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操作方法
オフェンス時／ディフェンス時で操作方法が変わります。本ソフトには「クラシ
ック」「NEWコントロール」「2ボタン」の3 種類の操作方法があります。操作
方法の設定はプロフィール作成時、もしくは「カスタマイズ」の「設定」で行っ
てください。なお、本解説書内では「クラシック」での操作を説明しています。

基本操作

選手移動 左スティック

ファーストタッチ／ノックオン R2ボタン＋右スティック

ダッシュ R2ボタン（長押し）

ストップ＆ターン 左スティック（離す）＋L1ボタン

プロテクト／遅いドリブル／スライド L2ボタン（長押し）

フェイスアップ・ドリブル L2ボタン＋R2ボタン

スキルムーブ 右スティック

ストップ＆キープ 左スティック（離す）＋R2ボタン

オフェンス操作（シンプル）

ショートパス／ヘディング Jボタン

ロブパス／クロス／ヘディング Lボタン

スルーパス Kボタン

シュート／ボレー／ヘディング Hボタン

トリガーラン L1ボタン

ループシュート L1ボタン+Hボタン

コントロールシュート R1ボタン+Hボタン

シュートフェイク Hボタンを押した直後にJボタン

パスフェイク Lボタンを押した直後にJボタン
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オフェンス操作（アドバンス）

ハードストッププロテクト
（ドリブル中）

L2ボタン

ロブのスルーパス L1ボタン+Kボタン

跳ねるロブパス R1ボタン+Lボタン

ロークロス Lボタン（2回押す）

グラウンダークロス Lボタン（3回押す）

アーリークロス L1ボタン+Lボタン

パスをスルーする R1ボタン（長押し）

キャンセル L2ボタン+R2ボタン

ファイン・パス R1ボタン+Jボタン

フレアシュート L2ボタン（長押し）+Hボタン

戦術

オフサイドトラップ 方向キーCの後、方向キーC

チームプレス 方向キーCの後、方向キーV

サイド交換 方向キーCの後、方向キーZ

センターバックの攻撃参加 方向キーCの後、方向キーX
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ディフェンス操作

選手の切り替え L1ボタン

選手の切り替え（マニュアル） 右スティック

タックル／プッシュプル
（追跡時）

Hボタン

ホールド（追跡時） Hボタン（長押し）

スライディングタックル Lボタン

ボールクリア Hボタン

スライド L2ボタン（長押し）

囲い込み Jボタン（長押し）

チームメイト囲い込み R1ボタン（長押し）

ランニングスライド L2ボタン+R2ボタン（長押し）

ゴールキーパー操作

キック Hボタン／Lボタン

スローイング／パス Jボタン

チャージ／ドロップ Kボタン

ゴールラインで待機 Kボタン（2回押す）

ボールを拾う R1ボタン

ゴールキーパーに切り替える タッチパッドボタン
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フリーキック

グラウンダーパス Jボタン

ロブパス／クロス Lボタン

シュート Hボタン

ドライブシュート L1ボタン+Hボタン

壁ジャンプ（ディフェンス時） Kボタン

壁から飛び出す（ディフェンス時） Jボタン

壁を左右に移動（ディフェンス時） L2ボタン／R2ボタン

壁を前方に移動（ディフェンス時） R1ボタン

フリーキック（アドバンス）

第2キッカーを呼ぶ L2ボタン

第2キッカーがシュートを打つ L2ボタン+Hボタン

第2キッカーがパスを出す L2ボタン+Jボタン

第2キッカーがロブパスを出す L2ボタン+Lボタン

第2キッカーをおとりに使う L2ボタン+Hボタン、直後にJボタン

第3キッカーを呼ぶ R1ボタン

第3キッカーがシュートを打つ R1ボタン+Hボタン

第3キッカーをおとりに使う R1ボタン+Hボタン、直後にJボタン



新しくこのゲームをプレイする方へ
「FIFA 14」を新しくプレイされる方は「設定」の「操作設定」で「アシス
ト」を有効にすることをお勧めします。完璧なタイミングやポジショニン
グで操作しなくても、パスやセービングを簡単に実行できるようになりま
す。より難しい操作に挑戦したくなったら、アシスト機能の有効範囲が狭
くなる「セミアシスト」か、アシスト機能が無効になる「手動」を選択し
てください。
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コーナーキック＆スローイン

コーナーキック（ロブクロス） Lボタン

コーナーキック（ローボールクロス） Lボタン（2回押す）

コーナーキック（グラウンダークロス） Lボタン（3回押す）

コーナーキック（パス） Jボタン

スローイン Jボタン

スローイン（マニュアル） Kボタン

ロングスロー Lボタン

受け手を動かす L1ボタン

ペナルティキック

シュート Hボタン

コントロールシュート R1ボタン+Hボタン

ループシュート L1ボタン+Hボタン

ゴールキーパーダイブ 右スティック

ゴールキーパー左右移動 左スティック
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スキルムーブ
右スティックをメインに操作してコマンドを入力すると、さまざまなフェイントを繰り出
すことができます。操作できるスキルムーブは選手のレベルによって決まっています。

1レベル ムーブ

リフティング（立った状態） L2ボタン（長押し）+
R1ボタン

フットフェイント（立った状態） L1ボタン（長押し）

2レベル ムーブ

ボディフェイント 右スティックZ／X  [フリック]

ステップオーバー 右スティックCYZ／CIX

リバースステップオーバー 右スティックZYC／XIC

ボールロール 右スティックZ／X（長押し）

ドラッグバッグ（立った状態） R1ボタン+左スティックV  [フリック]

3レベル ムーブ

ヒールフリック 右スティックCV  [フリック]

フリックアップ 右スティックCCC  [フリック]
ルーレット 右スティックVOZYCIX／

VUXICYZ

左へフェイクを入れて右へ 右スティックZOVUX

右へフェイクを入れて左へ 右スティックXUVOZ

※フリックとは：左／右スティックを弾くようにすばやく入力する操作です。
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4レベル ムーブ

ボールホップ（立った状態） R3ボタン

ボールロールカット左 右スティックX（長押し）、
左スティックZ（長押し）

ボールロールカット右 右スティックZ（長押し）、
左スティックX（長押し）

ヒールトゥヒールフリック 右スティックCV  [フリック]

シンプルレインボウ 右スティックVCC  [フリック]

アドバンスレインボウ 右スティックV  [フリック]
C（長押し）C  [フリック]

左へフェイントして右へ 右スティックZOVUX

右へフェイントして左へ 右スティックXUVOZ

左ヒールチョップ（ランニング中） 右スティックOO

右ヒールチョップ（ランニング中） 右スティックUU

左スクープターン（立った状態） 右スティックOO

右スクープターン（立った状態） 右スティックUU

ストップ＆ターン（ランニング中）
右スティックCZ  [フリック]／
CX  [フリック]
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5レベル ムーブ

エラシコ 右スティックXUVOZ

リバースエラシコ 右スティックZOVUX

ドラッグバッグフェイク＆左へ抜ける
（立った状態）

R1ボタン+
左スティックVUXUVOZ

ドラッグバッグフェイク＆右へ抜ける
（立った状態）

R1ボタン+
左スティックVOZOVUX

ホーカスポーカス 右スティックVOZOVUX

トリプルエラシコ 右スティックVUXUVOZ

ボールロール＆左フリック 右スティックX（長押し）
C  [フリック]

ボールロール＆右フリック 右スティックZ（長押し）
C  [フリック]

クイックボールロール（立った状態） 右スティックV（長押し）

ソンブレロフリック（立った状態） 右スティックCCV  [フリック]

ターン＆スピン（左右） 右スティックCZ  [フリック]／
CX  [フリック]

ボールロール左フェイク（立った状態） 右スティックZ（長押し）
X  [フリック]

ボールロール右フェイク（立った状態） 右スティックX（長押し）
Z  [フリック]

ラボーナフェイク（リフティング中） L2ボタン+Lボタン／
Hボタン、Jボタン+左スティックV

エラシコチョップ左 右スティックVZ  [フリック]

エラシコチョップ右 右スティックVX  [フリック]
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5レベル ジャグリングトリック

レースフリックアップ L2ボタン+R1ボタン（長押し）

バックソンブレロフリック 左スティックV（長押し）

左ソンブレロフリック 左スティックZ（長押し）

右ソンブレロフリック 左スティックX（長押し）

アラウンド・ザ・ワールド 右スティックVOZYCIXUV／
VUXICYZOV

空中エラシコ 右スティックZX  [フリック]／
XZ  [フリック]

フリックアップボレー 左スティックC（長押し）

チェストフリック 左スティックC、L3ボタン（長押し）、
R3ボタン（3回押す）

T.アラウンド・ザ・ワールド 右スティックVOZYCIXUV
  [フリック]C
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設定
「FIFA 14」をはじめて起動するときには「初期設定」か「カスタマイズ」を選
択して、クラブを選択してください。

試合の準備
試合をはじめる前に、設定画面の「ゲーム設定」からカスタマイズができます。
試合時間、難易度、実況解説、CPU、使用球など、さまざまな項目を選択して
ください。負傷やオフサイドなどのルール適用を変更することもできます。

カメラのヒント
「ゲーム設定」のメニューから、カメラの設定を行うことができます。試
合の種類に応じて、７種類のオプションから選択してください。設定を行
うことで、自分の好みに合った視点からピッチを見渡し、試合を体験でき
ます。

セーブ＆ロード
「FIFA 14」はオートセーブ機能を使用しています。ゲームの進行や最新の設定
は自動的に保存されます。オートセーブアイコンが表示されている間は、ゲーム
を終了したり、PlayStation®4本体の電源を切ったりしないでください。
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メインメニュー
ホーム
ホームからは、最近プレイしたゲームモードへ簡単にアクセスできます。「キッ
クオフ」ではすぐに試合を開始でき、「Ultimate Team」では究極のチームを
作成できます。「キャリア」をスタートすることや、最新の「EAS FC ニュース
とアラート」を確認することも可能です。

プレイ
キックオフやオンラインモードなど、ピッチに飛び出してさまざまなゲームモー
ドをプレイしましょう。キックオフやオンラインモードでは、実際のスタッツを
使用し、最新のサッカー界を舞台にプレイすることができます。

EA SPORTS™ フットボールクラブ
EA SPORTS™ フットボールクラブは「FIFA 14」をプレイする、あなたのす
べての友達とつながることができる場所です。マイアラートや友達のニュース
を通じて、友達のアクティビティをチェックしてみましょう。ゲームの成績を友
達と比較し、友達を上回るランキングを狙ってください。誰かがあなたの成績を
上回ると、アップデートを受け取ることもできます。カタログからアンロック
アイテムをプレゼントしたり、友達のステータスをすばやく入手したり、またメ
ッセージ機能でコミュニケーションを深めたりして、EA SPORTS™ フットボ
ールクラブを「FIFA 14」のソーシャルネットワークとして利用することができ
ます。

カスタマイズ
「カスタマイズ」画面からは、ゲームやオンラインの設定変更、プロフィールの
閲覧、チームの編集などを行うことができます。
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ゲームの始め方
試合中の画面の見方を紹介します。メインメニューから｢プレイ｣を選択してさま
ざまなモードでゲームを始めてください。また、練習アリーナやスキルゲームで
テクニックを磨くこともできます。

画面の見方

選手のステータスバー
1.スコア
2.試合時間
3.操作中の選手
4.レーダー
5.エネルギーメーター
6.パワーバー
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キックオフ
「プレイ」画面から「キックオフ」を選択して、試合をはじめましょう。ゲーム
に登場する、クラブや代表チームを選択できます。最新のチームや調子のアップ
デートには、EAサーバーへの接続が必要です。

週間ハイライト
実際に行われるその週のベストゲームを確認し、プレイする試合を選択できま
す。高いスキルレベルを選択すれば、それだけ獲得できるEXPが多くなります。
実際に行われた試合に基づくチャレンジでは、歴史を書き換える機会が与えられ
ます。こうした試合をプレイするためには、Sony Entertainment Network ア
カウントへのサインインと、EAサーバーへの接続が必要です。

好調な選手
実際のサッカー界で現在好調な選手を確認できます。

好調なチーム
実際のサッカー界での最新チームレーティングを確認できます。
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FIFA ULTIMATE TEAM
自分だけのUltimate Teamを作成し、チームケミストリーを調整て、FIFA 
Ultimate Team(FUT)ランキングのトップを目指しましょう。選手を選択して
ケミストリーが高いチームを作成し、トランスファーマーケットでアイテムを購
入／売却してください。シングルプレイヤーやオンラインのさまざまなゲームモ
ードをプレイできます。

はじめに
「FIFA Ultimate Team」の開始時には、最初の試合をプレイする前に、選手を
入れ替えてリンクを高め、チームケミストリーを改善する方法を学ぶことができ
ます。その後は、自分だけのチームを作成し、トランスファーマーケット、販売
されているパックで、あなたのチームを強化してください。

ケミストリー
ケミストリーはUltimate Teamを成功させる鍵です。スター選手を揃えたチー
ムは個人能力は高いですが、同時にケミストリーが高くなければ力を最大限に力
を発揮できません。ケミストリーが高くなれば、試合中のパフォーマンスも高ま
り、勝利する確率が高くなります。
あなたのチームのケミストリーレートは、アクティブチームの右上に表示されま
す。得意なポジションに選手を配置すれば、ケミストリーが改善されます。国籍
やリーグ、クラブが同じ選手をリンクさせると、選手間のリンクが緑色になりま
す。これは、リンクが強くなったことを表しています。
選手をアクティブチーム画面で入れ替え、あなたのクラブやトランスファーマー
ケットから新しい選手を追加して、チームの理想的なバランスを発見してくだ
さい。

ケミストリースタイル
すべての選手は、平均的な能力を持つベーシック・ケミストリースタイルからス
タートし、カードアイテムのケミトリースタイルを適用することで、能力の値を
変更できます。
6種類のカテゴリーから、選手のポジションに応じたカードを適用し、個性的な
プレイスタイルでチーム力を高めましょう。
また、選手の持つ6つの能力は矢印で表され、選手のケミストリーが高いほど、
緑の矢印が多くなりケミストリースタイルはより大きな効果を発揮します。
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契約
選手をピッチへ送り出す前に、まずは契約が必要です。アクティブチームを確認
し、選手を選択してLボタンを押し、アクションメニューにアクセスしてくださ
い。次に「消耗品を使用」を選択し、契約を選手に適用します。右スティックで
ステータス一覧へ切り替えると、全選手の残り契約期間が表示されます。
スタートを有利にするため、スターターパックの選手には特に長い契約期間
（45試合）が設定されています。パック内の選手は全員７試合の契約を残して
おり、試合をプレイすると１試合ずつ減っていきます。選手がサブや控えにい
て、まったく試合に出場しなかった場合には、その試合で契約期間が減ることは
ありません。

試合、トーナメント、シーズン
チームを試合、トーナメント、シーズンに挑戦させて、報酬を獲得してくださ
い。トーナメントの試合はつねに１ラウンドのノックアウト方式で、オンライン
やシングルプレイヤーでプレイできます。試合に勝利するとコインを獲得し、ト
ーナメントに優勝するとトロフィーやコイン、パックなどを獲得できます。
シーズンは10試合で構成され、オンラインやシングルプレイヤーモードでプレ
イできます。勝ち抜いて優勝するか、上のリーグへの昇格をめざしてください。
このモードでは、昇格、残留、降格システムが存在します。１試合で勝敗が決ま
るのではなく、シーズンを通した戦績で結果が決定します。
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トランスファーマーケット
トランスファーマーケットでは、アイテムを購入、閲覧、売却できます。ここで
は、チームの総合レートやケミストリーレートを高める新しい選手を発見できま
す。新しい選手を探す場合は、クオリティやポジション、ケミストリースタイ
ル、価格などを条件に設定して検索し、あなたのアクティブチームに合った選手
を探してください。

名前検索
チームに加入させたい特定の選手を検索する場合は、選手検索のオプションを使
用して、選手の名前か名字を入力してください。検索結果から、欲しい選手が簡
単に選択できます。

チームからの検索
トランスファーマーケットでは、選手をアクティブチームから直接検索し、現在
の選手と比較して、希望する場合は移籍の入札ができます。アクティブチーム画
面から選手を選択し、Lボタンでアクションメニューを表示させて「選手を入れ
替える」を選択してから、「トランスファーマーケットを検索する」を選択して
ください。

ストアからのパック購入
ストアからパックを購入して、チームに加える選手を手に入れましょう。トーナ
メントに優勝するか、シーズンの終了時に特別報酬としてパックを獲得できる場
合もあります。

マイクラブ
トランスファーマーケットや、購入／獲得したパックから選手を入手した場合に
は、１チームが必要とする人数以上の選手が手に入る場合があります。マイクラ
ブには、現在のチームに含まれていない選手や、消耗品、その他のアイテムがす
べて含まれています。

ランキング
ランキングからは、自分とフレンドや、FUTの全世界トップ100ユーザーの成績
を比較できます。Ultimate Teamを作成し、トーナメントやシーズンをプレイ
して、クラブを成長させてください。
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キャリア
「キャリア」は、サッカークラブに関わる人間としての生涯を体験できる、リア
ルなゲームモードです。このモードは選手キャリアと、監督キャリアに分かれて
います。

選手キャリア
自分で選手を作成するか、既存のプロ選手の１人を選択して、さまざまなリーグ
やカップ戦、大陸内の大会をプレイします。最終的に代表チームに選出されるよ
うにスキルを磨きましょう。

選択した選手のみを動かす：操作方法
プレイするポジションに応じて、攻守のバランスに注意して操作しましょう。オ
フェンス時には、タイミングよく走り込んでボールを要求してください。ディフ
ェンス時には、相手の攻撃を上手くカバーしてください。サッカーはチームワー
クが重要です。チームメイトとのコミュニケーションが成功の鍵となります。ピ
ッチ上では、どこにいても下記の操作が可能です。

パス／クロスを要求する Jボタン

スルーパスを要求／指示する Kボタン

シュートを指示する Hボタン
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インジケータ
Be A Proでは、プロ選手のような判断力が求められます。インジケータを使用
して、自分が最適なポジションにいることを確認してください。

ポジショニング

どのポジションの選手でも、試合中の位置取りが重要になります。ポ
ジショニングのセンスを高めるために、矢印をガイドとして利用でき
ます。矢印が表示されなくなるまでガイドに従い、現在のポジション
取りが正しいことを確認してください。

オフサイド

試合中はオフサイドラインへの注意が必要です。オフサイドポジショ
ンにいる場合は、フラッグのアイコンが表示されます。反則を取られ
て貴重なEXPを失わないためにも、最後尾の相手ディフェンダーより
前に出ないように、オンサイドポジションを維持してください。

マーキング

数多くのゴールが、相手選手のマークを見失うことによって生まれて
います。こうした失点を防ぐには、マーキングが重要なテクニックに
なります。マークしなければならない選手の下には、赤いリングが表
示されます。距離を詰めてタイトなディフェンスを心がけましょう。
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選択した選手のみを動かす：ゴールキーパーの操作方法
ゴールキーパーは、ピッチ上でもっとも重要なポジションの１つです。ゴール前
で適切なポジショニングを維持し、シュートをセーブし、クロスをカットして、
キャッチしたボールをすばやくチームメイトに送ってください。

注意 ゴールキーパーの操作中には、２つのカメラモードがあります。１つはボ
ールを追い、ピッチ上のアクションを確認するモードです。もう１つはゴールキ
ーパーとして攻撃に備えるモードです。タッチパッドボタンを押してモードを切
り替え、適切なポジショニングを維持してください。

オフェンス時の操作

パスを要求/指示する Jボタン

スルーパスを指示する Kボタン

クロスを指示する Lボタン

シュートを指示する Hボタン

カメラのターゲットを切り替える タッチパッドボタン

ゴールを守る操作

ダイブ 右スティック（長押し）／Jボタン

自動ポジショニング L1ボタン（長押し）

ダッキング L2ボタン+左スティック

チャージ／パンチ Kボタン（長押し）

足元にダイブ Lボタン

予測セーブ Hボタン

2nd DF 囲い込み  R1ボタン（長押し）

カメラのターゲットを切り替える タッチパッドボタン



22

監督キャリア
クラブの財政面を管理し、フロントからの評価を高めましょう。新しい選手をス
カウトし、また予算を管理し、中心選手やチームに対する決断を下して、最高の
クラブにしてください。クラブで成功すれば、代表チームを指揮してFIFAワー
ルドカップのような国際大会を戦うこともできます。

グローバルトランスファーネットワーク
監督としての仕事には、新しい選手のスカウトが含まれます。「FIFA 14」の新
しいグローバルトランスファーネットワークでは、この仕事が今まで以上に簡単
になりました。スカウトを別の国に派遣して各国のリーグをスカウトさせ、スカ
ウト条件を設定して基準に合う選手を探してください。探したい選手がいる場合
は、名前で検索することもできます。新加入選手の候補を見つけたら、スカウト
にその選手個人をスカウトさせて、チームとして最善の決断を行ってください。
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シーズン
オンラインのランキング戦を「シーズン」でプレイできます。１シーズンは10
試合で争われます。十分なポイントを稼いで降格を回避し、次のディビジョンへ
昇格するか、ディビジョンタイトルを狙いましょう。ただし、ディビジョンが上
がると、競争が激しくなり、昇格も難しくなります。

シーズン（協力プレイ）
フレンドとチームを組むシーズンモードで、ピッチを駆け巡ることができます。
シーズン（協力プレイ）は新たな次元のオンラインプレイです。チームを組み、
オンラインで２対２の対戦を行います。ディビジョン１への昇格にチャレンジし
て、キャビネットをトロフィーで埋めましょう。フレンドごとに、別々のシーズ
ンを作成することも可能です。フレンドとシーズンを開始したら、いっしょに、
または１人でディビジョンの昇格をめざしてください。１人でプレイした場合で
も、その結果はランキング（協力）に反映されます。
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プロクラブ
プロクラブに加入するか、自分でプロクラブを作成して、他のプレイヤーとオン
ラインでいっしょにプレイできます。
自分のクラブで全10試合のシーズンを戦い、ディビジョンの昇格を勝ち取りま
す。オンライン用のプロ選手を作成し、クラブやドロップインマッチで育成する
ことで、新たな能力、特性、ゲームプレイ、セレブレーション、ユニフォームな
どがアンロックされます。ゴールを決め、試合に勝利し、最高のプロ選手を作る
ためには、チームワークが成功の鍵になります。
新しい選手としてドロップインマッチをプレイし、チャレンジをアンロックして
ください。準備ができたら、推奨クラブ画面でクラブを探します。この画面で
は、フレンドが加入しているクラブも表示されます。自分でクラブを作成して、
フレンドを招待することも可能です。
クラブのマネージャーとして、移籍画面でクラブへの招待を確認してください。
見逃した場合には、招待の通知はEA SPORTS™ フットボールクラブにもアラ
ートとして表示されます。
プロが成長したら「マイプロ」タブでスタッツや進捗を確認してください。まだ
アンロックしていないチャレンジを確認できます。
EXPやFCCが貯まったら、忘れずにEAS FCカタログからアイテムを購入してプ
ロを強化してください。

オンラインフレンドリー
フレンドを招待してオンラインで対戦し、５試合のシーズンで決着をつけます。
５試合で最高のポイントを獲得した側がトロフィーを獲得します。タイトルを防
衛したければ、次のシーズンも戦ってください。

スキルゲーム
ループシュートやフリーキック、ドリブルなど、特定のアクションを試すチャレ
ンジを完了して、コントロールスキルを向上させてください。能力をマスターす
るとスキルチャレンジがアンロックされ、各スキルのレジェンドになれます。フ
レンドや他のプレイヤーとランキングで比較しながら、スキルレベルを上げてく
ださい。
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練習アリーナ
プレイ画面から「練習アリーナ」を選択し、ゴールキーパーを相手にドリブルや
シュートのスキルをマスターできます。セットプレイの練習や、オリジナルのセ
ットプレイを作成することも可能です。

「FIFA 14」プロフィール
カスタマイズ画面から「プロフィール」を選択すると「FIFA 14」プロフィール
を確認できます。ここからキャリアをロードし、チームを管理できます。

EA SPORTS™ Extras
歓声、チャント、音楽は、あなたのサッカー体験をより豊かにしてくれます。
好きなチームに勝利の歓声を設定し、ライバルチームにチャントを設定しまし
ょう。さまざまなイベントに対して、カスタマイズされた音声を設定できま
す。EA SPORTS™ Traxでは、音楽を再生したり、自分だけの「FIFA 14」サ
ウンドトラックを作成したりすることもできます。ゲームのクレジット表示も可
能です。

チームマネージメント
試合をする前に、カスタマイズ画面から「チームエディット」と「チームマネー
ジメント」を選択して、チームが最高の状態かどうかを確認してください。ここ
ではスタメンの確認と調整、キッカーの確認と再設定、フォーメーションの設定
など、さまざまな選択肢からチームスタイルの選択を行うことができます。この
メニューは、選手キャリア以外の全モードで、あらゆる試合前に利用できます。
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〒 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
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WEB https://help.ea.com/jp/
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