
PlayStat ion 5

オープンベータテスト 操作ガイド



リグスキル

クラフト設置

リロード / インタラクト

ジャンプ

　　　　  オーバードライブ

スーツチェンジ オプション

カメラ操作

シグナルピン

※DualSense ワイヤレスコントローラーでのボタン配置です
※一部の操作は 「オプション」 から変更可能です        

通常攻撃

アクティブスキル２

コミュニケーションホイール

ヘルプナビ

プレイヤーリスト

スーツ詳細

アクティブスキル１/ 構える

アクティブスキル３

移動

スプリント／スコープ倍率変更

操作方法

操作ガイドTOPに戻る



レーダー

ミッション内容

味方 / 敵チームミッション進行度

味方情報

体力ゲージ

ミッション目標

オーバードライブ

クラフト数 残弾数

スコア

メダル

アクティブスキルリグスキル

画面情報

操作ガイドTOPに戻る



射撃による中～遠距離戦を得意とするスーツ。
汎用性に優れ、技術や環境に左右されない性能。

ラヴェジャー スラストアタック

ダイブドッジ

クラスターサルボ

エイム

デッドアイ

近接戦に特化した高速格闘型スーツ。
装甲が薄いため、立ち回りには技術が要求される。

ゼファー

アサルトアサルト

アサルトアサルト

ライフルグレネード

ライフルグレネード スラストアタック

トンファーブリッツ スカイハイ

タービンステップ

リミターオーバーライド

リニアストライク

ダブルジャンプジャンプ中

リニアストライク スカイハイ

「ライフルグレネード」は広範囲の
敵を殲滅できるグレネード弾だ。
敵が群がっているところに撃って
大量殲滅を狙おう。

近接攻撃である「スラストアタック」は
ボタンを長押しすることでチャージ
し威力と効果範囲を伸ばすことが可
能だ。

「リニアストライク」は一部の恐竜を
吹き飛ばし他の敵にぶつけることが
できる。うまく巻き込めば一度に大
量の敵を倒すことが可能。

「スカイハイ」は敵を打ち上げる
強力な蹴り上げ攻撃だ。
リニアストライクとのコンボで敵に
大ダメージを与えよう。

DEADEYE

ZEPHYR

エグゾスーツマニュアル：アサルト

操作ガイドTOPに戻る



三本の地雷矢を放つ「トリプルス
レット」は設置後スキルボタン再入
力で爆発する。炎上する性質を持
ち、狭所での進行妨害に適してい
る。

「スタングレネード」は敵を怯ませるこ
とが可能。
敵に間合いを詰められた時には積極
的に使おう。

 「フロストロック」は敵を凍結させる氷塊

を前方に放つ足止め攻撃だ。凍らせた恐竜

は、倒した時に氷片をまき散らして周囲に

ダメージを与える。優先的に狙おう。

高威力・長距離射程の「スティンガー
ショット」は、敵を貫通する効果を持
つ。直線状に並ぶ敵に放つことで、そ
の真価を発揮するだろう。

グレネードをばらまく火力特化型スーツ。
爆発や炎上効果を活かした狭所での戦闘が得意。

バラージュ

遠距離狙撃を得意とするスーツ。位置取りと正確
な狙撃技術が立ち回りのカギとなる。

ヴィジラント

アサルトアサルト

アサルトアサルト

サブソニックバースト スティンガーショット

フロストロック

バレルブレイカー

レールガンチャージ

ヴォルトジャンプ中

スキップボンバー スタングレネード

フリップドッジ

バーニングハート

トリプルスレット スタングレネード

フロストロック スティンガーショット

トリプルスレット

起爆

BARRAGE

VIGILANT

エグゾスーツマニュアル：アサルト

操作ガイドTOPに戻る



ROADBLOCK

KRIEGER

MURASAME

「挑発」で引き付けた恐竜は、しばらくの間ロードブ
ロックを狙いやすくなる。敵を引き付けて、味方を攻
撃から守ろう。

シールドで押しとどめた敵は「シールドブラスト」で
押し返そう。押しとどめた敵が多ければ多いほど威
力と攻撃範囲が強力になる。

敵の攻撃を防ぎ、小型の恐竜を押しのける「ドームシー
ルド」を展開する。敵に囲まれたときに展開し、味方が
安全に攻撃を行えるエリアを作り出そう。

「スタンロックミサイル」は、ロックオンした対象にホーミ
ングするミサイルを放つ。ミサイルはヒットした敵を麻
痺させ、攻撃の起点を作り出す。

「金剛衝破」は特殊な構えを取り全方位からの攻撃を防ぐことが
できる。一定量のダメージを防ぐと刀が強化された「羅刹状態」
になりつつ、強力なカウンター攻撃を繰り出せる。

「孤月」はムラサメの周囲を大きく薙ぎ払う居合抜刀
術だ。この攻撃は敵の注目を引き付け、自分の間合
いに敵を誘導する。

ロードブロック

耐久に優れた重量型スーツ。
巨大な盾で味方を守り、チームの生存率を上げる。

クリーガー

高い制圧力を持った重装備型スーツ。
スーツに内蔵された兵器で敵の進行を食い止める。

K-40リパルサーミニガン ドームシールド

スラスターダッシュ

トーデスレイゲン

スタンロックミサイル

ホバージャンプ中

ムラサメ

間合いに入った敵を両断する迎撃特化型スーツ。
リーチの長い大太刀で、周囲の敵を一手に引き受ける。

タンクタンク

タンクタンク

タンクタンク

ヘイメーカー 挑発

スキッドドッジ

ストームドライブ

バリスティックウォール

シールドブラスト

挑発 シールドブラスト

ドームシールド スタンロックミサイル

金剛衝破 孤月

桐一文字 金剛衝破

カウンター発動

竜跳虎臥
明鏡止水

孤月

エグゾスーツマニュアル：タンク
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WITCHDOCTOR

SKYWAVE

NIMBUS
「スプレッドショット」は、予備の拳銃を呼び出し弾丸を打ち
出すスキルだ。アタックモードでは敵にダメージを与え、サポ
ートモードでは味方を回復する効果となる。

「モードスイッチ」は、ニンバスの最大の特徴であるアタック
モードとサポートモードを切り替え、同時に威力と回復性能
のそれぞれが強化された弾丸をリロードする。

「リペアゾーン」は範囲内の味方を継続回復するフィ
ールドを生み出す。傷ついた味方のそばで積極的に
展開しよう。

エネルギーを味方に与えることで回復させる技
「フィード」は、敵に当てると逆にエネルギーを奪い、
ニューロロッドを最大まで充填する。

「グラビトンケージ」は周囲の敵を一点に集める効
果がある。仲間のスキルに併せて使えば、より効果
的に敵を殲滅できる。

「オプティクスジャマー」は味方には回復効果をもたらし、
敵にはジャミング/視界不良効果を与える。敵味方が入り
混じった場面で放てば戦況を有利にできる。

ウィッチドクター

味方との連携を得意とする支援型スーツ。
味方や自身の装甲を修復し、能力を強化して戦う。

スカイウェイブ

飛行が可能な後方支援型スーツ。
敵に様々な行動阻害を与えるアクティブスキルを持つ。

エーテルランス グラビトンケージ

スリップストリームオプティクスジャマー

エアスプレマシージャンプ中

マーズ＆アポロ スプレッドショット

ホロワープモードスイッチ

ニンバス

二種類の銃を切り替えて戦う支援型スーツ。
攻撃と回復を使い分け、戦場をトリッキーに駆け回る。

サポートサポート

サポートサポート

サポートサポート

ニューロロッド リペアゾーン

レスキューリープ

バイタルオーラ

フィード

グライドジャンプ中

ディシンクロナイズ

アンチポードバースト

リペアゾーン フィード

グラビトンケージ オプティクスジャマー

スプレッドショット モードスイッチ

エグゾスーツマニュアル：サポート
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素早いブーストジャンプを行う。
移動や緊急回避に利用しよう。

回復フィールドを生み出す。
緊急で回復が必要なときに使おう。

遠距離まで届くビームを放つ。
空中の敵や遠くの敵への攻撃に活用しよう。

一定量の攻撃を防ぐシールドを前方に展開する。
敵の猛攻をしのいだり、致命的な一撃から身を守るのに使
おう。

触れた敵を麻痺させる電磁手裏剣を投擲する。
麻痺状態によって敵の動きを止め、攻撃の起点を作り出そ
う。

一瞬の溜めの後、巨大ドリルによる強力な攻撃を行
う。
敵がダウンしたときなどに、積極的に狙っていこう。

スーツにリグスキルを付与する装備。スーツチェンジで変更可能。
「スーツ×リグ」の組み合わせで、自分の戦闘スタイルを追求しよう。

キャノン エイド カタパルト

シールド ブレード ドリルフィスト

リグ

操作ガイドTOPに戻る



一部の敵を倒すとフィールドにドロップする「クラフトチップ」を使って設置できるアイテム。
どのスーツでも使用可能なので、積極的に取得し戦況に応じて活用しよう。

クラフト所持数は画面右下で確
認することができる。

使用方法
・ クラフトチップを取得後に     でクラフトを
設置。
・     【長押し】で設置プレビューを行うことが
できる。

タレットウォール プラットフォーム
高い耐久性を持つ壁を設置する。
味方の攻撃は通し、敵の攻撃を防ぐことができる。

空中に浮かぶ足場を設置する。
高所の有利な戦闘環境を構築することが可能。

レーザーを発射する砲台を設置する。
一定間隔で前方の敵を攻撃する。

クラフト

※ドロップするクラフトはプレイの度に変化します。操作ガイドTOPに戻る



ティラノサウルス
高い攻撃力と様々なリーチに対応
した攻撃手段を持つ攻撃的な大
型恐竜。

リヴァイアサンから与えられる特殊なリグ。 大型恐竜を召喚し、自由に操ることが可能。
ミッション中に使用すると敵チームのエリアに侵入しミッションの進行を妨害することができる。

咬みつき 岩飛ばし

ジャンプ咬みつき レイジングバイト

カルノタウルス
手数を活かした攻撃を仕掛ける、
機動力の高い大型恐竜。

咬みつき / 踏みつけ 突き上げ 突進

トリケラトプス
正面方向への防御力と突進や吹き飛ばしといった
妨害手段を備えた大型恐竜。

突進 体当たり グランドインパクト

敵に素早く咬みつく攻撃
　  左右を押しながら　　で、左右
に踏みつける攻撃になる

頭を振り上げて、前方に攻撃し、
当たった敵を大きく吹き飛ばす

全力で突進し、当たった敵を吹き飛ばす
連続でヒットさせることで、大ダメージを
与えることができる

　 方向に体当たりを行う
突進中は　　方向に向きを変えな
がらドリフトを行う

全身全霊のパワーを込めた踏みつぶ
し攻撃で周囲の敵に大ダメージを与
える

敵に素早く咬みつく攻撃
      【長押し】で三回までの連続攻撃がで
きる

上空に大きくジャンプし、空中の敵に
飛びつく着地の衝撃も敵にダメージを
与える

      【長押し】の間、突進を続ける
当たった敵を壁まで連れていきぶつけ
ると大ダメージを与える

地面から岩をけり上げ
尻尾を振ってつぶて状に砕き、正面に飛ば
す

敵に飛び掛かり強靭な顎でとらえた敵
を確実に倒す

       【長押し】で取得
       構える/キャンセル
        (構え状態で)起動

ドミネーター

操作ガイドTOPに戻る



ドミネーターの解除
体力ゲージ

制限時間

ドミネーター解除アイコン

ドミネーター使用中は壁越しでも敵スーツが見える

・体力ゲージが0になる。
・制限時間が0になる。
・　　【長押し】で自発的に解除できる。

画面情報 - ドミネーター使用状態

操作ガイドTOPに戻る



クロスプレイ設定

オープンベータテストでは、他プラットフォームのプレイヤーとマッチング
を行うことができます。
オプションの [ 全般 ] ＞ [ ネットワーク ] からクロスプレイ設定を変更
できます。

ボイスチャット設定

味方チームのプレイヤーとゲーム内ボイスチャットを使用して、コミュニ
ケーションをとることができます。
オプションの [ サウンド ] から、ボイスチャットの設定を変更できます。

オプション

操作ガイドTOPに戻る
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