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操作マニュアル
操作

注意: このマニュアルの操作表示は、操作設定クラシックのものです。

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 + 左スティック

ストップ＆フェイスゴール

左スティック(離す) + 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) + 左スティック

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(離す) + 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

ループシュート

Qボタン + Aボタン

高精度シュート

Eボタン + Aボタン

低いシュート/叩きつけるヘディング

A ボタン + A ボタン(タップ)

シュートフェイク

Aボタン、Sボタン + 左スティック

パスフェイク

Fボタン、Sボタン + 左スティック
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オフェンス - アドバンス
ボールをプロテクト

Wボタン + 左スティック

ロブのスルーパス

Qボタン + Dボタン

精密ロブスルーパス

Eボタン + Qボタン + Dボタン

グラウンダーのロブパス

Eボタン + Fボタン

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

味方を呼ぶ

Eボタン(タップ)

パスをスルーする

Eボタン(長押し)

トラップキャンセル

Wボタン + Rボタン

ドライブグラウンダーパス

Eボタン + Sボタン

フレアシュート

Wボタン(長押し) + Aボタン

ファンシーパス

Wボタン + Sボタン

小さなノータッチ・フェイント

Qボタン + 左スティック

大きなノータッチ・フェイント

Qボタン + Rボタン

マニュアルプロテクト

Qボタン + Wボタン

精密スルーパス

Eボタン + Dボタン

戦術

オフサイドトラップ

Cキー、Cキー

チームプレス

Cキー、Vキー

サイドの交換

Cキー、Zキー

CBの攻撃参加

Cキー、Xキー
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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

素早く起き上がる(スライディング後)

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

GKに切り替える

SELECTボタン

ドライブスロー

Eボタン + Sボタン

ドライブキック

Eボタン + Fボタン
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フリーキック
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

助走中にカーブをかける

左スティック

ポジション調整

右スティック

選手を選択

Rボタン

キッカーの追加

Eボタン / Wボタン

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
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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)

Fボタン

コーナーキック(パス)

Sボタン

選手切り替え

Qボタン

キックを狙う

左スティック

インジケータ オン/オフ

Cキー

キック力を高める

Fボタン

選手を近くに呼ぶ

Wボタン

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

ペナルティキック

注意: ペナルティを練習するには、練習アリーナからセットプレイ練習に移動してく
ださい(プレイ > 基礎練習 > セットプレイ練習 > ペナルティキック)。
選手移動

左スティック

ポジション調整

右スティック

時間差/ゆっくり走る

Wボタン

ダッシュ

Rボタン

狙う

左スティック

インジケータ オン/オフ

Cキー

選手を選択

Rボタン

シュート

Aボタン

高精度シュート

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)
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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(タップ)

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(長押し) /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(左右)

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&ターン左/右(ランニング中)

右スティックC、 Z (フリック)/
C、 X (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X、U、V、O、Z

逆エラシコ

右スティック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

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)

ターン&スピン(左右)

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

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

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)

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)

左トーバウンス

右スティックZ(長押し)

右トーバウンス

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X、Z(フリック)/Z、
X(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(長押し)C、Bボタン (タップ)、
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、V、C (フリック)
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ゲームの始め方
ピッチに出よう

現実世界の熱いFIFAサッカーを「FIFA 17」で体験しましょう。

「FIFA」の新規プレイヤーは、最初のキックオフ マッチの間に難易度が自動的に調
整され、あなたの「FIFA 17」におけるスキルレベルを判別します。
新規プレイヤー向けの「FIFAトレーナー」
「FIFA 17」を初めてプレイする方は、パスやタックル、クロス、シュートなど
に関するヒントが画面に表示される「FIFAトレーナー」機能を利用しましょう。
ボタン指示を見ながら、スマートなプレイが学べます！

クラブの選択

「FIFA 17」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。 お気に入りに選んだクラブは、キックオフ マッチをプレイする際のデフォルト
チームとして表示されます。

これまでの「FIFA」シリーズの経験に応じ
た報酬を獲得

以前のFIFAシリーズからEA SPORTS™ フットボールクラブレベル、EXP、フットボ
ールクラブ クレジット(FCC)を「FIFA 17」に引き継げます。 また、「FIFA 16」の
Ultimate Team、オンラインシーズンなど、過去の経験に応じて報酬を受け取れま
す。 フットボールクラブ クレジットは、EA SPORTS フットボールクラブカタログの
アイテム購入に使うか、フレンドにプレゼントとして贈ることが可能です。
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ゲームプレイ
メインメニュー
ホーム
プレイ
オンライン
カスタマイズ

最近プレイしたゲームモードへ素早くアクセスできます。カタ
ログも確認可能です。

キャリア、トーナメント、Ultimate Teamなど、「FIFA 17」を
様々なモードで楽しみましょう。

シーズン、オンラインフレンドリーなどのオンラインモードを
始めましょう。
ここで「FIFA 17」のゲーム体験を細かく調整できます。 設定
の変更、操作方法の確認、チーム編成、さらにEA SPORTS™
TRAXのプレイリスト編集も可能です。

EA SPORTS フットボールクラブ
EAサーバーにサインインしている場合、ゲーム中いつでも画面右上にある
ウィジェットからEA SPORTS フットボールクラブ(EASFC)にアクセスできます。
EASFC ウィジェットは、現在のフットボールクラブ レベル、EXP、フットボール
クラブ クレジット(FCC)を表示します。 STARTボタンでアクセスできます。 EA
SPORTS フットボールクラブカタログには「FIFA 17」メインメニューのホームセ
クションにある専用タイトルからもアクセスできます。

ゲーム画面
操作中
の選手
試合時間
スコア
レーダー
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試合の準備

ピッチへ踏み出す前に、設定画面からゲーム設定をカスタマイズできます。試合の長
さ、難易度、試合のコンディション、試合球、その他様々な詳細を選択できます。
試合にどの程度までリアリティを求めるかによって、負傷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。
カメラについて
ゲーム設定メニューでは、カメラ設定のカスタマイズもお忘れなく！ 試合のタ
イプに応じて、最大8種類のカメラタイプの中から選んでカメラ設定をカスタマ
イズできます。 毎試合、自分に合った視点からピッチを眺め、プレイを楽しむ
ことができます。

チーム管理

次の試合に備えて、チームをセットアップします。 チームの作成、フォーメーショ
ンの調整、役割の割り当て、戦術の管理を行いましょう。 メンバー表をインポート
するか新しいメンバー表を作成して、フォーメーションを微調整してピッチに戻り
ましょう。
セーブとロード
「FIFA 17」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。保存されていない情報が
すべて失われてしまう場合があります。
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FIFA Ultimate Team(FUT)

注意: FIFA Ultimate Team(FUT)関連の全モードにはEAサーバーへの接続が必要です。
FIFA Ultimate Team は今年も健在です！ 夢のチームを編成し、様々なシングルプレ
イやオンラインモードで試合をこなし、選手を獲得してケミストリーの高いチーム
を作り上げてください。 パックから選手を獲得するか、もしくは移籍市場で売買し
て、あなた自身のUltimate Teamを作り上げましょう。

ケミストリー

ケミストリーはあなたのUltimate Teamの成功に不可欠です。 もちろん、スターを集
めたチームもあなたをピッチで輝かせますが、チームのパフォーマンスを最大限発揮
するには、高いケミストリーが必要です。 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。
アクティブチーム画面では、あなたのチームのケミストリーレートは右上隅に表示
されます。 選手を得意なポジションに配置し、国/地域、リーグ、クラブを組み合わ
せて、チームのケミストリーレートを改善しましょう。緑の線は、選手間のリンク
が強いことを示します。 適切な監督で選手の忠誠を獲得した場合もケミストリーは
改善します。

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、クラブや移籍市場から新た
な選手を獲得しながら、あなたのチームの理想のバランスを見つけてください！

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。
ケミストリースタイルを組み合わせてお互いを補わせ、チーム全体の戦術を改善しま
しょう。 矢印は特定のケミストリースタイルによって影響される可能性がある能力
に対して表示されます。選手のケミストリーが改善すると、白から緑に変化します。
選手の能力をアップグレードするために使用されたスタイルは、新しいスタイルが適
用されるまで残ります。 新たなスタイルは、パックと移籍市場から獲得できます。
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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
品を使用する」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。 推奨された消
耗品オプションにより、選手の契約がいつ必要になるかを表示できます。
パックにある選手は7試合の契約からスタートします。 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。 各試合
はそれぞれ1試合の契約を消費します。しかし、選手がサブや控えにいて試合に出な
かった場合、その試合の契約は消費されません。

フィットネス

FIFA Ultimate teamでチームが試合を進めていると、選手は疲労しフィットネスレベ
ルが低下し始めます。 フィットネスレベルが低い選手は潜在能力を完全に発揮でき
ず、さらに負傷のリスクも抱えます。

「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「消耗品を使用する」を選択し、フィットネスアイテムを使用し
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、全選手のフィット
ネスレベルが表示されます。 推奨された消耗品オプションにより、フィットネスア
イテムがいつ必要になるかを表示できます。
選手のフィットネスレベルを回復する他の手段として、チームのサブや控えにおく
こともできます。 試合で使用されなければ、選手はフィットネスをある程度回復で
きます。

注意: パックから獲得した選手は、フィットネスが最高の状態からスタートします。

トーナメント、シーズン、フレンドリーシーズン
トーナメント、シーズン、フレンドリーシーズンでチームを試し、報酬を受け取り
ましょう。

トーナメントの試合は4試合のノックアウト形式で行われます。シングルプレイでも
オンラインマルチプレイでもプレイできます。 試合に勝利するとコインが得られ、
トーナメントに優勝すればトロフィーの他にコインやパックが手に入ります！
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シーズンは10試合で行われ、シングルプレイでもオンラインマルチプレイでもプレ
イできます。 シーズンやディビジョン、リーグのタイトル獲得、または昇格を目指
して試合に臨みましょう！ 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。 10番目でスタートするディビジョン
から1番上のディビジョンまで勝ち上がり、報酬を手に入れましょう。ディビジョン
が上になるほど、報酬も大きくなります。
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。 フレンドそれぞれ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
制してタイトルを獲得し、実力を見せつけましょう。

ドラフトモード

FIFA Ultimate Team はドラフトモードでもプレイできます。このモードでは、所持し
ていない選手でのプレイが可能です。 ドラフトではFUTで使用できる全選手からラ
ンダムに選出が行われ、好調選手も登場します！ 各ポジションの選手を選んでチー
ムを作り、シングルプレイかオンラインマルチプレイで、4試合の勝ち抜き戦に挑み
ましょう。
試合を勝ち抜くごとに、報酬は大きくなります。

移籍市場

移籍市場は購入、閲覧、売却を行い、新しい選手を発見してチームの総合レートと
ケミストリーレートを高める場所です。 選手を名前、国/地域、リーグ、クラブ、能
力、ポジション、ケミストリースタイル、価格などで検索して、あなたのアクティブ
チームに必要不可欠な選手を見つけましょう。

コンセプトチーム

コンセプトチームは、チーム編成を企画できる画期的なツールです。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。

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「選手の入れ替え/追加」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、今いる選手の代わりを探したり、新たなチーム編成のケミストリーを事前に
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。
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チーム編成チャレンジ

この新しいモードでは、特定の条件を満たすチームを作って、あなたのチーム編成能
力を試します。 条件を満たしたら、チームを素晴らしい報酬と交換できます。
チーム編成チャレンジにはコンソールで挑戦することもできますし、外出先からモバ
イルコンパニオンアプリで遊ぶこともできます！

ストア

ストアからパックを購入して、チームに加える新たな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。 新たなパックが頻繁に追加されるため、ストアからは目を離さな
いようにしましょう。

マイクラブ

移籍市場やパックから新しい選手を購入、獲得すると、1チーム以上の選手が手に入
るはずです。 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。

キックオフ

「プレイ」画面で「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
試合を始められます。 最新のチーム編成や調子を確認する際には、EAサーバーへの
接続が必要です。
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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。 キャリアモードには監督キャリアと選手キャリアの2種
類があります。

選手キャリア

自分で選手を作成するか、既存のプロ選手を1人選択して、さまざまなリーグやカッ
プ戦、各大陸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。 チームの監督やフロントから、シーズン中の期待やスキルの改善
方法について、ゲーム内でメールを受け取ります。 引退して、監督としてキャリア
を続けることもできます。

監督キャリア

愛する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。 潜在能力が
高い選手をスカウトし、選手を満足させ、予算を管理し、中心選手やチームに対す
る決断を下して、クラブを頂点に導いてください。 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で戦えるチャンスも巡ってくる
でしょう。
監督に求められる役割には、次のようなものがあります:
トレーニング

選手をトレーニングして試合に備えさせましょう。 選手がピッ
チで成功するために必要なカテゴリーを全て網羅した、様々な
ドリルが存在します。 チームの訓練可能な能力、現在の成長、
潜在的な成長をチェックしましょう。

グローバルトランス スカウトを別の国に派遣して各国のリーグを調査させ、スカウ
ファーネットワーク ト条件を設定して基準に合う選手を探してください。 候補選手
(GTN)
を見つけたらスカウトを派遣して視察させ、チームにとって最
適な決断を下しましょう。
メンバー表

プレシーズン
トーナメント

複数のチームを編成して、どんなシナリオに参加した時も対応
できるように準備しましょう。 リーグ戦、国内カップ戦、ヨー
ロッパカップ戦用に、それぞれチーム編成が可能です。 「チー
ム」パネルで「メンバー表」の名前をスタイルに合ったものに
変更し、どんな場合に使うのかすぐに思い出せるようにしてお
きましょう！
監督としてのキャリアを開始すると、プレシーズンのフレンド
リートーナメントに招待され、これを受諾できます。 この機会
を通してチームの選手のことをもっとよく知り、来たるシーズ
ンに備えることが可能です。 良い結果を残せれば、賞金も獲得
できます！
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Be A Pro選手

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」画面で
「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。

スキルゲーム

ループシュートやフリーキック、ドリブルなどの特定のアクションにチャレンジし
て、サッカースキルを磨き上げてください。 各スキルをマスターすると、スキルチ
ャレンジが解除され、そのスキルのレジェンドになれます。 フレンドや他のプレイ
ヤーとランキングを比較することで、スキルレベルを上げる意欲がさらに高まりま
す！

練習アリーナ

「プレイ」画面の「基礎練習」から「練習アリーナ」を選んで、GKに対するドリブ
ルやシュートのスキルを極めましょう。もしくは練習ピッチ中にVキー、Zキー、C
キー、Xキーで、セットプレイを練習しましょう。 アリーナの相手を選んで、現実
世界の選手相手に腕を試し、完璧な練習セッションを実現するための設定を調整する
ことも可能です。

オンライン
シーズン

シーズンはオンラインのランキング戦となっており、最も激しいゲームプレイをお
届けします。 1シーズンは10試合で争われ、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。昇格に向けて万全の準備を整えましょう。

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試合を行い、5試合のシーズンでライバルと争っ
て、どちらが上かを示しましょう。5試合でポイントが多かった方がトロフィーを手
にします。 新しいシーズンで試合を続ければ、タイトルの防衛やフレンドからのタ
イトル奪取も狙えます！
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お問い合わせ
エレクトロニック・アーツ株式会社

〒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 Interactive 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 Interactive Entertainment Inc.
Library programs ©Sony Interactive Entertainment Inc.
"2" ©2016 Sony Interactive Entertainment Inc.
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