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操作
注意:このマニュアルの操作は、クラシック操作設定のものです。

ムーブメント
選手移動 左スティック
ファーストタッチ/ノックオン R ボタン + 右スティック
ダッシュ R ボタン(長押し)
ストップ&フェイスゴール 左スティック (放す) + Q ボタン
プロテクト/遅いドリブル/スライド W ボタン(長押し)
フェイスアップ・ドリブル W ボタン + R 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 (放す) + R ボタン

オフェンス(シンプル)
ショートパス/ヘディング S ボタン
ロブパス/クロス/ヘディング F ボタン
スルーパス D ボタン
シュート/ボレー/ヘディング A ボタン
トリガーラン Q ボタン
ループシュート Q ボタン + A ボタン
コントロールシュート E ボタン + A ボタン
シュートフェイク A ボタン、S ボタン
パスフェイク F ボタン、S ボタン

オフェンス(アドバンス)
ハードストッププロテクト(ドリブル中) W ボタン + 左スティック(放す)
ロブのスルーパス Q ボタン + D ボタン
跳ねるロブパス E ボタン + F
ロークロス F ボタン(ダブルタップ)
グラウンダークロス F ボタン(トリプルタップ)
アーリークロス Q ボタン + F ボタン
パスをスルーする E ボタン(長押し)
キャンセル W ボタン + R ボタン
ファイン・パス E ボタン + S ボタン
シュートフェイクからパス E ボタン + D ボタン
フレアシュート W ボタン(長押し) + A ボタン
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戦術
トラップ 方向キー C 、方向キー C 
チームプレス 方向キー C 、方向キー V 
サイドの交換 方向キー C 、方向キー Z 
CBの攻撃参加 方向キー C 、方向キー X 

ディフェンス
選手切り替え Q ボタン
プレイヤースイッチ(マニュアル) 右スティック
タックル/プッシュプル(追跡時) A ボタン
ホールド(追跡時) A ボタン(長押し)
スライディング F ボタン
ボールクリア A ボタン
スライド W ボタン(長押し)
囲い込み S ボタン(長押し)
チームメイト囲い込み E ボタン(長押し)
ランニングスライド W ボタン + R ボタン

ゴールキーパー
キック A ボタン/F ボタン
スロー/パス S ボタン
チャージ/ドロップ D ボタン
ゴールキーパー D ボタン(ダブルタップ)
ボールを拾う E ボタン
ゴールキーパーに切り替える SELECT ボタン

フリーキック(シンプル)
グラウンダーパス S ボタン
ロブパス/クロス F ボタン
シュート A ボタン
ドライブシュート Q ボタン + A ボタン
壁ジャンプ(守備時) D ボタン
壁から飛び出す S ボタン
壁を左右に移動 W ボタン/R ボタン
壁を前方に移動 E ボタン
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フリーキック(アドバンス)
第2キッカーを呼ぶ W ボタン
第2キッカーのフリーキック W ボタン + A ボタン
第2キッカーでパスを出す W ボタン + S ボタン
第2キッカーでロブパスを出す W ボタン + F ボタン
第2キッカーをおとりに使う W ボタン + A ボタン、S ボタン
第3キッカーを呼ぶ E ボタン
第3キッカーのフリーキック E ボタン + A ボタン
第3キッカーをおとりに使う E ボタン + A ボタン、S ボタン

コーナーキック&スローイン
コーナーキック(ロブクロス) F ボタン
コーナーキック(ローボールクロス) F ボタン(ダブルタップ)
コーナーキック(グラウンダークロス) F ボタン(トリプルタップ)
コーナーキック(パス) S ボタン
セットプレイ戦術を使う 方向キー V 
スローイン S ボタン
スローイン(マニュアル) D ボタン
ロングスロー F ボタン
受け手を動かす 右スティック(フリック)

ペナルティキック
シュート A ボタン
コントロールシュート E ボタン + A ボタン
ループシュート Q ボタン + A 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(左右移動)

初めてこのゲームをプレイする方へ
ゲームを極めなくても、ピッチ上で鮮やかな動きを披露することができます。
「FIFA」を初めてプレイされる方は、「カスタマイズ」>「設定&操作」>「操
作方法のカスタマイズ」で特定の動きの「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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スキルムーブ
注意:難易度の高いムーブができるのは、スキルが最高レベルの選手だけです！

1レベル ムーブ
リフティング(立った状態) W ボタン(長押し) + E ボタン
フットフェイク(立った状態) Q ボタン(長押し)

2レベル ムーブ
ボディフェイント(左右) 右スティック Z/X (フリック)
ステップオーバー(左右) 右スティック C、Y、Z/C、I、X
リバースステップオーバー(左右) 右スティック Z、Y、C/X、I、C
ボールロール(左右) 右スティック Z/X (長押し)
 ドラッグバック(立った状態) E 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 C、V (フリック)
フリックアップ 右スティック C、C、C (フリック)
ルーレット(右回り/左回り) 右スティック 

V、O、Z、Y、C、I、X/
V、U、X、I、C、Y、Z

左へフェイクを入れて右へ 右スティック Z、O、V、U、X
右へフェイクを入れて左へ 右スティック X、U、V、O、Z

4レベル ムーブ
ボールホップ(立った状態) N ボタン (タップ)
ボールロールカットレフト 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ライト 右スティック Z (長押し)、 

左スティック X (長押し)
ヒールトゥーヒールフリック 右スティック C、V (フリック)
シンプルレインボウ 右スティック V、C、C (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 Z、O、V、U、X
右へフェイントして左へ 右スティック X、U、V、O、Z
左スピン 右スティック O、O
右スピン 右スティック U、U
ストップ&左/右ターン(ランニング中) 右スティック C、Z (フリック)/ 

C、X (フリック)



7

5レベル ムーブ
エラシコ 右スティック X、U、V、O、Z
逆エラシコ 右スティック Z、O、V、U、X
ドラッグバックフェイク&左へ抜ける 
(立った状態)

E ボタン + 左スティック 
V、U、X、U、V、O、Z

ドラッグバックフェイク&右へ抜ける 
(立った状態)

E ボタン + 左スティック 
V、O、Z、O、V、U、X

ホーカスポーカス 右スティック 
V、O、Z、O、V、U、X

トリプルエラシコ 右スティック 
V、U、X、U、V、O、Z

ボールロール&左フリック(ランニング中) 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(ランニング中) 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 C、C、V (フリック)
左/右ターン&スピン 右スティック C、Z (フリック)/ 

C、X (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(ランニング中) W ボタン + F ボタン/A ボタン、 

S 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 V、Z (フリック)
エラシコチョップ右 右スティック V、X (フリック)
オルタネート・ヒールチョップ左 W ボタン + 

右スティック V、Z (フリック)
オルタネート・ヒールチョップ右 W ボタン + 

右スティック V、X (フリック)
ヒール･トゥ･トゥー W ボタン +  

右スティック X、U、V、O、Z
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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 W ボタン + E 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)
左トゥーバウンス 右スティック Z (長押し)
右トゥーバウンス 右スティック X (長押し)
アラウンド・ザ・ワールド 右スティック 

V、O、Z、Y、C、I、 X、U/
V、U、X、I、C、Y、Z、O

ダブル・アラウンド・ザ・ワールド 右スティック V、O、Z、Y、C、I、 
X、U、V、O、Z、Y、C、I、X、 
U、V

空中エラシコ 右スティック Z、X (フリック)/ 
X、Z (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、B ボタン (長押し), 

N ボタン (トリプルタップ)
T・ アラウンド・ザ・ワールド 右スティック 

V、O、Z、Y、C、I、X、U、C  
(フリック)
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ゲームの始め方
クラブの選択
「FIFA 15」をはじめて起動するときに、お気に入りのクラブを選ぶことができま
す。選んだクラブのエンブレムはEA SPORTS™フットボールクラブのあなたの名前の
横に表示されます。「FIFA 15」をプレイするあなたのフレンドにも、あなたがどの
チームを応援しているかが一目でわかります！

EA SPORTS™フットボールクラブとつながろう
「FIFA」をプレイすることで、ソーシャルネットワークがさらに広がります。 
EA SPORTS™フットボールクラブを通して、現実世界でお気に入りのクラブの最新情
報や広報活動にアクセスできます。また、「FIFA 15」をプレイしているフレンドと
交流して、ゲーム中のイベントやゲームの成績をシェアし、ランキングの順位を競
いあうことも可能です。EA SPORTS™フットボールクラブのソーシャル機能を活用し
ましょう。カタログからアンロックアイテムをプレゼントしたり、フレンドの成績
にコメントしたりして、交流を深めてください。

これまでの「FIFA」シリーズの経験に応じた報
酬を獲得
これまでに「FIFA」シリーズをプレイしたことがある場合は、EA SPORTS™フットボ
ールクラブのレベル、EXP、フットボールクラブのクレジット(FCC)が「FIFA 15」に
受け継がれます。また、「FIFA 14」のUltimate Team、キャリア、シーズンの各モ
ードや、EA SPORTS™の「2014 FIFA World Cup Brazil™」でのこれまでの進行に対す
る報酬も受け取れます。

セーブとロード
「FIFA 15」はオートセーブ機能を使用していますので、ゲームの進行や最新の
設定状態は自動的に保存されます。オートセーブのアイコンが表示されている間
は、PlayStation®3本体の電源を切らないでください。セーブが終わる前に電源を切
ると、保存されていない情報はすべて失われてしまいます。また、キャリアなどの
ゲームモードのメニューを見ているときに、F ボタンを押して進行を保存すること
もできます。

試合の準備
試合を始める前に、「カスタマイズ」>「設定&操作」>「ゲーム設定」で試合のカ
スタマイズができます。試合時間、難易度、実況解説、CPU、使用するボールなど
の詳細を設定しましょう。試合にどの程度までリアリティを求めるかによって、怪
我やオフサイドなどのルール適用のオン、オフを切り替えることもできます。
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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。「FIFA 15」 
で何をプレイしていたかによって、直前のキャリアを続けたり、Ultimate Teamに
ジャンプしたり、お気に入りのクラブの現実世界での次の対戦カードをプレイした
り、EA SPORTS™フットボールクラブの最新情報やお知らせにアクセスしたりでき
ます。

プレイ
ここは、「キックオフ」、「Ultimate Team」、「キャリア」、「スキルゲーム」、
「プレイして覚える」、「週間ハイライト」、「トーナメント」、「Be a Pro」など
の「FIFA 15」の主なゲームモードにつながっているハブです。

オンライン
EAサーバーに接続すると、「シーズン」、「FIFAシーズン(協力)」、「オンライン
フレンドリー」、「マッチロビー」などのオンラインモードにアクセスできます。

カスタマイズ
「カスタマイズ」画面であなたの「FIFA 15」体験を微調整しましょう。さまざまな
設定を調整したり、操作設定を見直したり、チームを編集したり、FIFAストアやク
リエーションセンターにアクセスしたり、選手の作成や編集を行ったり、リプレイ
シアターで以前のハイライトを確認したりできます。
歓声やチャント、音楽によってサッカー体験が完璧なものになると、感動が一段と
深まります。お気に入りのチームの勝利の歓声や、ライバルチームのチャントを
はじめ、さまざまなイベントの音声をカスタマイズしましょう。また、EA SPORTS 
TRAXで音楽や歌を探して、自分だけの「FIFA 15」サウンドトラックを編集したり、
クレジットを見て本作を裏から支える優秀な制作チームを確認したりできます。

EA SPORTS™フットボールクラブ
EAサーバーにログインしている間は、メインメニューから、またはゲーム中いつで
も画面右上の隅からEA SPORTS™フットボールクラブにアクセスできます。ここに
は、あなたの現在のレベル、EXP、フットボールクラブのクレジット(FCC)、お気に
入りのクラブのエンブレムが表示されます。STARTボタンを押せばさらに詳しいプ
ロフィールにアクセスできます。左スティック、または Q ボタン か E ボタン 
を押すと、以下のカテゴリーを順に見ることができます。
MYアクティビティー 達成した「FIFA 15」のイベントを確認し、本作をプレ

イしているフレンドに自分の最近の実績をシェアしま
しょう。

ニュース あなたやフレンドがシェアした実績をチェックし、コ
メントしたり、タグ付けをしたりして、感想を伝えま
しょう。

通知 フレンドやFIFA開発チームからの最新の通知を確認で
きます。

カタログ カタログを閲覧できます。獲得したFCCを使って、新
しいセレブレーションや、特別ユニフォーム、チーム
などのアイテムをゲットしましょう。アイテムの多く
は、「FIFA 15」で一定のレベルに達するまでロックさ
れています。
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基本を学ぶ
プレイして覚える
「FIFA」シリーズを初めてプレイする場合は、「プレイ」画面から「プレイして覚
える」を選択して、基本を学びましょう。ドリルや1対1の練習、セットプレイ、練
習試合などで、足慣らしをするには最適です。
ベーシック ドリルで、ショートパス、シュート、ドリブル、ディ

フェンスなどの個別のスキルを学びます。好きなもの
から始めましょう。練習目標を達成すると、チャレン
ジ達成に向けたポイントがたまっていきます。さらに
高得点を目指して再挑戦するか、次のチャレンジに進
むかを選択できます。こうして4種類の基本スキルをす
べてマスターするまで続けられます。

セットプレイ作成 一番身につけたいスキルを練習するために、独自のセ
ットプレイをカスタマイズします。

セットプレイ練習 ペナルティキック、コーナーキック、フリーキック、
スローインなどのセットプレイを練習します。それか
ら、アタッカーやディフェンダーの数、どのチームで
どちらのサイドでプレイするかや、カメラのアングル
などの設定を調整します。

練習試合 練習試合を行い、フルメンバーの試合で新たに身につ
けたスキルを実際に試してみましょう。

1 on 1 邪魔の入らないピッチで、ゴールキーパーと2人で1対1
の練習をしましょう。ポーズメニュー(STARTボタン)か
らも、セットプレイの練習を選んだり、練習試合を始
めたり、セットプレイを作成したり、サイドを変えた
りできます。

アリーナの選手を選択 練習で使用するアリーナの選手を選びます。選び終わ
って「プレイして覚える」メニューに戻ると、選択し
た内容が自動的に保存されます。

アリーナのゴールキー ゴールを守るのに使用するアリーナのゴールキーパー
パーを選択 を選びます。「プレイして覚える」メニューに戻る

と、選択した内容は自動的に保存されます。

スキルゲーム
ピッチ上で動きを練習し、世界に広がる「FIFA 15」のコミュニティにチャレンジし
ましょう！ パスやシュート、ディフェンス、クロス、フリーキック、そしてゴール
キーパーとしての守備など、個別のスキルを教えてくれるブロンズドリルから始め
ましょう。ドリルを1つ終えると、次のレベルのさらに難しいドリルがアンロック
されます。
ブロンズ、シルバー、ゴールドの順にドリルを終わらせていき、スキルチャレンジ
をアンロックしましょう。スキルチャレンジでは、新しい動きを試せる特別なドリ
ルや、試合に挑戦できます。ポイントがたまると、アマチュアレベルの先へ進み、
フレンドランキングで成績を比べることができます。グローバルトップ100プレイ
ヤーと肩を並べることも夢ではありません！ ワールドクラスのプレイヤーになれる
スキルがありますか？
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ゲーム画面

選手ステータスバー

チーム管理
スターティングイレブンを選び、次にピッチに立ったときにどんなプレイをするか
のプランは立てましたか？ メインメニューから「カスタマイズ」>「チーム編成」>
「チーム管理」と進んで調整を始めましょう。ここでの設定が「FIFA 15」でのあな
たのチームに影響を及ぼします。

チーム編成
スターティングイレブンを選び、誰が今日ピッチに立つのかを決めます。選手の1
人をハイライト表示させ、A ボタンを押すと選択できます。次に2番目の選手を選
ぶと、フィールド上のポジションを入れ替えることができます。また、画面下部の
サブ/リザーブの中から選手を選んでフィールド上の選手と交代させることもでき
ます。
選手を選択するときは、画面右側の各選手の情報や能力を確認しましょう。ま
た、D ボタンを押すと、画面上でハイライト表示させたポジションにお勧めのサブ
メンバーを見ることができます。

キック力

体力レベル

スコア

操作中の選手

試合時間

レーダー
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怪我
試合中にチームの選手の1人が負傷したら、ポーズメニュー(STARTボタン)か
らチーム管理を開き、調整を行いましょう。自分のチームを見るときは、赤い
負傷のアイコンに注意します。これはその選手が負傷していることを示してい
ます。その選手をハイライト表示させ、画面右上隅で負傷の状況を確認してか
ら、別の選手を選んで入れ替えましょう。負傷した選手のスターティングポジ
ションをハイライト表示させ、D ボタンを押すとお勧めのサブメンバーを見る
ことができて便利です！

フォーメーション
フォーメーションを閲覧し、そのうちの1つをハイライト表示させると、画面に表示
されます。使用したいフォーメーションを見つけたら、A ボタンを押して選択し、
現在の試合に適用しましょう！
フォーメーションを細かくカスタマイズして、ピッチ上の選手たちのアクションを
指示することもできます。「フォーメーション」で、F ボタンを押して「フォーメ
ーションのカスタマイズ」を行い、変更を開始します。
「プレイヤー条件」を選択し、各ポジションの個々のプレイヤーの条件を設定しま
す。たとえば、ストライカーを選択し、カバー領域や全体戦略に応じて、「中央に
留まる」や「ワイドに開く」といった指示を設定しましょう。各オプションの意味
を詳しく知りたい場合は、画面右側の詳細情報をご覧ください。
現在のフォーメーションの中でピッチ上の選手を再配置したいときは、「フォーメ
ーションのカスタマイズ」から「ポジショニング意識」を選択し、選手を選んで左
スティックを動かしてポジションを調整してください。

戦術
方向キーに割り当てられたあなたのチームの現在の戦術を確認します。ここで好き
なスロットを選び、そのボタンに割り当てる新しい戦術を選択したり、独自の戦術
を作成して、それを方向キー V や、方向キー Z 、方向キー C、方向キー X に割り
当てたりできます。こうしておけば、試合の最中でも最適と思われる手段に素早く
アクセスできます！

役割
キャプテンや、さまざまな場面でのキッカーなど、あなたのチームの役割を見て、
現在どの選手にどんな役割が割り当てられているかを確認します。別の選手にその
役割を割り当てたいときは、役割をハイライト表示させてからA ボタンを押して選
択し、現在のチームの中からその役割を割り当てたい選手を選んでください。



14

インスタント リプレイ
ちょうどテレビで現実世界の試合を見ているときのように、試合中の重要なシーン
は、その直後にリプレイを見ることができます。画面左上にポップアップ表示が出
たらF ボタンを押すと、インスタントリプレイにアクセスして映像を保存できま
す。また、試合中はいつでもポーズメニューからインスタントリプレイにアクセス
できます。
「インスタントリプレイ」では、マッチハイライトを編集して専用のリプレイシア
ターに保存したり、http://www.easports.com/fifa/football-club にアップロードした
りできます。後でハイライトを見るには、メインメニューから「カスタマイズ」 > 
「リプレイシアター」に進んでください。

インスタントリプレイの操作
再生/一時停止 A ボタン
巻き戻し W ボタン
早送り R ボタン
再生速度の変更 (再生中) B ボタン
カメラ視点の変更 F ボタン
ズーム (衛星カメラ視点) 左スティック
カメラ回転(衛星カメラ視点) 右スティック
キーフレーム 方向キー C/方向キー V
シフト 方向キー Z/方向キー X
フィールド上のカメラターゲットを選択 Q ボタン/E ボタン
画面撮影 N ボタン
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ゲームモード
マッチデイ・キックオフ
メインメニューの「プレイ」パネルで「キックオフ」を選択すると、好きなクラブ
や代表チームですぐにクイックマッチを始められます。試合を始める前に、「チー
ム管理」や「ゲーム設定」を開いて、試合の設定を微調整することができます。

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。
高いスキルレベルの試合を選択すれば、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もとづくマッチデイ・チャレンジでは、歴史を書き換える機
会が与えられます。

キャリア
「キャリアモード」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。どんな目標を設定するかはあなた次第。監督キャリア
か選手キャリアのどちらかを選ぶことができます。

監督キャリア
監督として、あなたは勝てるチームを作り上げていきます。試合ごとに戦術を設定
し、すべての選手が充実したトレーニングをできるように目を配って、勝利を目指
しましょう！
キャリアモードを開始するには、指揮を執りたいチームを選び、キャリア設定、監
督設定を調整してください。チーム予算の管理からユニフォームデザインの決定ま
で、あらゆることが含まれています。そのすべてが、どのように自分のカラーを出
しながらクラブを運営していくかに大きな影響を及ぼします。

財政緊縮度
キャリア設定で、財政緊縮度を設定するのを忘れないでください。この設定が
クラブの長期的な収入や予算に大きな影響を及ぼします！ 選手の売却でどのく
らいの現金が移籍予算に入ってくるかもこの設定によって決まってきます。
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監督キャリアメニュー
セントラル このパネルで、監督としてやるべき仕事や現在の順位

などの概要を確認できます。最新ニュースや得点ラン
キング、試合結果や今後の日程などをここでチェック
しましょう。スカウトを派遣したり、カレンダーを進
めたりして、日程を消化していってください。

チーム編成 スタメンの決定から選手の背番号の変更まで、チーム
の管理はここで行います。チーム、フォーメーショ
ン、戦術、役割、背番号の編集を行うことができま
す。また、チームレポートやチームランキング、負傷
者リストなどもここで確認できます。

移籍 「移籍」パネルで、可能な限り強いチームを作り上げ
ましょう。グローバルトランスファーネットワークを
通じて新しい選手をスカウトしたり、レンタルや移籍
が可能なすべての選手を確認しましょう。過去、現在
を問わず移籍関連のニュースを閲覧し、特定の選手を
検索することもできます。候補者リストや移籍の履
歴、財政を確認しながら、チームにとって長期的な利
益となるよう賢明な判断を下してください。

オフィス ここで監督としてのさまざまな仕事を行います。メー
ルチェック、選手の契約管理、予算が不足した場合の
増資申請、ユースのスカウトの雇用、監督として設定
した目標の確認、キャリア概要の閲覧のほか、新たな
監督職を探すこともできます。また、ゲーム設定の変
更もここでできます。

シーズン 監督としてのキャリアの進行状況を定期的にチェック
しましょう。ここからカレンダーや順位表、結果、日
程、チームの現在の順位などへアクセスできます。世
界のサッカーの動向をここで把握しましょう。また、
チームや選手個々のスタッツを確認し、選手たちがど
んな競争にも耐えられるようにしておきましょう。

グローバルトランスファーネットワーク(GTN)
監督としての仕事の1つが、獲得すべき新たな選手を探すことです。グローバルトラ
ンスファーネットワークを使えば、効率よくその仕事を行うことができます。「セ
ントラル」 > 「トランスファーネットワーク」で、チームの力となる新たな才能の
発掘を始めましょう。
「スカウト」のタブでスカウトを選び、彼らを任意の国に派遣してスカウティング
のネットワークを構築します。「条件」のタブでは、ポジションや年齢、契約期間
を選び、選手に求める能力を最大6つまで選択して、スカウトへの指示を設定でき
ます。あなたが求めているのは、素早い攻撃を展開できるプレイメーカータイプで
しょうか。それとも相手の攻撃の芽を摘むためにハードワークする守備的な選手で
しょうか。
新加入選手の候補を見つけたら、スカウトを派遣して調査し、チームとして最善の
決断を行ってください。
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メンバー表
想定されるさまざまなシナリオに対応するために、複数のチーム編成ができるよう
になりました。リーグ戦、国内カップ戦、ヨーロッパカップ戦、それぞれに対応す
るチーム編成をあらかじめ作っておくことができます。「チーム編成」パネルで「
メンバー表」を選び、チーム編成を行ってください。「チーム編成」パネルでB 
ボタンを押すと、作成したチーム表の名前を変更できます。

選手キャリア
若手サッカー選手としてキャリアをスタートし、チームの中心メンバーを目指しま
す。チームの勝利に貢献してスター選手になりましょう。引退する頃にはレジェン
ドと呼ばれているかもしれません。あるいは監督に転身して、サッカー人生を続け
ていくこともできます。
まず、自分で選手を作成するか、選択したチームに所属している実在のプロ選手を
選択します。オリジナルの選手を作成した場合は、名前や外見、ポジション、能力
等の詳細項目を微調整できます。

ゲームフェイス
EA SPORTS™ゲームフェイスで、自分そっくりの選手を作成しましょう！ 
http://www.easports.com/gameface にアクセスしてサインインすると、
あなたの顔の3Dアバターを作成することができます。「FIFA 15」にイン
ポートする前に、アバターの細かい部分を編集できます。

選手として成功するために大事なのは、第1目標と第2目標を達成することです！  
たとえば、シーズン中に一定数以上のゴールを決める、シーズン中に一定数以上の
アシストを記録する、といったものです。キャリアメニューの「セントラル」パネ
ルで、現在の目標を確認できます。

選手キャリアメニュー
セントラル カレンダーを進めて日程を消化したり、目標や最新ニ

ュースを確認したり、選手の編集をしたりできます。
マイプロ ここで、売り出し中のサッカー選手である自身の成長

の軌跡を確認できます。メールをチェックしたり、チ
ームレポートやチームランキングを閲覧したり、マイ
アクションやチャレンジ、マイキャリアなどで自身の
成長を確認したりしましょう。また、設定の変更もこ
こで行えます。

シーズン スケジュールや自分のチームの戦術、個々の選手のス
タッツ、試合結果や日程、世界中のリーグの順位表を
見ることができます。

http://www.easports.com/gameface
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FIFA ULTIMATE TEAM
Ultimate Teamを作成し、チームケミストリーを最大限に高め、FIFA Ultimate Team 
(FUT)ランキングのトップを目指しましょう。選手を選んで高いケミストリーを持つ
チームを作り上げ、24時間オープンしている移籍市場でアイテムを売買し、シング
ルプレイやオンラインのさまざまなゲームモードでプレイしましょう。

ゲームの始め方
初めてUltimate Teamをプレイする場合は、最初の試合を始める前に、選手のポジ
ションを交換してリンクさせ、チームケミストリーを高める方法を学びます。その
後で自分のチーム作りに着手し、移籍市場やパックストア、クラブを見に行きまし
ょう。

ケミストリー
Ultimate Teamでの成功の鍵となるのがケミストリーです。スター選手を揃えれば、
ピッチ上で異彩を放つかもしれません。しかし、チームが最大限のパフォーマンス
を発揮するには、高いケミストリーが求められます。ケミストリーが高いほど、チ
ームは試合で優れたパフォーマンスを見せます。つまり、試合に勝つ確率が上がる
のです。
あなたのチームのケミストリーレーティングは、アクティブチーム画面の右上隅に
表示されます。選手をそれぞれの得意のポジションに配置することで、ケミストリ
ーは向上します。また、国籍や所属リーグ、所属クラブが同じ選手を合わせること
で、さらにケミストリーを強化できます。緑色の線は、選手間に強いリンクがある
ことを示します。
アクティブチームの画面で選手のポジションを入れ替えたり、クラブや移籍市場か
ら新たな選手を獲得したりしながら、あなたのチームの理想のバランスを見つけま
しょう！

ケミストリースタイル
Ultimate Teamに登場するすべての選手は、ケミストリースタイルを持っています。
このスタイルが、選手のケミストリーレーティングに応じた能力の向上に影響しま
す。特定のケミストリースタイルに影響を受ける能力の横には矢印が表示されま
す。ケミストリーを構築していくと、矢印は白から緑に変わります。
チームのポテンシャルを最大限に引き出すには、選手に新たなスタイルを適用し
て、異なる能力をアップグレードさせましょう。それがチーム全体の戦術にも影響
してきます。その影響は、新たなスタイルが適用されるまで選手に残ります。新た
なスタイルは、パックや移籍市場で入手できます。
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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「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、選手に契約を適用します。右スティックを動かしてステー
タス一覧に切り替えると、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。パックから入手した選手は全員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常に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、時にはパックを獲得できます。
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モードでプレイできま
す。勝ち抜いての優勝、または上のリーグへの昇格を目指してください！ このモー
ドには、昇格、残留、降格のシステムが存在します。1試合落としたからといって、
シーズンの戦いが終わるわけではありません。負けを取り返すチャンスが与えられ
ています。
フレンドリーシーズンでは、全5試合を戦うフォーマットでフレンドに挑戦できま
す。フレンドひとりひとりとの戦いの記録やスタッツを後から確認できます。シー
ズンを制して現タイトルホルダーの称号を獲得し、思いっきり自慢しましょう。

移籍市場
移籍市場では、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
ーティングやケミストリーレーティング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、レベルやポジション、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素早く探し出して
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、選手検索の最初のオプション
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。
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コンセプトチーム
コンセプトチームは、パワフルなチーム編成計画ツールです。FUTで使用できるす
べての選手を使ってチームを組むことができます。
コンセプトチームを使用するには、「アクティブチーム」の画面で選手や空のスロ
ットを選択してから、「アクション」メニューで「選手を入れ替える/選手を追加す
る」を選択します。コンセプトチームを使って、チームの将来の計画を立てましょ
う。移籍市場に実際に資金を投入する前に、ある選手の代わりを探したり、新たな
中盤の構成のケミストリーをチェックしたり、さらには完全に選手を入れ替えたラ
インナップを試してみたりすることもできます。

レンタル選手
レンタル選手とは、限られた試合数の間だけチームで使用できる選手です。どこの
クラブも獲得を熱望するような人気の選手をレンタルで獲得し、試合で試すことが
できます。初めてFUT 15でクラブを作成した場合は、レンタル選手を1人無料で獲得
できるチャンスがあります。フットボールクラブカタログには、さらに多くのレン
タル選手が用意されています。

パックストア
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
移籍市場や、購入・獲得したパックから新しい選手を入手していくと、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全選手や、消耗品、その他のアイテムが含まれています。

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。

トーナメント
公式のリーグ戦やトーナメントをプレイしたり、オリジナルのトーナメントを作成
し、架空のカップを懸けて戦ったりしましょう。参加チーム数を決めたり、ルール
や日程を自由に調整したりできます。
トーナメントを開始したら、試合をプレイしても、シミュレートしてもかまいませ
ん。カレンダーやチームスタッツ、試合結果、記録、トーナメント表を1つの画面
で見ることができます。優勝を勝ち取るべく奮闘するチームの戦いぶりを常に確認
しましょう。
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BE A PRO
Be A Proモードで、観客を沸かせるプレイを披露し、勝利をつかみましょう。ピッ
チ上のフィールドプレイヤー1人、またはゴールキーパーを操作できます。その選手
に固定された3人称視点のカメラがあらゆるアクションを捉えます。「プレイ」パネ
ルで「Be A Proフィールドプレイヤー」か「Be A Proゴールキーパー」を選択して、
プレイを始めましょう。

注意:3人称視点のカメラは、Be A Proモードのシングルプレイの時のみ使用で
きます。フレンドと一緒にプレイしている場合は、通常のBe A Proカメラの視
点になります。

BE A PROフィールドプレイヤーの操作
Be A Proでは、プロ選手のような判断力が求められます。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。上手く活用して勝機を高めましょう。

パス/クロスを要求する S ボタン
スルーパスを要求/指示する D ボタン
シュートを打たせる A ボタン

インジケータ
Be A Proでは、現実の選手が直面するような難しい状況にも対処しなければなりま
せん。インジケータを使用して、自分がピッチ上の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
副審に攻撃の流れを断ち切られないようにするためにもフラッグには常に
注意しましょう。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。そのままではオフサイドになってしまうので、最後尾
の相手ディフェンダーよりも前に出ないようにして、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、相手選手をフリーにしてしまうことによって生まれて
います。こうした失点を防ぐこともあなたの仕事です。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。できるだけ早くタイ
トにマークしましょう！
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BE A PROゴールキーパーの操作
ゴールキーパーは、ピッチ上で最も重要なポジションの1つです。Be A Proゴールキ
ーパーでは、ゴールキーパーを操作して、ゴールを死守しなければなりません！ 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素早くチームメイトに送ってください。集中を切らして
はいけません！ ミスが許されないポジションなのですから。

注意:Be A Proゴールキーパーには、2つのカメラモードがあります。1つはピ
ッチ上の試合の流れの中でボールを追うことができるモードです。もう1つ
は、キーパーに視点を固定したカメラモードで、常に相手の攻撃に備えること
ができます。SELECTボタンを押してカメラを切り替えながら、適切なポジシ
ョニングを維持してください。

攻撃、オフ・ザ・ボール
パスを要求/指示する S ボタン
スルーパスを指示する D ボタン
クロスを指示する F ボタン
シュートを打たせる A ボタン
カメラのターゲットを切り替える SELECT ボタン

自分のゴールを守る
ダイブ 右スティック(長押し)/S ボタン (移動中)
自動ポジショニング Q ボタン(長押し)
ダッキング W ボタン＋左スティック（フリック）
チャージ/パンチ D ボタン(長押し)
足元にダイブ F ボタン
予測セーブ A ボタン
2nd DF囲い込み E ボタン(長押し)
カメラのターゲットを切り替える SELECT ボタン



23

オンラインプレイ
シーズン
オンラインのランキング戦を、激闘必至の「シーズン」で楽しみましょう。1シー
ズンは10試合で争われます。勝ち点を積み重ねて降格を回避し、次のディビジョン
への昇格や、ディビジョンタイトルを狙いましょう。ただし、一筋縄では行きませ
ん！ 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。サッカー
ならではのチャレンジに向けて万全の準備を整えましょう。

FIFAシーズン(協力)
フレンドとチームを組んでピッチを制圧し、シーズンを共に戦い抜きましょう。 
FIFAシーズン(協力)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への険しい道を突き進み、戸棚をトロ
フィーで埋め尽くしましょう。

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試合のシーズンで誰がピッチ上で一番
優れているか決着をつけます。5試合で最も多くの勝ち点を獲得したプレイヤーが
トロフィーを獲得できます。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！

マッチロビー
「マッチロビー」ではオンラインの対戦を検索できます。ランキングあり、ランキ
ングなしの試合を自由に選べます。

クリエーションセンター
http://www.easports.com/fifa/football-club でオリジナルのチームや選手を作成で
きます。また、チームや選手、トーナメントなど、ユーザー作成コンテンツを見る
こともできます。本体へダウンロードしたいアイテムにブックマークしましょう。
また、インターネット上で自分のチームのフォーメーションや戦術を管理すること
もできます。
「FIFA 15」のプレイに戻ったら、メインメニューから「カスタマイズ」 > 「クリ
エーションセンター」へと進み、クリエーションセンターギャラリーを確認しまし
ょう。オンラインでブックマークしておいたアイテムはここでダウンロードできま
す。作成したチームや選手のダウンロードも行えます。
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お問い合わせ
〒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。

"2", "PlayStation", "0", "%", "DUALSHOCK" and "SIXAXIS" are registered trademarks or 
trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. 
"Sony Entertainment Network" is a trademark of Sony Corporation.
"XMB" and "クロスメディアバー " are trademarks of Sony Corporation and Sony Computer 
Entertainment Inc.
Library programs ©Sony Computer Entertainment Inc.
"2" ©1994 Sony Computer Entertainment Inc.
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