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このヒートに耐えられるか？
選ばれし者だけが参加できるThe Leagueの出場権をかけて、最高のドライバーたちをハ
イスピードレースへと誘うレーサーの楽園、パームシティ。このカーレースの聖域を破
壊しようと目論むのが、悪党警官タスクフォース。邪魔する者は誰であろうと叩きのめ
す。昼は激しく走り抜け、夜はその名を欲しいままに。きっとあなたもNeed for Speed™ 
Heatでストリートを制することができる。
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操 作 方法
PCでの操 作

PC版Need for Speed Heat では、様々なコントロールデバイスでプレイすることが可能で
す。プレイ環境を最適化するには、Xbox One ワイヤレス コントローラーの使用を推奨し
ます。マニュアルでは、Xbox Oneワイヤレスコントローラーを使用していることを前提
として操作方法を紹介します。

運転方法はオートマチックとマニュアルの2つ。以下はデフォルトプリセットに基づいた
各モードの操作方法です。

キーボード操 作
オートマチック
ナイトロ 左CTRL

サイドブレーキ SPACE

カメラ視点変更 C

アクション B

ブレーキ S

アクセル W

写真モード PrintScreen（長押し）

携帯アプリ テンキー6

ストーリー目標 テンキー4

トラックをスキップ テンキー2

メニュー TAB

マップ M

ステアリング A / D

カメラ操作 矢印キー

マシン変更（イベント時） Q

クラクション H

スナップショットを撮る PrintScreen



4

マニュアル
ナイトロ 左CTRL

シフトダウン L

サイドブレーキ SPACE

シフトアップ O

アクション B

ブレーキ S

アクセル W

写真モード PrintScreen（長押し）

携帯アプリ テンキー6

ストーリー目標 テンキー4

トラックをスキップ テンキー2

メニュー TAB

マップ M

ステアリング A / D

カメラ操作 矢印キー

マシン変更（イベント時） Q

クラクション H

スナップショットを撮る PrintScreen
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XBOX ONE ワイヤレス コントローラー
メモ: このマニュアルの操作方法はXbox Oneワイヤレスコントローラーの設定に関わる
ものです。

オートマチック
ナイトロ 

サイドブレーキ 

カメラ視点変更 

アクション 

ブレーキ 

アクセル 

写真モード （長押し）

携帯アプリ 

ストーリー目標 

トラックをスキップ 

メニュー メニューボタン

マップ ビューボタン

ステアリング 

カメラ操作 

マシン変更（イベント時） 

クラクション 

スナップショットを撮る 
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マニュアル
ナイトロ 

シフトダウン 

サイドブレーキ 

シフトアップ 

アクション 

ブレーキ 

アクセル 

写真モード （長押し）

携帯アプリ 

ストーリー目標 

トラックをスキップ 

メニュー メニューボタン

マップ ビューボタン

ステアリング 

カメラ操作 

マシン変更（イベント時） 

クラクション 

スナップショットを撮る 

難 易度
難易度をイージー、ミディアム、ハードから選んでください。難易度が低いほど相手が弱
くなり、レースとトライアルでのスコア目標が下がります。難易度はゲーム中にいつでも
変更できます。
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ゲーム画面
ゲーム画面 – 運 転

耐久 度
ライバルマシンに当たったり、障害物に衝突したり、転倒すると自分のマシンがダメージ
を受けます。マシンの耐久度が0になると大破となり、ガレージ行きとなります。しかし追
跡されている最中の大破は逃亡失敗を意味し、CASHとHEAT倍率が失われます。

ガソリンスタンドに寄って耐久度を完全回復しましょう。

メモ: 昼間は耐久度を回復するチャンスは無限にありますが、夜は3回しかこの機能を使
えません。一晩のリミットが近づいてきたら、ガレージに戻る頃かもしれません。

ミニマップ

耐久度

ナイトロゲージ

スピードメーター

RPM

HEATゲージ

REP

REP LVL
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ゲームメニュー
メインメニュー

メインメニューに行くにはメニューボタンを押してください。

プレイ ゲームまたはロビーに戻る、オンラインおよび一般設定を調整す
る、パーティーを組む、プレイヤーを探す。

ガレージ パフォーマンスで自分のマシンを素早く調節する、または自分の
ガレージへ高速移動する。

ソーシャル クルーやクルートライアルを確認する、またはチャレンジやス
ナップショットをのぞき見る。

進行状況 パームシティ地区内の収集アイテムとアクティビティの進行状況
を確認する、またはコーデックスを研究してゲームプレイのヒン
トを得る。

ストーリー
Speedhunters Showdownはパームシティのストリートで絶大な影響力を持ち、各地から
ドライバーやカーマニアを引き寄せてやまない。殺到するレースの才能を利用して、The 
Leagueと呼ばれるレーサーのエリートクラブはレースの栄光を狙う者たちに向けたトラ
イアウトを開催している。しかし彼らの道、そしてあなたの道を阻むのはこの街の高速タ
スクフォース、独自のルールで行動する悪党部隊だ。タスクフォースの縄にかかることな
く、The Leagueへの出場を果たすことができるか？
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あなたのクルー
ルーカス・リベラ
元有名ストリートレーサーであるルーカスは、法を守って生きていくと心に決めている。
ドライバー席には座らないが、現在はパームシティのレーサーたちのメカニックとして働
いており、地域の新参者たちのたまり場として自身のガレージを喜んで開放している。
ルーカスはのんびり屋に見えるが実はとても義理堅く、妹のアナを含め自身の家族を守る
ためなら何だってする。

アナ・リベラ
無鉄砲で頑固、アナは兄のルーカスとは正反対の性格をしている。クルーとストリートを
走り、競争相手を打ち負かすことで最高の幸せを感じる情熱的なレーサー。自身の夢は誰
であろうと、特に警察には、邪魔はさせない。

パームシティ警 察
フランク・マーサー警 部
パームシティ警察に新しく設立された高速タスクフォースのヘッドであるフランク・マー
サーは、公衆の面前では頼れる顔を見せるカリスマ性と威厳を兼ね備えた人物。しかし夜
が更けると私益を求め、法を破り街のストリートレースの問題を悪用するよう部下の警官
たちをたきつけている。

ダニー・ショー
マーサーの忠実な子分であるショーは、金持ちからは喜んで賄賂を受け取り、逆らう者に
はお仕置きを食らわす。とにかくマーサーに認めてもらいたい一心で彼の指示には何でも
従い、罰を恐れることなく違法行為を働く。

エヴァ・トレス
タスクフォース高官の1人であり、マーサーのグループでは欠かせないクールなリー
ダー、トレス。彼女は不正な取引は決して公にせず、傍観者の立場で仕事を行うことで
フォースの露出を避け、自身の生き残りを図る。



10

昼 /  夜
昼に競い、夜にその名を轟かせろ。Need for Speed Heatでは時間帯によってアクセスで
きるイベントが変化し、またリスクも変化します。

ガレージから出る際に昼か夜かを選びます。「マップメニュー」でを押せば夜から昼
へ転換できますが、夜から昼への転換はガレージでしかできません。

昼
昼間はSpeedhunters Showdownイベントに参加してCASHを稼いだり、のんびりとパー
ムシティを探索しましょう。

メモ: 昼にパトロール中の警察がいても、彼らがあなたに構うことはありません。ター
ゲットにされる理由がない限りは。昼の警察追跡ではREPやCASHを獲得できません。 
避けるのが賢明です。

C A SH
昼間に参加できるイベントでは、新しいマシン、マシンパーツ、カスタマイズオプション
などの購入に必要なCASHが手に入ります。しかし必要なREPがなければ、いくらCASHが
あっても購入できないことをお忘れなく。
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夜
警察がうろつく中、不法イベントで走りHEATを稼いであなたのREPを増やしましょう。
警察に逆らうとHEATが増え、さらに高いREPを得ることができます。捕まらなければの
話ですが。

夜を終了させるには、安全にガレージへ入る必要があります。また、逮捕されても夜は終
了します。

REP
パームシティでは評判がすべてです。世界中のCASHを手に入れても、必要なREP LVLがな
ければハイランクのマシンやパーツの購入も、特定のレースへのアクセスもできません。

夜にはHEATのみならず、HEAT倍率も稼ぎましょう。ガレージに戻って夜を終えると、
HEATがREPポイントに換算されます。ある設定量を稼ぐとあなたのREP LVLが上がりま
す。REPが上がると購入できる新しいアイテム、参加できるレースなどが解除され、マシ
ンやパーツなど報酬がもらえます。

HE ATとHE AT倍率
騒乱を起こせばHEATは増加します。ガレージに戻ると、夜に稼いだREPがHEAT倍率と組
み合わさり合計REPが増加します。しかし、HEATが高いとさらに多くの警察がうろつく
ようになり、さらに強力な警察マシンも出現します。HEATがある間は高速移動ができま
せん。獲得できる最大HEAT倍率は5倍です。

HEATが溜まりすぎている時は、ガレージに寄って安全に夜を終えましょう。これによっ
て稼いだREP（さらにHEAT倍率から追加分のREP）が手に入り、HEATとHEAT倍率は0に
リセットされます。

警察に捕まるとHEAT倍率がリセットされ、CASHもいくらか取られてしまうことをお忘れな
く。HEAT倍率を高めるのか、安全にHEATを溜めるのか、選ぶ時は覚えておきましょう。

メモ: 昼間は警察から追跡されている間のみHEATが発生します。追跡が終わればHEAT
は間もなく0にリセットされ、何も得ることはできません。
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ガレージ
ガレージはレーサーにとって第二の家です。マシンのメンテナンス、レーサーチャレン
ジ、クルーの確認をする時はガレージに向かいましょう。

ガレージはあなたの隠れ家。REPを貯めたい時や、夜を完全に終わらせたい時はガレージ
に寄りましょう。マシンが大破した場合（すなわち耐久度が0になった場合）、あなたは
ガレージに送られます。警察に大破させられた場合は、まず逮捕されてしまいます。

マイ マシン
良いレーサーには鋭いドライビング技術が必要ですが、しっかりとメンテナンスされたマ
シンがないことには話になりません。すべてのマシンには、ベースモデルとそのパーツに
よって決められたPRがあります。PRを上げて、新しいレースを開き、さらに強いライバ
ルと戦いましょう。

ハンドリングプロフィール
マシンにはそれぞれ特性があります。マシンのハンドリングコンパスを参照して、レー
ス、ロード、オフロード、ドリフトの4カテゴリーの内どれに当てはまるか見てみましょ
う。新しいタイヤ、サスペンション、ディファレンシャルをインストールすれば、コンパ
スをさらに変化させることができます。イベント用にマシンを選ぶ際は、マシンのハンド
リングプロフィールに注意すること。レースイベントでドリフトマシンに乗ったりしない
ように。
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パフォーマンス
マシンの性能はパーツで決まります。PRを上げるためにマシンパーツを購入、改造した
り、ハンドリングプロフィールを変更しましょう。すべてのパーツはエンジン、シャー
シ、ドライブトレイン、アシストの4カテゴリーのどれかに分類されます。を押してエ
ンジンを上位モデルに交換することもできます。

パーツは品質で評価されます（純正、スポーツ、プロ、スーパー、エリート、アルティ
メット）。REPを上げるとさらに高品質の、さらにCASHがかかるパーツが解除されます。

追加パーツはストーリーミッション、コレクションを制覇するなどすれば解除されます。
パーツの購入前にインベントリをチェックして、所有済みのものを確認しておきましょう。

メモ: メインメニューの「ガレージ」セクションより、パフォーマンス調整が素早く行え
ます。新しいパーツを買わなくても、既に持っているパーツが使えます。

カスタマイズ
パフォーマンスは重要ですが、他のレーサーに印象づけたいなら、自分のマシンをカッコ
よくアレンジしましょう。「ボディメニュー」では、ボディパーツを入れ替えたり、窓に
スモークを貼ったり、縁に色をつけたりできます。「ペイントとラップ」では、マシンに
新しいカラーコーディングを施し、デカールを追加しましょう。「エフェクト」では、ナ
イトロカラー、タイヤスモーク、アンダーネオン、エアサスペンション、クラクションを
カスタマイズできます。また、スタンスや排気音も調整できます。

変更が気に入ったら完成したマシンデザインをアップロードして、「ペイントとラップ」
からみんなにダウンロードしてもらいましょう。

メモ: ボディマシンパーツとエフェクトはCASHがかかりますが、ペイントとラップ、ス
タンス、排気音は無料で調整できます。「ボディメニュー」にも無料のセクションがあり
ます（窓のスモークと縁の色）。CASHがなくても、いつだって自分のマシンをオシャレ
にできますよ。
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キャラクター
マシンはあなたの自慢であり、楽しみかもしれません。しかしあなた自身を忘れてはなり
ません。「キャラクターメニュー」では、ヘア、アウトフィット、シューズなどをカスタ
マイズしたり、余ったCASHでさらなるオプションを購入できます。ヘアカラーはを押
すと変更できます。

新しいキャラクターが欲しいですか？ゲーム中好きな時に「キャラクターを選択」を使っ
て、様々なレーサーの中からキャラクターを選びます。

ショーケース
ガレージの装飾なら美しいマシンに勝るものはありません。を押すと自分のマシン、ま
たはあなたのクルーのマシンをディスプレイします。一度に最大7台のマシンをディスプ
レイできます。

レーサーチャレンジ
CASHやREPが必要ですか？レーサーチャレンジがあります。チャレンジタイプは昼と夜
の2種類。チャレンジにはそれぞれ3つのタスク（「25mジャンプ」、「夜に警察の追跡か
ら逃げよう！」など）があり、タスクをひとつクリアする毎にCASHとREPがいくらか手
に入ります。しかし、3つすべてをクリアすれば最高額のCASHが贈られます。
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イベント
メモ: 異なるイベント毎にふさわしいマシンがあるので、開始前にマシンのハンドリング
プロフィールを確認しましょう。各イベントタイプに合わせて組み立てたマシンを数台所
有しておくのが理想です。イベント開始前に を長押ししてマシンを入れ替えます。

ゲーム画面 –イベント

PR（パフォーマンスレーティング）
すべてのマシンには100から400+のPRがあります。出場するためにある一定以上のPRが
必要なレースもあれば、推奨PRのみがあるレースもあります。マシンのPRを上げるため
に、ガレージに向かってエンジン、ドライブトレイン、シャーシなどをアップグレードし
ましょう。

ミニマップ

レーサー タイム

レースの順位 ラップ / クリア率

スピードメーターチェックポイント

RPM
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SPEEDHUNTERS SHOWDOWNイベント
昼間に参加できるSpeedhunters ShowdownイベントをクリアしてCASHを手に入れま
しょう。これらの公式イベントでは開けた道路と明確な境界線が用意されているため、行
く先を邪魔するものは何一つありません。

夜間イベント
夜間限定イベントを走行してREPを手に入れましょう。これらは公式イベントではないた
め、トップに躍り出るには車両をかいくぐり、障害物をよけ、警察から逃げる必要がある
ことを忘れずに。

高度HE ATイベント
一定のREPとHEAT LVLでのみ参加できる高度HEATイベントは、騒がしくハイストレスな
イベントです。AIの対戦相手たちは高性能のマシンに乗っており、さらに警察がレースを
邪魔しにきます。ハイリスクですが、報酬はデカい！

イベントタイプ
スプリントバトル 一直線の道で他のレーサーたちと対決しましょう。最初にゴール

したレーサーが勝ちとなります。

サーキットバトル ラップレースでフィニッシュラインに最初に到達しましょう。

オフロードレース カーブ、ジャンプ、障害物をマスターすれば、これらのレースで
はアスファルトを目にすることもありません。

トライアル
ドリフトトライアル 用意されたルートでドリフトを決めて、最高スコアを目指しま

しょう。

タイムトライアル 技術に磨きをかけて、固定ルートで最速タイムを目指しましょう。
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その他
警察追跡 逮捕されるかマシンが大破する前に警察を出し抜いてひと泡吹か

せろ！

アクティビティ パームシティの道でアクティビティをクリアしてボーナス報酬を
得ましょう。アクティビティはドリフトゾーン、スピードトラッ
プ、ロングジャンプの3種類があります。

マップ
マップ 画面

マップアイコン
アイコンをハイライトすると説明文が表示されます。行く先を決めたら を押して目的
地までのルートを設定します。ガレージをハイライトしてを押せばそこまで高速移動し
ます。

/を押して、マップアイコンのすべて、またはイベント、アクティビティ、スポッ
ト、収集アイテムに分類して表示します。

アクティビティ

ルートロケーション
ガレージ

収集アイテム
現在地

イベント
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ミニマップ
HUDは画面左下のGPSミニマップを含みます。このミニマップは付近のライバル、現在の
ルート、警察、アクティビティ、収集アイテムを表示します。

高速 移 動
わざわざ街を通り抜けたくない場合は、マップを使って以前訪れたガレージに高速移動す
るか、メインメニューからメインガレージに高速移動することもできます。

ガソリンスタンド
路上で（または追跡されている最中に）マシンの修理が必要な場合、ガソリンスタンドに
寄ってすぐに耐久度を回復しましょう。夜間は、ガソリンスタンドでの耐久度回復を3回
しか行えないので気をつけましょう。

ディーラー
新しいマシンをお探しですか？ディーラーに向かいCASHで新しいマシンを購入しましょ
う。購入できるマシンを解除するにはストーリーミッションをクリアするか、一定のREP 
LVLに達する必要があります。
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警 察
パームシティのタスクフォースは路上の警官の数を増やしています。昼間の警察は彼らに
ぶつからない限り追跡してきませんが、夜間の警察は獲物となる車と賄賂に目を光らせて
います。マップとミニマップを使って付近の警察に注意しましょう。彼らがあなたをター
ゲットにすると、追跡が始まります。

警察の車両はパトローラー、ノーマル、エリート、ライノ、ヘリコプターの5種類です。
HEATが増加するほど、あなたの行く手を阻止しようとさらに強力なマシンが出現します。

パトローラー 装備の少ないユニット。

ノーマル スタンダードな警察マシン。

エリート 高いHEAT LVLで出現する、さらに速く、さらにタフな敵。

ライノ 重いダメージを与えてくる強力マシン。正面衝突で行く手を阻む。

ヘリコプター ヘリコプターのライトに当たっている間は捕捉状態となり、逃亡
が困難になる。ヘリコプターは燃料が限られているため、やがて
ベースに戻る。

うろつく警 察
昼夜問わず路上をパトロールしているパームシティ警官がいます。昼間彼らは（追跡する
理由がない限り）あなたを無視しますが、夜は少しでもHEATがあれば即座に追跡してき
ます。彼らのマシンは赤いアイコンでマップとミニマップに表示されているので、注意し
てトラブルを回避するようにしましょう。
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警 察 の追 跡
警察が追跡を開始すると、壁に衝突させたり、道路から押し出したり、行く手を遮るなど
して、あなたの動きを止めようとしてきます。追跡中に警察マシンにダメージを与えたり
破壊したりするとさらにHEATが溜まり、完全に大破させると追加でHEATが加算されま
す。逃亡するには見えない場所まで逃げ切ってやり過ごすか、追ってくる警察を排除する
しかありません。

キルスイッチ
ノーマルとエリート警察マシンは、マシンをハックし、ダメージを与え、視界とハンドリ
ングを妨害して、あなたのマシンをキルスイッチすることができます。これらの攻撃を回
避するには、彼らの射程外まで走るか、ダメージを与えて当該マシンを破壊します。

逃亡失 敗
警察があなたを追い詰めたり、追跡中にあなたのマシンを大破させると逮捕されます。彼
らはあなたのCASHの一部を奪い、HEATとHEAT倍率はリセットされ、あなたはガレージ
に送られてその夜は終了となります。

賄 賂
追跡中、彼らに賄賂を渡して追跡を免れるチャンスがわずかにあります。CASHの一部は失
いますが、HEAT倍率は維持されます。HEATが高すぎると賄賂のチャンスはありません。
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クルー
レースは孤独な戦いですが、あなたにはクルーがついています。他プレイヤーとチームを
組み、クルートライアルで競い合い、CASHとREPをさらに手に入れて、彼らのマシンを
あなたのガレージで鑑賞しましょう。

メインメニューの「ソーシャル/クルー」セクションから、あなたのクルーと以下の全オ
プションにアクセスします。

スタータークルーと報 酬
クルーの一員になるだけでボーナスCASHとREPが手に入るのだから、独りぼっちでいる
ことはありません。新しいプレイヤーは、まず自動生成されるスタータークルーの中に自
動的に振り分けられます。そこで他のプレイヤーと出会い、互いの成長を助け合うことが
できます。

クルーメンバーの1人がREPを獲得すると、クルー全員がREPを獲得しレベルアップが促
進されます。クルーのREP LVLが上がるほど全メンバーへの新しいボーナスと報酬が解除
され、その中には最高REP LVLに達したクルー向けの限定マシンも含まれています。

メインメニューの「クルー報酬」画面から、アクティブになっているクルー報酬および今
後の報酬をチェックしましょう。

クルーリー ダーシップと役 割
スタータークルーがREP LVL10に達すると、クルーのために一定量のREPを獲得したプレ
イヤーはクルーリーダーになることができます。全条件が満たされると、マイクルーペー
ジ内でリーダーシップを引き受けた最初のプレイヤーは新しいリーダーとなり、スター
タークルーから本物のクルーに成長します。クルーにリーダーは1人だけなので、早い者
勝ちです！

クルーリーダーの他にも役割が存在し、それぞれが行うことのできる独自のアクションが
あります。デフォルトでは、全プレイヤーはメンバーとしてスタートします。
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アクション/役割 リーダー	
（1人まで）

管理者	
（5人まで） リクルーター メンバー

リーダーシップの
譲渡 X

クルーの詳細編集 X

メンバーを外す X X

昇格/降格 X X

クルー申請の承諾
/拒否 X X

プレイヤーをク
ルーへ招待 X X X

クルーREP	LVLに
贈与 X X X X

クルー報酬を獲得 X X X X

クルーの作成 、参加
スタータークルーに居続ける必要はありません。希望であれば友人のクルーに参加した
り、プレイヤーからの招待を承諾したり、あなた自身のクルーを作ることもできます！

クルーを作るには、まずメンバーズセクションからクルーを抜けるを選択し、今いるスター
タークルーまたは既存のクルーを辞めます。次にクルーの作成画面に行き、必要事項を入力
してクルーをカスタマイズすれば、ブーン！パームシティを制する準備が整いました！

クルーを持つと、メンバーズ画面からプレイヤーを招待してランクを上げることができま
す。また、メインメニューから「パーティー/プレイヤー」を開いてを押せば、ゲーム
中に出会ったプレイヤーを直接招待することもできます。

自分のクルーを作成したくない場合、（招待メニューにある）クルー招待を受け取って既
存のクルーへ参加するか、クルーを見つける画面でクルーメンバーシップのリクエストを
送ることもできます。
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クルートライアル
ゲームを進めていくと、クルートライアルが解除されます。これらのクルー限定チャレン
ジには、ベストタイムを記録するクルーランキングがそれぞれ付いています。

参加すると、記録された対戦相手のゴーストマシンとレースが始まります。衝突はありま
せん。これはスキルの戦いです。

クルーランキング1位を目指してクルーメンバーとのバトルです。でも安心はしないでく
ださい。タイムが破られるとプレイヤーに通知されるので、彼らは王座奪還を狙い再度挑
戦してくるかもしれません！

収集アイテムとアクティビティ
Need for Speed Heatの世界はボーナスゲームに溢れています。収集アイテムの探索であ
れ、アクティビティのクリアであれ、トップに躍り出るには技術と決意、そしてもちろ
ん、ガレージいっぱいのマシンが必要になります。

パームシティのマップは18の地区に分かれています。各地区でアイテムを見つけ、チャレ
ンジに勝利する毎に報酬が得られます。18地区すべての収集アイテムとアクティビティタ
イプを制覇して、さらに巨大な賞品を獲得しましょう。すべてを手にしたいのであれば、
探索を始めましょう！



24

コレクション
看板
看板キャンペーンを進めるパームシティ警察にビビらないように。すべての看板を破壊して
あなた自身のメッセージを伝えるのです。高速で近づき、しっかり狙って、全速力でぶつか
りましょう。すべての看板を壊すと、ユニークなNissan GT-R Nismoが解除されます。

ストリートアート
パームシティの路上ではグラフィティアーティストが活躍しており、目を引くアート、ス
テンシル、ステッカーがランドマークや建物に描かれています。好みのものを集めたら、
ラップエディターに送って自分のマシンをカスタマイズしましょう。すべてのアートワー
クを見つけると、Nissan 370z Nismoが解除されます。

フラミンゴ
パームシティのそこかしこに隠れている数々のネオンピンクフラミンゴを見つけて破壊
し、内なる鳥類破壊者に報いましょう。すべての鳥を粉砕すれば、Porsche Cayman GT4
の特別モデルが手に入ります。

アクティビティ
スピードトラップ
危険運転を撲滅を目指し、パームシティ警察は各地区にスピードカメラを導入しました。
カメラの前を最大速度で通過して、警察の取り組みに感謝の意を表しましょう。すべての
カメラで3スターを獲得し、ユニークなMcLaren 600LTを解除しましょう。

ドリフトゾーン
パームシティのレーサーたちは地域中でドリフトスコアを記録しています。各ゾーンを見
つけて彼らのスコアを超えると、BMW M4 GTS (F82)が手に入ります。

ロングジャンプ
素晴らしいランアップ、完璧なアラインメント、常軌を逸したパフォーマンスを組み合わ
せてすべての長距離ジャンプチャレンジをクリアし、Lamborghini Huracan Performante 
Spyderを手に入れましょう。
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