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警告 このゲームで遊ぶ前に、Xbox 360® 本体およびアクセサリーの取扱説
明書をお読みになり、安全と健康についての重要なお知らせをご確認くだ
さい。すべての取扱説明書は、後で参照できるように保管してください。Xbox
360 およびアクセサリーの取扱説明書の更新については、
http://www.xbox.com/jp/support/ をご覧ください。
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ゲームで遊ぶ際の健康についての重要な警告
光の刺激による発作について
ごくまれに、ゲーム中の強い光、光の点滅、パターンなどにより、発作を起こす
ことがあります。発作やてんかんなどの病歴がない方も、ゲームを見ている間に、
原因不明の光過敏てんかん発作を起こすことがあります。
この発作には、めまい、視覚の変調、目や顔の痙攣 ( けいれん )、手足の筋肉の
痙攣やふるえ、前後不覚や意識の一時的な喪失などのさまざまな症状があります。
また、発作による意識喪失やひきつけのために転倒したり周囲のものにぶつかっ
たりして、けがをすることもあります。
このような症状を感じた場合は、すぐにゲームを中止し、医師の診察を受けてく
ださい。保護者の方は、ゲームをしているお子様に注意を払ってください。年少
者は、このような発作を起こしやすい傾向にあります。ゲームをするときは、次
のことに注意しましょう。
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このたびは『SSX』をお買い上げいただきありがとうござい
ます。プレイする前にマニュアルをお読みいただきますと、
より一層楽しく遊ぶことができます。正しい使用法でご愛用
ください。なお、マニュアルは大切に保管してください。
※マニュアルに掲載されている画面写真は開発中のものです。

・画面の小さいテレビを使う
・明るい部屋でゲームをする
・疲れているときや眠いときはゲームをしない
あなたやご家族、ご親戚の中に、過去にこの種の発作を起こした人がいる場合
には、ゲームをする前に医師に相談してください。

Xbox LIVE
®

CERO マークについて
本製品は、コンピュータエンターテインメントレーティング機構 (CERO) の審査
を受け、パッケージには年齢区分マーク ( 表面 ) 及びアイコン ( 裏面 ) を表示して
います。年齢区分マークは、CERO 倫理規定に基づいて審査され、それぞれの
表示年齢以上対象の表現内容が含まれていることを示しています。パッケージ裏
面のアイコンは対象年齢の根拠となる表現を表すもので、ゲーム全体の内容を示
すものではありません。なお、全年齢対象のゲームソフトにはアイコンを表示して
いません。また、CERO の対象年齢は、本製品に対してのみ適用されるものであ
り、オンラインプレイなどを通して得られる追加の表現に関しては、この限りでは
ありません。
詳しくは CERO のウェブサイト (http://www.cero.gr.jp/) をご覧ください。

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。

Xbox LIVE を利用するために
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 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。

保護者による設定
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。

コントローラー操作

ボード操作
ボードを操作して雪山を滑走するための基本操作です。
操

コントローラー各部の名称とプレイに必要な操作方法を確認してください。

Xbox 360® コントローラー

作

アクション

左スティック

ターン／加速／減速／空中バランス

A ボタン

しゃがむ／ジャンプ

右スティック

しゃがむ／ジャンプ

RB

ウイングスーツで飛行する
（ウイングスーツ装備時）

右トリガー

ブースト

BACK ボタン

ズームイン／ズームアウト

LB

リワインド

トリック操作
ボードで滑り降りながら行うさまざまな技を「トリック」といいます。グラブやトゥイークのト
リックを操作するには、右スティックを入力する方法と、ボタンを押す方法の 2 種類があり
ます。
● 滑走時のトリック

操

作

X ボタン

メニュー操作

アクション
ノーズプレス

B ボタン

テールプレス

左トリガー

グラインド

X ボタン／ B ボタン／ Y ボタン

グラインド時のトリック

メニュー選択時の操作方法です。
● ジャンプ時のトリック

操
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作

アクション

方向パッド／左スティック

項目の選択

A ボタン

項目の決定／先に進む

B ボタン

キャンセル／前の画面に戻る

BACK ボタン

RiderNet（→ P.22)

START ボタン

ポーズメニュー（→ P.14)

操

作

アクション

左スティック

フリップ／スピン

右スティックk ／ X ボタン

グラブ（ボードの左側をつかむ）

右スティックQ ／ Y ボタン

グラブ（ボードの前方をつかむ）

右スティックo ／ B ボタン

グラブ（ボードの右側をつかむ）

右スティックk ＋ 右トリガー／
X ボタン ＋ 右トリガー

トゥイーク
（ボードの左側をつかんで体をひねる）

右スティックo ＋ 右トリガー／
B ボタン ＋ 右トリガー

トゥイーク
（ボードの右側をつかんで体をひねる）
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ゲームの始め方
タイトル画面で START ボタンを押すと、オート
セーブの確認画面に続いて、オープニングムー
ビーが流れます。ムービー終了後に、チュートリ
アルが始まり、ゲームがスタートします。なお、
ゲームはオートセーブとなっているので自動的
にセーブされます。

画面の見方
画面にはさまざまな情報が表示されます。イベントをクリアするためには、これらの情報を
つねにチェックしてください。

1

4

2

5

3

《 チュートリアルからスタートする 》
トリック操作には右スティック操作とボタン操作の 2 種類があります。チュートリアルが始
まる前に、2 種類のトリック操作のどちらかを選択してください。ゲーム中の実際の操作で
は、チュートリアルでどちらを選択していても右スティック／ボタンの両方で操作できま
す。チュートリアル終了後にB ボタンを押していくとメインメニュー画面が表示されます。

8
6
7

9
10

◆ スカイボード・チュートリアル
フリップやスピンなどの基本的なトリックから、
ブーストがアンロックされた状態でのトリックま
で、ひと通りのトリックを練習できます。

1 タイム
経過時間が表示されます

◆ グラウンド・チュートリアル

3 残り距離
ゴールまでの残り距離が表示されま
す

基本的な滑走のチュートリアルです。ジャンプ
やグラインドなど、よく使うテクニックを練習し
ましょう。

2 スピードメーター
現在のスピードが表示されます

4 順位
現在の順位です。対戦相手がいる
場合に表示されます
5 順位／スコア
対戦相手との順位（レースイベント
→ P.13）
またはスコアの差（トリッ
クイベント→ P.13）が表示されます

オンラインパスについて
メインメニューで Y ボタンを押すと、オンラインパスを入力できるようになりま
す。オンラインパスを入力すれば、チュートリアル終了後にグローバルイベント
などをより楽しむことができます。
（→ P.19）。
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6 トリックポイント
現在メイクしているトリックのポイン
トが表示されます。無事に着地し、
ト
リックが成功すると「合計スコア」に
ポイントが加算されます

7 トリック名
メイクしたトリックの名称が表示され
ます
8 合計スコア
現在参加しているイベントの現時点
までのトータルスコアが表示されま
す
9 トリックゲージ
トリックを成功させるたびに上昇
していくゲージが表示されます
（→ P.10）
0 倍率表示
スコアの倍率が表示されます。スコ
アにこの倍率をかけたポイントを獲
得できます（→ P.10）
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操作方法
基本操作とトリック操作

ブースト

右トリガー ( 押し続ける）

トリックゲージがたまっている状態で右トリガーを押し続け
ると、急激に加速できます（→ P.10）。ただし、ブーストを
使用すると、
トリックゲージは減少していきます。

雪山を自由に滑走しながら、テクニックを駆使してさまざまなトリックをメイクしてくださ
い。１度のジャンプで複数のトリックを繰り出し、高スコアをめざしましょう。
空中でのバランス調整 左スティック

◉ 基本操作
ターン

高くジャンプしたときには、左スティックを使用して空中で
左スティック ko

ライダーを左右に移動させる操作です。左スティックを入
力する角度や長さで、ターンの鋭さや角度が変わります。

加速

左スティックQ

前傾姿勢を取ってスピードをアップさせます。左スティックを入力する角度によって加速ス
ピードが変わります。
減速

のバランスをとり、着地してください。高度なトリックを決
めても着地に失敗するとスコアは上がりません。地面と平
行に着地するようにして、転倒を防いでください。

ズームイン/ ズームアウト BACK ボタン
BACK ボタンでライダーにズームイン／ズームアウトする
ことができます。

左スティックm

エッジを立ててブレーキをかけ、減速します。左スティックを入力する角度によって減速の
割合が変わります。
しゃがむ

A ボタン（押し続ける）／右スティックm（入力し続ける）

ジャンプ

A ボタン（押してから離す）／右スティックQ

A ボタン／右スティックmを入力し続けているとしゃがみ、A ボタンを離す／右スティック
Q でジャンプします。ジャンプ前にA ボタン／右スティックmをより長く入力し続けるこ

リワインド

LB（押し続ける）

操作をミスし、プレイをやり直したいときには、LBを押し続
けてプレイを巻き戻すことができます。ただし、巻き戻して
いる間も時間は進行しているので、レースイベントなどで
は大きなタイムロスになります。

とで、より高いジャンプが可能になります。ただし、
しゃがんでいる間は急激なターンはで
きません。

ONE
POINT
ジャンプ台で大ジャンプをする
連続してトリックを決めるためには、ジャンプ台で大ジャン
プをすることが鍵になります。ジャンプ前に左スティック
Q で加速させ、早めにしゃがみます（A ボタン／右スティッ
クm）。ジャンプ台が途切れるぎりぎりのところでジャンプ
（A ボタンを離す／右スティックQ）すると大ジャンプにな
ります。
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ONE
POINT
ウイングスーツで大空を飛ぶ
高いところからダイビングし、大きな距離を稼ぐ
必要があるときにはウイングスーツの装着が必
須です。RBを押し続けるとウイングを広げて大
空を滑空します。左スティックm で水平バラン
ス、左スティックko で方向をコントロールして
ください。
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◉ トリック操作
スピン

グラインド
ジャンプ中に左スティックko

空中で横回転を行うトリックです。左スティックk で左回
転、左スティックo で右回転を行います。回転をする回数
が多いほどスコアが高くなり、グラブなどの他のトリックと
技を組み合わせれば、より高スコアを出すことができま

左トリガー ( 押し続ける）

コース上にあるレールや倒木、橋などの上を滑り続けるト
リックをグラインドといいます。左トリガーを押し続けると、
レールなどの上を滑ることができます。グラインドを解除し
たい場合は、降りたい方向に左スティックを入力し、左トリ
ガーを離してください。

す。
グラブ
フリップ

ジャンプ中に左スティックQm

ジャンプ中に X ボタン／ Y ボタン／ B ボタン／ A ボタン

空中で縦回転を行うトリックです。左スティックQ で前回
転、左スティックm で後ろ回転を行います。スピンと同様

空中でボードを手でつかむトリックです。右スティックを入
力する方向／入力するボタンの種類によって、ボードの違

に、回転をする回数が多いほどスコアが高くなり、グラブな
どの他のトリックと技を組み合わせれば、より高スコアを出
すことができます。

う場所をグラブでき、スピンやフリップと組み合わせれば、
より高スコアを出すことができます。

ボードプレス

B ボタン（テールプレス）／ X ボタン（ノーズプレス）

滑走中にボードの前方／後方をあげるトリックです。B ボタンでボードの前方をあげる
テールプレス、X ボタンでボードの後方をあげるノーズプレスを行います。ボードプレスは
長く続けるほどスコアが高くなっていきます。

ONE
POINT
高速スピン／フリップについて
スピンやフリップを行うときには、より高速で回転
し、
トリック中の回転数を増やすほどスコアが高く
なります。ジャンプする前に、
しゃがみながら回転し
たい方向へ左スティックを入力しておき、ジャンプ
後も入力し続けると回転速度が速くなります。
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ジャンプ中に右スティックkQom

トゥイーク

ジャンプ中に右スティックkQom ＋ 右トリガー
ジャンプ中に X ボタン／ Y ボタン／ B ボタン／ A ボタン ＋ 右トリガー

グラブに体をひねる動作を加えます。右スティック／ボタ
ンでグラブの操作をするときに、同時に右トリガーを押し
続けることでトゥイークとなります。
トゥイークを加えたグラ
ブは通常よりも高度なトリックとなり、高スコアになります。

ONE
POINT
グラインドで高ポイントを狙う
グラインドができる場所は、レールや橋などの他に
もいろいろあります。崖との境目など、思わぬ場所
を滑り続けることができるので、試してみてくださ
い。また、グラインド中にボードプレスなどのトリッ
クを組み合わせると、スコアがアップします。
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連続トリック

トリックモードとは

高スコアを記録するには連続トリックを決めることが重要です。連続トリックでコンボボー
ナスやスコアの倍率を高め、高スコアを叩き出しましょう。

トリックゲージがいっぱいになると表示が「TRICKY」に変わり、ブーストがア
ンロックされた状態になります。この状態をトリックモードといい、
トリックがよ
り高スコアになります。続けてスコアを重ねていくと「TRICKY」が金色で表
示されるスーパートリックモードに変わり、さらに高スコアを記録できます。た
だし、転倒するとトリックモードは終了し、
トリックゲージの状態に戻ります。
【例】
ジャンプ中に右スティックQ ／ Y ボタンでグラブ（Rocket Grab）を決めた場合

1
2
3

1 コンボボーナス
一定の時間内に連続してトリックを決めるとコンボボーナスが加算さ
れます。ただし、同じトリックを連続して決めても高スコアは望めませ
ん。さまざまなトリックをすばやくメイクしてください。

通常の状態
トリックゲージがたまった状 態で、右ス
ティックQ ／ Y ボタン を 入 力 す ると、
Rocket Grabをメイクします。
b
Rocket Gra

2 トリックゲージ
トリックゲージは成功したトリックのスコアに応じて上がっていきます。
また、ゲージがいっぱいになるとトリックモードになり、一定時間ブース
トがアンロックされた状態になります（→ P.11）。
3 スコアの倍率
トリックを決めて獲得したスコアによって倍率が上がっていき、表示さ
れた倍率に応じて、コンボのスコアがアップします。ただし、
トリックに
失敗したり、滑走スピードが失速すると倍率は下がってしまいます。

トリックモード

t Grab
Uber Rocke

ONE
POINT
トリックゲージをためる
トリックゲージをためてブーストを使用することは、
高スコアを記録するためにとても重要です。ブース
トを使用して大ジャンプし、高度な連続トリックを決
めてください。また、
トリックゲージをいっぱいにす
ることでトリックのグレードが上がり、スコアが高く
なっていきます。
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トリックモードになった状態で、同じように
右スティックQ ／ Y ボタンを入力すると、
Uber Rocket Grabとなり、スコアが上
がります。

スーパートリックモード

rab
r Rocket G
Super Ube

「TRICKY」が金色に表示されている状
態で、同様の操作を入力すると、Super
Uber Rocket Grabとなり、さらに高ス
コアとなります。
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メインメニュー
メインメニューでは、4 種類のモードを選択できます。ゲーム開始時に選択できるのは
「ワールドツアー」と「RiderNet」のみですが、ワールドツアーで 2 つのチュートリアルを
クリアすると「エクスプロア」と「グローバルイベント」を選択できるようになります。

ワールドツアー

Main Menu

最初にチーム SSX のゾーイとしてロッキー山脈に挑み、その後各地のデッドリーディセン
トをチーム SSX の各ライダーで攻略します。

>> ワールドツアーの流れ
ワールドツアーでは、コースをクリアするたびに新しいエリアがアンロックされます。

STEP 1

ワールドマップからエリアを選択する

ワールドマップから左スティックでエリアを選択
し、左スティック／方向パッドでプレイしたい
コースを選択して、A ボタンで決定してくださ
い。名称の最後に「New！」と付いているのが、
新しくアンロックされたコースがあるエリアで
す。

★ ワールドツアー［ → P.13 ］
１人プレイ用のワールドツアーをプレイするモードです。エリアをクリアすることで新しい
キャラクターが登場し、クリア済みのエリアでは、アンロックされたキャラクターを選択し
てプレイできるようになります。

★ エクスプロア［ → P.17 ］
１人でプレイする他に、オンラインに接続してフレンドのゴーストと対戦することもできま
す。また高スコアでコースをクリアすると、獲得したメダルに応じた報酬を入手できます。

STEP 2

ワールドマップ

コースを選択する

コースには「レースイベント」
「トリックイベント」
「サバイバルイベント」の 3 種類があり
ます。

【 レースイベント 】
ライバルのライダーとゴールするまでのタイムを競うイベ
ントです。コースにはメインのルートがありますが、意外な
ところに抜け道が隠されている可能性があります。あらゆ
るルートを探索してみてください。

★ グローバルイベント ［ → P.19 ］

【 トリックイベント 】
滑走中にトリックをメイクして、ゴールするまでの合計スコ
アを競うイベントです。連続トリックでコンボボーナスやス
コアの倍率アップを狙い、高スコアをめざしてください。

オンラインに接続して他のプレイヤーと対戦できるモードです。イベントを作成して他の
プレイヤーを招待したり、すでに他のプレイヤーが作成しているイベントに参加したりする
ことができます。

★ RiderNet ［ → P.22 ］
RiderNet ではゲームのプレイ内容が自動的に記録されます。また、オンラインに接続し
ていれば、フレンドとゲームプレイの内容を競い合ったり、比較したりすることもできます。
RiderNet の画面はメインメニューで選択する他にも、各種メニュー画面で BACK ボタン
を押すと表示されます。
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【 サバイバルイベント 】
真夜中の雪山や超高度の山脈から、ゴール地点まで下山
していくイベントです。過酷な条件でのイベントになるた
め、装備画面（→ P.14) で必要なギアを身につけてからス
タートするようにしましょう。
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STEP 3

装備を整えてスタートする

プレイするコースを決定すると装備画面になります。自分の持ち物以外にも、装備画面で
新しくアイテムを購入して装備することもできます。画面左下の「生存率」は、コースのク
リア成功率を示しています。装備したアイテムの種類によって数値が変わるので、アイテ
ムを選択するときの参考にしてください。また、X ボタンを押すと、現在の持ち物の中で
コースクリアに最適な装備が自動的に選択されます。装備が終了したら「スタートラン！」を
選択してスタートしてください。

1

4

2
3

5
6

1 スーツ
多彩なスーツが用意されています。お気に入りの一着を選択してください。
2 ボード
スピードやブーストの能力が高いタイプや、
トリックを決めやすいタイプなどがあります。また、バ
ランスに優れたボードは難コースで力を発揮します。

3 ギア
さまざまな条件下のイベントをクリアするには、コースに合わせたギアを装備することが大切に
なります。
ウイングスーツ

ヘッドランプ

高いところからダイビングして、空
中を滑空します

夜のコースや暗いトンネル内で、進
行方向を照らしてくれます

アーマー

酸素タンク

障 害 物との 衝 突 の 衝 撃から体を
守ってくれます

空気が薄い高い山頂から滑走する
コースでの必需品です

ピッケル

ソーラーパネル

凍って滑りやすいコースでの、カー
ビングを助けてくれます

極寒の雪山での滑走で、凍ってしま
うことを防いでくれます

パルスゴーグル

ミステリーアイテム

吹雪でホワイトアウトの状態のとき
に、山の地形を表示してくれます

購入するまで何が入っているかわ
からないサプライズアイテムです

プレイ中の画面表示
装備したギアはプレイ中の画面右下にゲージとして表示され
ます。ギアにはレベルによって特性や耐久性に違いがあり、
プレイ中のダメージや使用率によってゲージが下がっていき
ます。ゲージがなくなると体力のゲージに変わり、体力のゲー
ジがなくなるとゲームオーバーになります。

ギアのゲージ

体力のゲージ

4 所持済み
自分が持っているアイテムです。
「More」を選択すると現在の持ち物すべてを見ることができま
す。また、ここでは自分の持ち物を売ることもできます。
5 ストア
購入可能なアイテムが表示されます。
6 アイテムの特性表示
選択しているアイテムの特性が表示されます。Y ボタンを押すと、選択しているアイテムのくわ
しい特性の説明を見ることができます。

ポーズメニューについて
プレイ中にコースで START ボタンを押すとイベントが一時停止され、ポーズメ
ニューが表示されます。
▶再開：プレイが再開されます
▶コースのリスタート：プレイ中のコースのスタート画面に戻ります
▶設定：RiderNet の「設定」の項目を調整できます（→ P.23)
▶目標：プレイ中のコースをクリアするための目標が表示されます
▶終了：コース選択画面に戻ります
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ONE
POINT
スロットの追加
ゲームスタート時の装備画面には「スーツ」と「ボード」のスロットしかありません
が、コースをクリアしていくと「ギア」のスロットが追加され、コース攻略に必要なギ
アを装備できるようになります。また、ゲームを進めていくと「ギア」は２つのスロッ
トを使用できるようになり、より有利にイベントにチャレンジできます。
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STEP 4

イベントの結果をチェックする

エクスプロア

イベントが終了すると、画面に結果が表示されます。
「リスタート」でもう一度同じコース
に挑戦するか、
「ワールドマップに戻る」でコース選択画面に進むかを選択してください。

Main Menu

ワールドツアーでアンロックされたキャラクターを選択してプレイできます。オンラインに
接続していれば、フレンドのゲーム内容をチェックしたり、フレンドのゴーストと競ったりす
ることもできます。

>> エクスプロアの流れ
3

1

エクスプロアでは、ロックされているコースもクレジットを支払うことでプレイできるように
なります。

STEP 1

ワールドマップから左スティックでエリアを選択
して A ボタンを押し、左スティック／方向パッド
でプレイしたいコースを選択して A ボタンで決

2

定してください。フレンドが滑走したコースがあ
るエリアには、ライバルとしてフレンドの名前
やアイコンが表示されています。コース画面に
はイベントで獲得できる報酬、獲得できるメダ
ルのタイムやスコア、また過去にプレイしたと
きの記録が表示されます。

1 獲得クレジット
イベントで獲得した報酬です。報酬額はイベントごとに設定されています。
2 コースボーナス
イベント中に加点されたボーナスです。
「シグネチャートリック
（→ P.24）を
メイクする」
「着地に失敗せずにゴールする」などのさまざまなコースボー
ナスがあります。
3 EXP（経験値）
とレベル
獲得した EXP( 経験値 )と現在のレベルです。レベルが上がっていくと高
性能のギアを装備できるようになります。

ワールドマップからエリアを選択する

STEP 2

キャラクターを選択して装備を整える

ワールドツアーでアンロックされたキャラクター
を選択できます。またロックされているキャラク
ターを購入して使用することもできます。キャラ
クターの決定後は装備画面で装備を整えてくだ
さい。なお、エクスプロアの装備画面では「モッ
ド」と「ジオタグ」のスロットが追加されています。

【 モッド 】
スピードや安定性が高くなったり、
トリックのスコアが高くなったり、装備するモッドによっ
て、さまざまな効果を発揮します。また、特定のギアの特性をアップさせる働きがあるモッ
ドもあります。モッドは別のコースに移動するまで有効なので、リスタートで同じコースに
挑む場合は効果が続きます。

【 ジオタグ 】
コース内に散らばる収集可能なゲーム内アイテムです。エクスプロアでは、フレンドが設
置したジオタグを収集、または自分のジオタグをコース上に設置することで報酬を獲得で
で
きます。ジオタグを設置するには、ジオタグを装備してイベントをスタートし、イベント中に
LBを押し続けてリワインドし、A ボタンを押してください。
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STEP 3

イベントの結果をチェックする

イベント終了後に、獲得したメダルに応じた報
酬と経験値を入手できます。コースボーナスも
加点され、
トップでゴールするとさらに順位

グローバルイベント

ボーナスも加点されます。

オンラインで、世界中のプレイヤーやフレンド
とSSX の世界を楽しむことができます。ジャ
ケット内面に記載されているオンラインパスを
入力すると、グローバルイベントでの報酬を獲
得できるようになります。オンラインパスを入
力しないと、報酬は一時預かりとなり、獲得で

STEP 4

きません。メインメニューで Y ボタンを押すと、
オンラインパスの入力および購入を行うことが
できます。

次のコースを選択する

Main Menu

ゴール画面で A ボタンを押すと、3 種類のメニューを選択できます。

【 リスタート 】
滑り終わったコースに再挑戦し、自己ベストを
破ると報酬を獲得できます。リスタート後のス
タート画面で Y ボタンを押すと、装備画面が表
示され、装備の変更ができます。

オンラインパス有効化メニューの項目
オンラインパスコードの入力

オンラインパスを入力できます

オンラインパスの購入

新しいオンラインパスを購入できます

スキップ

メインメニューに戻ります

>> グローバルイベントの流れ
【 アドバイス 】
X ボタンを押すと、自分やフレンドのスコアを
確認でき、フレンドの滑走したコースに挑戦す
ることもできます。また、ゴール画面で Y ボタ
ンを押し、
「RiderNet お気に入り」に指定して
おくと、指定したコースのアドバイスを受ける
ことができます。

【ワールドマップに戻る 】
コース選択画面に戻ります。

いつでも好きなときにチャレンジできるオンラインイベントです。
グローバルイベントに参加する

STEP 1

ワールドマップからエリアを選択する

グローバルイベントは、一定期間だけ開催されるリアルタイムのレース／トリック／サバイ
バルイベントです。設定されている時間内であればいつでも参加できます。イベントに参
加するには、メインメニューから「グローバルイベント」を選択し、ワールドマップから挑戦
したいイベントのあるエリアを選択してください。

ONE
POINT
サバイバルイベントのゴール
エクスプロアとグローバルイベントでのサバイバルイベ
ントは、ワールドツアーと違い最初のゴールで終了とは
なりません。ゴールにはヘリコプターが待機していて、プ
レイヤーを再び頂上へと運びます。体力のゲージがなく
なった時点での積算の滑走距離がスコアになります。
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STEP 2

参加するイベントを選択する
参加するイベントを左スティック／方向パッド
で選択します。イベントのタイプ、参加するた
めのコスト、イベントの継続期間、最大ギアのレ

カスタムイベントを選択するとカスタムグローバルイベントを作成できます。下記の項目か
らルールを設定してイベントを開催してください。

ベル、ゴール後の報酬の設定などイベントに

イベントタイプ

よって参加条件が異なります。右上のカウント
ダウンの表示はイベント終了までの時間です。

残り時間

「レース」
「トリック」
「サバイバル」からイベントタイプを選択できます
イベントの開催期間を設定できます

イベントコース費用

イベントの参加コストを設定できます

順位を隠す

ランキングの表示／非表示を設定できます

ゴーストリーダー表示

ゴーストリーダーの表示／非表示を設定できます

支払い

ゴール後に支払う報酬を設定できます

参加費用を払ったら、キャラクター選択画面か

イベント参加対象

イベントの参加対象者を設定できます

らライダーを選択し、装備画面で装備を整えて
スタートしてください。

マックスギアレベル

使用するギア類のレベルを設定できます

ウイングスーツ使用可能

ウイングスーツを使用可能にするかどうかを設定できます

リワインド有効

リワインドを使用可能にするかどうかを設定できます

STEP 3

STEP 4

参加費用を払ってスタートする

イベントの結果をチェックする
一定の順位より上位でフィニッシュしたライ
ダーには、プールされた参加費用の一部が順
位に応じて支払われます。グローバルイベント
にはブロンズからダイヤまでのクラスがあり、
クラスはイベントでのベストランによって決まり
ます。上位のクラスであればそれだけ多く報酬
を獲得でき、ランキングには現在のクラスや、
上位クラスへの進出に必要なベストスコアが表
示されます。

グローバルイベントへの参加や退出は自由に行
うことができます。クラス内で入賞していれば
イベント終了時に報酬を獲得できるので、同時
に複数のイベントに参加することも可能です。
イベント終了を待たずにゲームを終了した場合
は、次回にゲームをスタートしたときに結果が
表示されます。
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カスタムグローバルイベントを作成する

グローバルイベントのジオタグ
グローバルイベントでは、ジオタグは報酬を
稼ぐもう１つの方法です。他のライダーが設
置したジオタグを収集、または自分のジオタ
グをコース上に設置することで報酬を獲得で
きます。
ジオタグを設置するときは、ジオタグを装備し
てイベントをスタートし、イベント中にLBを
押し続けてリワインドしながら、A ボタンを押してください。できるだけ他のライ
ダーの目に付きにくい場所に設置しましょう。誰にも取られないまま残っている
時間が長いほど、より多くの報酬を獲得できます。
コース上にジオタグを設置してゲームを終了し
た場合は、ジオタグの報酬は次回にゲームをス
タートしたときに表示されます。
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RiderNet

Main Menu

RiderNet はプレイヤーの情報を自動的に記
録することの他に、フレンドの滑走したコース
や獲得したスコアを確認することもできます。
左スティック／方向パッドで項目を選択し、A ボ
タンで決定してください。

音楽
ゲーム中の音楽の設定ができます。
SSX 音楽

ゲーム中に流れる曲を1 曲づつ聴いたり、プレイリスト用の曲を選択した
りできます

自分の音楽を設定

イベント別のプレイリストをつくることができます。本体に入っている自分
の音楽を、イベントやメニューの音楽として設定できます

設定
SSXライバル
ゲーム、オーディオの設定、画面の調整ができます。
［ ライバルの情報を得る ］
フレンドが滑走したコース名、スコア、タイムなどの記
録、対戦できるゴーストなどの情報を得ることができま
す。またライバルの表示／非表示を選択すると、フレン
ドが滑走したコースに表示されるRiderNet アイコン
から、そのフレンドのアイコンを消すことができます。
［ ゴーストにチャレンジする ］
SSXライバルのフレンド情報から、ライバルのゴース
トに挑戦できます。ベストスコアを出したライダーの
記録がゴーストとなるため、フレンドのベストスコアを
破れば、今度はフレンドがあなたのゴーストに挑戦す
ることになります。また、自分のゴーストがフレンドに
勝つたびに報酬を獲得できます。

バッジ
ワールドツアー、エクスプロア、グローバルイ
ベントのイベントで獲得したバッジ、コースボー
ナスや入手したギアなどで獲得したバッジを確
認できます。また、まだ獲得していないバッジ
の種類や獲得までの達成率なども表示される
ので、参考にしながらコンプリートをめざしてく
ださい。

ゲーム設定
操作方法

デフォルト操作とクラシック操作を選択できます

チュートリアルのリセット

チュートリアルの表示／非表示を選択できます

オーディオ設定
オーディオ設定

オーディオの設定をホームシアターとTVから選択できます

パイロット音声 Vol.

ゲーム中のパイロットの音声ボリュームを調整できます

ライダー音声 Vol.

ゲーム中のライダーの音声ボリュームを調整できます

ゲーム効果音 Vol.

ゲーム中の効果音のボリュームを調整できます

メニュー／ HUD 効果音 Vol.

効果音のボリュームを調整できます

リミックス

リミックスのオン／オフを選択できます

スーパートリック音楽

スーパートリックモード時の音楽を選択できます

SSX 音楽 Vol.

ゲーム中に流れるSSX の音楽のボリュームを調整できます

パーソナル音楽 Vol.

ゲーム中に流れる自分でカスタマイズした音楽のボリュームを調整できます

ビデオ調整
画面の色や明るさをを調整できます

CREDITS
スタッフクレジットを表示します。

マニュアル
本ソフトの操作説明を表示します。右トリガーで先のページに進み、左トリガーで戻ります。
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ヒント
体当たりをする
レース中にコース上のライバルと交錯しそうな
ときには、ライバルに体当たりをしてみましょ
う。ぶつかった相手は数秒間動きがとれなくな
るため、レースイベントなどでタイムを争ってい
る相手には有効です。

岩壁を使ってジャンプする
洞窟や高い壁に囲まれた状況で、大ジャンプし
なければ崖下に落ちてしまうようなときには、
岩壁を利用して断崖を飛び越えることが可能
です。まず左右どちらかの壁に向かってジャン
プして、ボードが壁に当たる瞬間にA ボタンを
押してすぐに離します。タイミング良く壁をキッ
クできればロングジャンプができます。

レースイベントでのトリック
シグネチャートリック
スーパートリックモードで、左トリガー＋右トリ
ガーを押したままトリック操作を入力すると、シ
グネチャートリックをメイクして、高スコアを獲
得できます。シグネチャートリックは着地が難し
いので、早めにトリックを解除して、着地に備え
ましょう。

レースイベントで大ジャンプを行い、
トリックを
決めることはタイムロスになってしまいます。し
かし、
トリックを決めてトリックモードになれば、
一定時間ブーストを無制限に使用できるように
なり、タイムの短縮につながります。レースイベ
ントではタイムとのバランスを考えてトリックを
メイクしましょう。

リカバリーの方法
コンボを長く繋げるには
高スコアを記録するためには、連続トリックで
コンボを繋げていくことが大切です。ジャンプ
台などが少なく、ジャンプするポイントが少ない
コースでは、ジャンプとジャンプの間にボードプ
レスなどのグラウンドトリックを入れて、コンボ
を繋げていきましょう。

滑 走 中 に 転 倒してしまった 場 合 には、左 ス
ティックQ でリカバリーできます。転倒した場
所によっては手間取ることもありますが、まず
はリカバリーを試してみましょう。

タイムサービスセール
ピースオブフレア
コース上にはピースオブフレアというアイテム
が落ちています。この上をボードで滑っていく
とスコアが加算されます。またサバイバルイベ
ントでの真夜中の滑走のときには、ゴールまで
の目印としての役割も果たします。
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装備画面でギアやモッドなどを購入するとき、
カウントダウンが表示されているアイテムがあ
ります。これはタイムサービスセールの表示
で、時間内に購入するとレアなアイテムやお買
い得なアイテムを手に入れることができます。
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