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長年にわたり、フロンティアの市民は冷酷な商業帝国、IMC（インター
ステラー・マニュファクチュアリング・コーポレーション）によって
搾取される日々を余儀なくされている。
IMCの存在に我慢できなくなったフロンティアの市民は、それぞれの
主義主張を棚上げして、「ミリシア」と呼ばれる戦闘部隊を作り上げた。
戦闘は激化し、武装したタイタンが両陣営から多くの戦場に投入された。
特殊訓練を受け、戦闘で鍛えられたタイタンのパイロットは、一般の
兵士よりも遥かに機敏で危険な存在である。タイタン以外の兵士は使
い捨ての駒にしかすぎない。
フロンティアの運命を決めるのは、タイタンのパイロットだ。
惑星から惑星へと移動し、特殊部隊を展開して衛星軌道から一寸も違
わぬ正確さで直ちにタイタンを戦場へ送り出すのだ。

外交の時代は終わった。
タイタンフォールに備えよ。

タイタンフォールの世界

What is Titanfall



4

タイタンフォールのデジタル版を購入、または製品版のディスクを挿入すると、インストールが自動的に
始まり、Xbox ダッシュボードの「ゲーム」セクションが自動的に表示されます。左スティックでタイタ
ンフォールを選び、Aボタンで実行してください。

インストール Xbox 360版

Install    Xbox 360



5

製品版のディスクをドライブに挿入して、画面の指示に従ってください。
オートランが有効になっていない場合は、Windows® 7、Windows Vista®、またはWindows 8
の「スタートメニュー」から「プログラムとファイルの検索」を選択し、D:\AutoRun.exe と入力して、
©を押してください (CD/DVD-ROMのドライブがDドライブでない場合は、適切なドライブ名を
指定してください )。
ゲームがインストールされたら、ゲームのオートランメニュー、もしくは「スタートメニュー」からゲー
ムを起動してください。

注 : 必須環境につきましては、http://www.ea.com/ をご覧ください。

ＰＣ版（ディスクユーザー）

Install    PC disc
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操作方法 Xbox 360 コントローラーの操作

 パイロット

移動 左スティック

スプリント 左スティック ボタン

視点移動 右スティック

格闘 右スティック ボタン

ジャンプ Aボタン

しゃがむ／立つ Bボタン（切り替え）

武器を拾う Yボタン（長押し）

武器を切り替える Yボタン

使用／リロード Xボタン

Control    Xbox 360 Pilot     
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タイタンに乗る Xボタン（長押し）

タイタンフォール／
タイタンのAI モードを切り替える

方向パッドd

対タイタン武器 方向パッドb

戦闘アビリティ LB

軍需品 RB

エイム／モディファイア 左トリガー

壁につかまる 左トリガー（壁を走っている間）

攻撃 右トリガー

Control    Xbox 360 Pilot     
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 タイタン

移動 左スティック

スプリント 左スティック ボタン

視点移動 右スティック

格闘 右スティック ボタン

ダッシュ 左スティック（長押し）+ Aボタン

しゃがむ／立つ Bボタン（切り替え）

リロード Xボタン

タイタンコアを有効にする 方向パッドd

タイタンから降りる Xボタン (長押し）

Control    Xbox 360 Titan 
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 その他

脱出 方向パッドcの後、Xボタン (3回押す）

戦闘アビリティ LB

軍需品 RB

エイム／モディファイア 左トリガー

攻撃 右トリガー

ロードアウト／設定 START ボタン

スコアボード BACK ボタン

Xbox ガイドの呼び出し Xbox ガイド ボタン

バーンカードメニュー Yボタン

Control    Xbox 360

注 : 操作一覧を確認、または操作を割り当てる場合は、メインメニューからオプションを選択してください。

Titan 
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 ＰＣ キーボードの操作

 パイロット

移動（前／後／左／右） W／S／A／D

スプリント 左`

視点移動 マウスを動かす

格闘 C

ジャンプ d

しゃがむ／立つ l（切り替え）

武器を拾う G

武器を切り替える マウスホイール／1／2／3

リロード R

Controls    PC Keyboard Pilot     
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使用／タイタンに乗る E

タイタンフォール／
タイタンのAI モードを切り替える V

対タイタン武器 3

戦闘アビリティ Q

軍需品 F

エイム／モディファイア 右クリック（切り替え）

壁につかまる 右クリック（壁を走っている間）

攻撃 左クリック

Pilot     Controls    PC Keyboard
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 タイタン

移動（前／後／左／右） W／S／A／D

スプリント 左`

視点移動 マウスを動かす

格闘 C

ダッシュ W／S／A／D + d

しゃがむ／立つ l（切り替え）

リロード R

タイタンコアを有効にする V

タイタンから降りる E（長押し）

Titan Controls    PC Keyboard
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 その他

脱出 Xの後、E（3回押す）

戦闘アビリティ Q

軍需品 F

エイム／モディファイア 右クリック（切り替え）

攻撃 左クリック

ロードアウト／設定 j

スコアボード k

バーンカードメニュー B

Titan Controls    PC Keyboard
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メインメニュー

　プレイ ： プライベートロビーへ移動し、タイタンフォールのプレイ方法を選択できます。詳しくは「ゲー
ムへの参加」をご覧ください。

　オプション：操作やオーディオ／ビデオのオプションを設定できる画面へ移動します。

　クレジット：クレジットを参照できます。

Xbox 360の場合：Xbox ボタンを押してから START ボタンを押してください。
PCの場合：ゲームを終了するには、「終了」を選択してください。

メインメニューには、「プレイ」、「オプション」、「クレジット」の3つのモードがあります。

ゲームの終了

Main Menu
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ゲームへの参加
メインメニューから「プレイ」を選択すると、3つのオプション「キャンペーン」、「クラシック」、「トレー
ニング」があります。

ストーリーベースのマルチプレイゲームです。キャンペーンモードでは、IMCかミリシアとなって、タイ
タンフォールのマップをストーリー順にプレイしていきます。1つの勢力でストーリーモードをクリアし
たら、もう一方の勢力となって別の視点からストーリーを体験することもできます。

注 : キャンペーンモードでは、音楽の音量は変更できません。

キャンペーン

Joining a Game Campaign
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Joining a Game

下記のゲームモードを全てのマップでプレイすることができます。

消耗戦 兵士とスペクターを含む、あらゆる敵を倒せ

ラスト・タイタン・スタンディング 自軍のタイタンが殲滅される前に、敵の全タイタンを殲滅せよ

拠点戦
マップ上のハードポイントA(lpha)、B(ravo)、C(harlie)
を占拠、保持せよ

キャプチャー・ザ・フラッグ 自軍の旗を守りながら、敵の旗を奪い自軍基地へ持ち帰れ

パイロットハンター 敵パイロットを一掃せよ

バラエティパック マップとゲームモードをランダムにプレイする

　プレイ可能なゲームモード

Classic

クラシック
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トレーニングを選択すると、タイタンフォールの基本操作を学ぶトレーニングステージが開始されます。

Joining a Game Training

トレーニング
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　バーンカード
バーンカードは、マッチ中に1回限り使用できるボーナスです。バーンカードには普通タイプから非常に
貴重なタイプまであり、マッチ中にさまざまな使い方ができます。
プレイ中にバーンカードを獲得したら、バーンカードメニューで、予め割り当ててください。ラウンドと
ラウンドの間や死亡時のタイミングで、バーンカードの設定が可能です。1マッチ中に使えるバーンカー
ドは3枚までで、バーンカードは1度使用すると消滅してしまうため、最適なタイミングで使用しましょう。

Burn Cards
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ゲーム開始時はパイロット／タイタンともに、2種類のプリセットからロードアウトを選択できます。また、
プレイ中に、武器の変更などを含むロードアウトのカスタマイズも可能になります。

　ロードアウト

Loadouts



〒 160-0023　東京都新宿区西新宿 4-33-4　住友不動産西新宿ビル 4号館 7F
商品に関するお問い合わせ：カスタマーサポート係
TEL 0570-081800（受付時間 11:00 ～ 19:00 ／土日祝休）
WEB https://help.ea.com/jp/
※ゲームの内容・攻略に関しましてはお答えしておりません。

©2014 Respawn Entertainment, LLC. Respawn, Respawn Entertainment and Titanfall are trademarks of Respawn Entertainment, LLC. EA 
and the EA logo are trademarks of Electronic Arts Inc.


	目次
	タイタンフォールの世界
	インストール
	Xbox 360 版
	ＰＣ版

	操作方法
	Xbox 360　パイロット
	Xbox 360　タイタン
	PC　パイロット
	PC　タイタン

	メインメニュー
	ゲームへの参加
	キャンペーン
	クラシック
	トレーニング

	バーンカード
	ロードアウト

