能能能能能能能
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Match Result 画面MMMMMMMMMMMMaaaaaaaaatttttttttttccccccccchhhhhhhhhhhh RRRRRRRRRRRReeeeeeeeesssssssssuuuuuuuuullllllllllllttttttttttt 画画画画画画画画画画画画画画画面面面面面面面面面面面面面面面
NETWORK MODEでは、対戦終了後に「マッチリザルト画面」が表示されます。

ランクランランランランランランランランランランランククククククククククク  マッチママッマッマッマッマッマッマッマッマッチチチチチチチチチチチの場合場の場の場の場の場の場の場の場の場の場の場合合合合合合合合合合合

ランク マッチのマッチリザルト画面では下記の条件を満たしている場合、その試合のリプレイ
データをアップロードすることができます。
リプレイデータをアップロードしたい場合はA ボタンを押してください。
リプレイデータのアップロードはネットワーク回線の状態によって時間がかかる場合があります。

※アップロードしたリプレイデータは、上記の要件を満たさなくなった場合や、月間ランキングのリセット時に
予告なく削除されることがあります。ご了承ください。
　なお、アップロードできるリプレイデータの数は1つのゲーマータグにつき１つです。

【リプレイデータのアップロード要件】
◎条件① 正常に終了したランク マッチの試合である。
◎条件② 【月間】勝利数ランキング で規定の順位内にランキングしている。
◎条件③ 対戦したプレイヤーがリプレイデータのアップロードを許可している。

チーム対戦チチチチーチーチーチチチ ム対ム対ム対ム対ム対ム対ム対ム対ム対ム対戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦

［ご注意］ 対戦形式を選ぶ際にラウンド数も設定できます。ローテーションタイプは無視されます。

チーム対戦にはチーム対戦（通常）と
チーム対戦（勝抜）の2種類あります。

［ご注意］ ラウンド数は１ラウンド固定でルーム設定の値、ローテーションタイプは無視されます。

※チーム対戦方式はルームオーナーのみ変更できます。カーソルを一番上に移動させ方向パッドの15で
変更できます。変更すると右上のアイコンが変化します。

ホストが切断されたら、ネットワークメニューに戻ります。プレイヤーが切断されたら、以下のようになります。
◎対戦前に切断したら「敗北」になります　◎対戦中は「DRAW」になります。
対戦後の切断は結果に変更ありません。

切断について

エキストララウンドでダブルダウンだったら「DRAW」
になります。またチーム対戦通常の場合のみ対戦中
の切断で「DRAW」になります。

引き分けについて
チーム対戦勝抜では、ラウンド数は１ラウンド固定で
ルーム設定の値は無視されます。

ラウンド数について

チーム対戦の注意点チチチチーチーチーチーチチチチ ム対ム対ム対ム対ム対ム対ム対ム対ム対ム対ム対戦戦の戦の戦の戦の戦の戦の戦の戦の戦の戦の注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意点点点点点点点点点点点

チーム対戦（通常） チーム対戦（勝抜）
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LeaderboardLLLLLLLLLLLLeeeeeeeeeaaaaaaaaaddddddddddddeeeeeeeeerrrrrrrrrbbbbbbbbbbbboooooooooaaaaaaaaarrrrrrrrrddddddddddddチーム対戦の遊び方チチチチーチーチーチチチチ ム対ム対ム対ム対ム対ム対ム対ム対ム対ム対戦戦の戦の戦の戦の戦の戦の戦の戦の戦の戦の遊び遊び遊び遊び遊び遊び遊び遊び遊び遊び遊び方方方方方方方方方方

1 5

2

3
7

4

8

6

リーダーボードでは、NETWORK MODEの勝利数やRebel Point、PSR、SCORE ATTACK 
MODEのハイスコアランキング等、様々なランキングやD-Code（→44p）を閲覧できます。
また、アップロードされているリプレイデータのダウンロードを行うこともできます。

ランキング操作方法

方向パッド37 順位の移動 _／z 分類の変更

方向パッド15 ボードの変更 ]左トリガー 100 位単位で前へ順位
ジャンプ

A ボタン
詳細情報表示
（D-Code) x右トリガー 100 位単位で後へ順位

ジャンプ

B ボタン 戻る BACK ボタン 1 位へジャンプ

Y ボタン フレンドフィルター切替
START ボタン 自分の順位へジャンプ

X ボタン ゲーマーカード表示

※一部のランキングは、一定期間ランク マッチをプレイしなかった場合に登録が抹消されることがあります。

リプレイデータのダウンロードプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプレイレイレイレイレイレイレイレイレイレイデデデデデーデーデーデデデデ タのタのタのタのタのタのタのタのタのタのダダウダウダウダウダウダウダウダウダウダウンロンロンロンロンロンロンロンロンロン ドドドドードードードドドドド

チーム対戦を行うには、まずネットワークモード
のプレイヤーマッチでルームを作成するか、既
に作成済みルームに入ってください。

プレイヤーは使用キャラクターを選択してくだ
さい。Aチームの１番のプレイヤーは対戦ス
テージを選択できます。

ルームオーナーが対戦方式を選択します。
方向パッドで一番上のセルにカーソルを合わ
せ、15で対戦形式を選んでください。
対戦形式を選択するとプレイヤーの選択した
チームはキャンセルされます。

対戦順番を選択してください。
この時チーム内メッセージ機能を使用すること
もできます。

プレイヤーは所属チームを選びます。A ボタン
を押して、方向パッドでチーム選択、A ボタン
で決定します。チーム対戦通常の場合は人数
が揃っていないとスタートしません。

対戦表が表示され、対戦開始します。

人数が揃ったらルームオーナーは対戦開始
（START ボタン）を押します。

チームの勝敗が決定すると結果が表示され
ます。※場合によっては最後のプレイヤー対
戦前にチーム対戦の勝敗が決定する場合
があります。その場合は対戦できませんので
ご了承ください。

カメラマークのアイコン（右上図）が表示され
ているプレイヤーからはリプレイデータをダウン
ロードすることができます。
ダウンロードしたリプレイデータはREPLAY 
THEATERにて鑑賞することができます。
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DDDDDDDDDDDDD----Code についてCCCCCCCCCCCCoooooooooddddddddddddeeeeeeeee ににににににににににににににつつつつつつつつつついいいいいいいいいいいいててててててててててててて
D-Code（ドライブコード）は、本作プレイヤーのパーソナルデータが記録されたIDカードで、
オンラインのサーバー上に保管されています。NETWORKモード初回プレイ時に自動で作成さ
れ、以降、オンラインプレイを重ねる度に内容が更新されていきます。オンライン対戦を繰り返し、
自分だけのD-Codeを作り上げてください。

3ページ目 ： Total Used Ranking 5ページ目 ： Character Data

ゲーマータグ プレイヤーのゲーマータグです。

Top Used 最も使用回数の多いキャラクターです。

Level 現在のレベルです。

階級 現在の階級です。

RP 現在の RP（リベルポイント）です。

Next 次のレベルまでに必要な RP です。

Ranked Match

Top PSR 最も高い PSR のキャラクターです。

Played ランク マッチのプレイ回数です。

Imcomplete Games 未完了対戦回数です。
正常に終了しなかったランク マッチの回数です。

Player Match

Played プレイヤー マッチのプレイ回数です。

2ページ目 総合のキャラクター使用回数が表示されます。
3ページ目 ランク マッチにおけるキャラクター別使用回数トップ8と勝率が表示されます。
4ページ目 PSR のランキングトップ 8が表示されます。
5ページ目以降 キャラクター別の詳細データが表示されます。

レベルとRP（リベルポイント）についてレベレベレベレベレベレベレベレベレベ とルとルとルとルとルとルとルとルとルとRPRPRPRPRPRPRPRPRP（（リ（リ（リ（リ（リ（リ（リ（リ（リ（ ベルベルベルベルベルベルベルベルベルポイポイポイポイポイポイポイポイポイポイ トントントントントントントントントント））に）に）に）に）に）に）に）に）に） ついついついついついついついついついててててててててて
対戦を行うと、対戦結果に応じてRP（リベルポイント≒経験値）を獲得することができます。
一定のRP経験値がたまるとプレイヤーのレベルが上がります。

RPをより多く獲得するには？RPRPRPRPRPRPRPRPRPをよをよをよをよをよをよをよをよをよをより多り多り多り多り多り多り多り多り多り多多く獲く獲く獲く獲く獲く獲く獲く獲く獲く獲く獲得す得す得す得す得す得す得す得す得す得す得するるにるにるにるにるにるにるにるにるにはは？は？は？は？は？は？は？は？は？
RPは対戦で華麗に勝利を収めることで、より多くのポイントを獲得できます。
獲得ポイントの増減は、以下によって変化します。

PSRとは？PSPSPSPSPSPSPSPSPS とRとRとRとRとRとRとRとRとRとはは？は？は？は？は？は？は？は？は？
PSR（Player Skill Rating）は、アークシステムワークスが独自に開発したプレイヤーの本来
の実力を素早く正確に判定するレーティングシステムです。本作ではキャラクター毎に測定を
行っています。

Xbox LIVE Market PlaceXbXbXbXbXbXbXbbooxoxoxoxo LLLLLLLIVIVIVIVIVIVIVEEEEEEE MMMaMaMaMaMaa kkrkrkrkrkrk ttetetetetete PPPPPPPlllalalalalaacececececece

Xbox LIVE Market Placeは、BLAZBLUEの最
新の情報をお届けするとともに、本作のダウンロー
ドコンテンツの紹介や購入のお手伝いをさせて頂
くモードです。是非、毎日チェックしてください。
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OPTIONOOOOOOOOOOOOOPPPPPPPPPPPPTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNN

SYSTEM OPTIONでは、主にシステムに関連
した項目を設定できます。

SYSTEM OPTIONSYSYSYSYSYSYSYSYSYSTSTSTSTSTSTSTSTSTEMEMEMEMEMEMEMEMEM OOOOOOOOOPTPTPTPTPTPTPTPTPTIOIOIOIOIOIOIOIOIONNNNNNNNN

OPTION では、ゲーム内の設定に関する様々な設定が行えます。

項 目 選択肢 説 明

振動機能 ON ／ OFF Xbox 360 コントローラーの振動機能のON/OFF 
を設定します。

オートセーブ ON ／ OFF システムセーブデータの自動保存機能のON/OFF 
を設定します。

セーブ ー システムセーブデータを手動で行うことができます。
セーブデータ
初期化 ー セーブデータを初期化します。

セーブデータ
のアップロード ー セーブデータをアップロードします。

セーブデータ
のダウンロード ー セーブデータをダウンロードします。

初期値に戻す ー このページの設定を初期値に戻します。

※データをHDDにインストールするとデータのロード時間が短縮され、快適なプレイをお楽しみ頂けます。

GAME OPTIONでは、ゲーム内容に関連した項目
を設定できます。

GAME OPTIONGAGAGAGAGAGAGAGAGAMEMEMEMEMEMEMEMEME OOOOOOOOOPTPTPTPTPTPTPTPTPTIOIOIOIOIOIOIOIOIONNNNNNNNN

項 目 選択肢 説 明

ゲーム難易度
BEGINNER／EASY／
NORMAL／HARD／
VERY HARD／HELL

ARCADE、STORY、VERSUS モード
におけるCOM の難易度設定です。

勝利ラウンド数
（ARCADE） 1／2／3／4／5 ARCADEモードでの勝利条件ラウンド数

を設定します。
勝利ラウンド数
（VERSUS） 1／2／3／4／5 VERSUSモードでの勝利条件ラウンド数

を設定します。

項 目 選択肢 説 明
時間制限
（ARCADE） 30秒／45秒／60秒

／75秒／99秒／
無制限

ARCADEモードでの1ラウンドの制限時間を
設定します。時間制限

（VERSUS）

システムボイス 沢城みゆき A ／ ???
システムボイスを変更できます。ギャラリー
モードでシステムボイスをアンロックすると他
のシステムボイスが選択できます。

アストラルヒー
ト演出BGM ON ／ OFF アストラルヒートのヒット時に BGM 演出を

行うかを設定できます。
初期値に戻す ー このページの設定を初期値に戻します。

画面の表示に関する設定を変更できます。

項 目 選択肢 説 明

スケーリング方式 タイプA／タイプB／タイプC ディスプレイのスケーリング方式を設定
できます。

上部コクピット位置 スライドバー バトル画面時の上部ゲージの表示位置を
調整できます。

下部コクピット位置 スライドバー バトル画面時の下部ゲージの表示位置を
調整できます。

初期値に戻す ー このページの設定を初期値に戻します。

Sound & LanguageSSSoSoSoSoSoSoSo nununununununddddddddd &&&&&&&&& LLLaLaLaLaLaLaLangngngngngngnggg auauauauauauagegegegegegegegg

DISPLAY OPTIONDIDIDIDIDIDIDIDIDISPSPSPSPSPSPSPSPSPLALALALALALALALALAYYYYYYYYY OPOPOPOPOPOPOPOPOPTITITITITITITITITIONONONONONONONONON

サウンドおよび言語関連の設定を変更できます。

BGM音量 BGM の再生音量を設定します。
ボイス音量 ボイスの再生音量を設定します。
SE 音量 サウンドエフェクトの再生音量を設定します。
ボイス言語 ボイス言語を設定します。日本語・英語から選択できます。
初期値に戻す このページの設定を初期値に戻します。

※本作はHD画質（720p）以上の解像度を表示できるテレビ（モニター）でのプレイを推奨しています。

※ボイス言語を英語に設定した場合、戦闘中のボイスのみが
反映されます。アーケードモードやストーリーモードのシナリオ
ボイスは変更されません。
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各アクションボタンや機能ボタンを自由にお好きな
ボタンに割り当てることができます。
方向パッドの73で項目を選択し、割り当てたい
ボタンを押してください。割り当てをしない場合は、
BACK ボタンで解除することができます。

NETWORK MODE以外のスコアやキャラクター使用率、ダイヤグラムを表示します。

LEADERBOARDLELELELELELELELEADADADADADADADADERERERERERERERERBOBOBOBOBOBOBOBOARARARARARARARARDDDDDDDD

NETWORK OPTIONNENENENENENENENENETWTWTWTWTWTWTWTWTWORORORORORORORORORKKKKKKKKK OPOPOPOPOPOPOPOPOPTITITITITITITITITIONONONONONONONONON

NETWORK MODE で有効となる以下の機能設定を行います。

項 目 選択肢 説 明

ネットワークサイド
1Player 側／
2Player 側／
どちらでも良い

NETWORK MODE対戦時の1P／2Pのポジ
ション希望設定です。希望が重複した場合はラン
ダム決定になります。

リプレイアップロード 許可／不許可 ランク マッチ対戦後に、対戦のリプレイのアップ
ロードを許可するかどうかを設定できます。

BUTTON SETTINGSBUBUBUBUBUBUBUBUTTTTTTTTTTTTTTTTONONONONONONONON SSSSSSSSETETETETETETETETTITITITITITITITINGNGNGNGNGNGNGNGSSSSSSSS
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