


目次

Font Design by Fontworks Inc.
The font used on this product is provided by Hakusyu Fonts co,.Ltd.
The typefaces included herein are solely developed by DynaComware.

9 ゲームの始め方

3 基本操作 10 出陣準備画面

4 基本アクション 11 型の装備と強化

6 武心システム 12 リザルト/真田の試練

7 画面の見方 13 テクニック/アイテム

8 ポーズ画面 14 サポート情報
Dolby and the double-D symbol are 
trademarks of Dolby Laboratories.
Dolby and the double-D symbol are 
trademarks of Dolby Laboratories.



基本操作

背後カメラ移動

固有奥義特殊ボタン

固有技 2

移動 / ダッシュ
カメラ操作

R2ボタンL2ボタン

R1ボタン

左スティック
右スティック

R3ボタン

挑発

ガード（はじき返し）/受け身

OPTIONSボタン

L1ボタン

方向キー

本解説書内ではボタン配置は全て初期設定のものです。
ボタン配置は各種設定／ポーズ画面から変更できます。※本ゲームはワイヤレスコントローラー（DUALSHOCK®4）の振動機能に

　対応しています。振動機能の入/切は、PlayStation®4本体の機能画面で設定できます。

ワイヤレスコントローラー (DUALSHOCK®4)

章によってSANADAブラッド
などの特殊操作に使用します。

L1ボタン+左スティック/方向キーで回避

ショートカットを設定してい
ないときは移動/ ダッシュがで
きます。

※

※

※

ポーズ/
ムービー、デモスキップ

タッチパッドボタン

固有技 1

通常技 バサラ技/
項目の決定

ジャンプ/
項目のキャンセル

△ボタン

□ボタン ○ボタン

×ボタン



見切り

受け身

[ （敵の攻撃がヒットする直前で)
　L1ボタン ＋ 左スティック ]

[ (吹き飛びダウン中に)
　×ボタンまたは L1ボタン ]

はじき返し[ （敵の攻撃がヒットする直前で)
　L1ボタン ]

移動／ダッシュ [ 左スティック ]

ガード [ L1ボタン ]

ジャンプ [ ×ボタン ]

特殊ボタン [ L2ボタン ]

倒した方向にプレイヤーが移動します。
同じ方向に素早く二回入力する、もしくは
一定時間移動するとダッシュになります。

ガード中に左スティックを入力すると、
ステップを行い敵の攻撃を回避できます。

敵の攻撃がヒットする直前で回避すると、
わずかな時間敵が遅くなる見切りが発生します。
成功すると武心を入手できます。

敵の攻撃をガードします。
ガードしている間は敵からのダメージを
受けません。

プレイヤーがジャンプします。
ジャンプ中に□ボタンを押すとジャンプ攻撃、
△ボタンを押すとジャンプ特殊攻撃を放ちます。

敵の攻撃がヒットする直前でガードすると、
攻撃をはじき返せます。
成功すると武心を入手できます。

特定の章の中でSANADAブラッドなどの
特殊操作を行うため使用します。

吹き飛ばされたときにタイミングよく×ボタンか
L1ボタンを押すと、受け身を取れます。

回避 [ L1ボタン + 左スティック ]

基本アクション



バサラ技 [ (バサラゲージが満タンの状態で) ○ボタン ]

固有奥義 [ R2ボタン ]

キャラクターごとの通常技を放ちます。
ボタン連打で連続攻撃、長押しで固有技を
繰り出せます。

キャラクターごとの固有技を放ちます。
それぞれの技の内容はポーズ画面で確認できます。
※一部の武将の固有技は「真田幸村の生涯」の進行で
　解放されます。

※各武将の固有奥義は「真田幸村の生涯」の進行で
　解放されます。

バサラゲージが満タンになっている状態で
○ボタンを押すと、バサラ技を放ちます。
発動中プレイヤーは無敵状態になり、多数の敵に
大ダメージを与えます。

キャラクターごとの固有奥義を放ちます。

通常技 [ □ボタン ][ □ボタン長押しで固有技 ]

固有技 [ △ボタン ][ L1ボタン + △ボタン ][ R1ボタン ]
[ 方向キー / 左スティック + △ボタン ]

基本アクション

「真田幸村の生涯」をクリアすることで使用できる一部の武将は、以下
の特殊な操作が存在します。それぞれの技の内容はポーズ画面で確認
できます。

敵武将と攻撃がぶつかり合うと
剣劇が発生する場合があります。
剣劇中は□ボタン連打で剣劇ゲージの
押し合いを行います。
押し込まれた側はダメージを受け、
失神状態となってしまいます。

旧作に登場した武将の特殊操作について

剣劇について

特殊な固有技を使用できます。

キャラクターごとに持っている
３つの固有奥義をリアルタイム
に切り替えられます。
※ポーズ画面で固有奥義の
　並び替えが可能です。

固有技・改 [ Ｌ1ボタン + □ボタン ]

固有奥義の切り替え [ Ｌ1ボタン + R2ボタン ]



「真田の試練」や高難易度でのプレイ
では攻撃を受けると武心を落として
武心ゲージが下がってしまいます。
武心がなくなると武心UP の段階が
下がり、スキルの効果もなくなるの
で注意しましょう。

武心伝心を発動すると全ての敵が青
いゲージを持ち、敵を撃破することで
大量の武心を獲得できます。ステージ
中に配置されている伝心玉を入手し、
L1ボタン + R1ボタン で 武 心 伝 心
を発動できます。

武心伝心について

武心 DOWN について

伝心玉

武心システム

武心練真とはゲーム中に出現する「武心」を集めて、プレイヤーの
強化段階を上げていき、特殊能力であるスキルが発動して強化され
ることです。プレイヤーが敵を倒せば倒すほど武心が溜まり、より
強力なスキルで戦闘を進められます。

武心ゲージを溜めると、最高六段階の「武心ＵＰ」をします。
「武心ＵＰ」すると武将の敵から受けるダメージが減少され敵に
与えるダメージは増大し、段階ごとの「スキル」が発動します。
スキル効果と発動する武心の段階は装備する型によって変化します。
※武心の段階はステージごとにリセットされます。

「武心」は青いゲージの敵や「武心」
のつづらを持った武集屋、青つづ
ら箱から入手できます。

武心練真について

武心 UP について

武心の集め方

武集屋



プレイヤーがダメージを受けると
減っていき、０になると
ゲームオーバーになります。

敵にダメージを与えたり、
プレイヤーがダメージを受けると
ゲージが溜まっていき、満タンで
バサラ技が発動可能になります。

ゲームを進行させるために必要な
目的が表示されます。

ゲームの進行や敵の状況を
確認するための表示です。(p.08)

画面の見方

合戦図

連撃数

武心の段階

スキル

メッセージ

獲得文銭

体力ゲージバサラゲージ

武心ゲージ（p.06）

固有奥義

手形 MISSION
連続して敵を攻撃したヒット数
です。ヒット数に応じて武心が
獲得できます。

敵の体力

武心の段階に応じた発動中の
スキルを確認できます。



ポーズ画面
合戦図説明

ゲームオーバー

プレイヤーの体力ゲージが0 になる、もし
くは章ごとの敗北条件を満たすとゲーム
オーバーとなります。ゲームオーバーにな
ると合戦中に獲得した文銭を入手します。
再挑戦もしくはゲームから抜けて出陣準
備画面に戻ります。

…プレイヤー武将

…門（閉じている）

…敵武将 …敵分隊

…SANADA
　ブラッド（交替相手）

…同行している
　武将

…門を開けるために
　倒す必要がある敵

プレイヤー

敵

ステージ

物語確認 武将のセリフのログを確認できます。

取得技 操作している武将の技を確認できます。
遊戯指南
各種設定

再挑戦

解説書と攻略ガイドを確認できます。
BGM等の音量や体力ゲージの表示、ボタン配置を設定できます。

プレイしている章を最初からやり直せます。
または、出陣準備画面・タイトル画面に戻れます。



「真田幸村の生涯」の進行で解放

真田の試練

前談秘話

ギャラリー

各種設定

ネットバサラ屋

任意の武将を使用して、制限時間内に多くの敵と
連続して戦うサバイバルモード（p.12）です。

「真田幸村の生涯」で語られなかった
別の武将視点で物語を遊べます。

武将の紹介やムービー、音楽、戦歴などが確認できます。

BGM 等の音量や体力ゲージの表示、ボタン配置を
設定できます。

PlayStation®Store にアクセスして、衣装や
楽曲などの追加コンテンツを購入できます。
※ネットワークに接続できる環境が必要です。
※ネットバサラ屋の商品はゲーム中の文銭では
　購入できません。

ゲームの始め方
タイトル画面でタッチパッドボタンを
クリックすると、タイトルメニュー画面
が表示され、プレイするモードを選択で
きます。

オートセーブ

本作のデータを保存するにはPlayStation®4本体のHDDに
3,150KB以上の空き容量が必要です。

真田幸村の生涯を描いた物語を章ごとに進行
していきます。最終的に全ての章のクリアが
目的です。

本作はオートセーブに対応しています。
画面にセーブアイコンが表示されているときは、
電源を切らないでください。

セーブ

その他モード説明

真田幸村の生涯



1

2
3

4
5
6

7
8

出陣準備画面
六丸チャレンジ

武将変更について※「真田幸村の生涯」のクリアで解放されます

楽曲設定について※「真田幸村の生涯」のクリアで解放されます

「真田幸村の生涯」各章に六つずつチャレ
ンジが設定されています。チャレンジを
クリアすると文銭を入手できます。
クリアしていくとさらなるチャレンジ
や、新たな難易度である「三途之河」が解
放されます。

武将変更を行うと、その章を通して変更
した武将でプレイできます。
SANADA ブラッド（p.13）を使用で
きるステージでは、二人のプレイヤー
それぞれを任意の武将で出陣できます。
※武将を変更した場合、ゲーム中のデモや
　ムービーは再生されません。

合戦中の楽曲を3曲までBGM に設定で
きます。BGM は文銭を使って解放でき
ます。ネットバサラ屋（p.09）で購入し
た楽曲も設定できます。設定した楽曲は
壱→弐→参の順番にループします。

詳細設定1 出陣する武将の型や衣装・武器を設定できます。
難易度2 難易度を変更できます。
六丸チャレンジ3 六丸チャレンジの内容を確認します。
各種設定4 BGM等の音量や体力ゲージの表示、ボタン配置を設定できます。
武将変更5
楽曲設定6

プレイする武将を変更します。
合戦中の楽曲を3曲までBGM に設定できます。

ナレーション表示7
出陣8

章のナレーションを再表示します｡
準備を完了してゲームを開始します。



4
現在選択している武器です。装備する武器の見た目を変更できます。

1

5

6

9

現在選択している武将です。
武将が持っている固有技などの説明を確認できます。

型の種類を表示します。均、撃、堅、技、銭の五種類とキャラクターごと
に属性と専用の二種類があります。

型のレベルを表示します。
レベルが高いほどパラメータやスキルは強力になります。

型のレベルを上げるために必要な文銭の量を表示します。
□ボタンで型のレベルを上げます。

2

7

3

8

現在装備している型の能力を示します。武将の型を変更できます。

型のパラメータの数値と成長の傾向を表示します。

現在選択している衣装です。武将の衣装を変更できます。

武心ＵＰした際のスキルの内容を表示します。

攻略できないときは型を変えてみよう

強い武将に負けてしまったときは、出陣準備画面(p.10) で
型を購入/ 強化しましょう。

「敵の体力が減らない」というときは撃の型を、
「敵の攻撃で体力が大きく削られる」というときは堅の型を
装備/ 強化して攻略方法に合わせた型の選択を行いましょう。

項目説明

型のパラメータについての説明

型の装備と強化

「型」とは武将の能力のことです。型にはそれぞれ攻撃力などの
パラメータやスキルが設定されています。
文銭を消費し新しい型を購入したり、レベルを上げて強化できます。

「真田幸村の生涯」各章の物語にひも付いた衣装や武器には
このアイコンが表示されます。

型について

1

5 6 7 8 9

2 3 4



4
5

六丸チャレンジ ： チャレンジ成功で獲得した文銭の数を表示します。
獲得文銭 ： ゲーム中に獲得した文銭の数を表示します。

1

6

クリアタイム ： 章をクリアするまでにかかった時間です。

合計 ： 4と5を合わせた最終的に手に入れた文銭の数を表示します。

2
3

最大連撃 ： ゲーム中に行った連撃の最大数を表示します。
撃破人数 ： ゲーム中に撃破した人数を表示します。

1
2

4
5
6

3

リザルト 真田の試練
「真田の試練」は「真田幸村の生涯」クリア後に解放されるモードです。
「真田幸村の生涯」および戦国BASARA4 皇に登場した武将を使用
して、制限時間内に多くの敵と連続して戦うサバイバルモードです。
階層をクリアすると型の強化などに必要な文銭を獲得できます。

武将を選択してゲームを始め、敵が待ち構える階層を進めていきま
す。敵を全滅させると階層クリアとなります。体力が「０」になる、
タイムオーバー、または全ての階層のクリアで試練が終了になりま
す。「真田の試練」では各階層ごとに追加試練として様々な条件が設
定されており、条件を満たして階層をクリアすると階層クリアの報
酬と合わせて達成報酬を入手できます。

残り時間

敵表示

追加試練の
内容と報酬

「真田の試練」の遊び方



交替マーク

伝心玉

恵比寿樽

文銭

武心

おにぎり

神水

七虹屋

テクニック
SANADA ブラッドを効率よく利用しよう

虹色チャンスについて

エリアが分かれている特定の章
ではSANADAブラッドで交替
(L2ボタン) することで同時に
二人の武将をプレイできます。
二人のエリアは繋がっていない
ので、操作をうまく切り替えな
がら戦いましょう。

ゲーム中に登場する七虹屋を攻撃すると、
虹色チャンスが発生します。
虹色チャンス中に敵を倒したりヒット数を
稼いだり、はじき返しや見切り(p.04) を行
うなどの条件を満たすと、大量の文銭を獲
得できます。

豪華つづら箱
豪華つづら箱からは武心伝心
を使える伝心玉が出てくる！

体力を回復するおにぎりや
バサラゲージを回復する
神水は、赤つづら箱を
破壊して取得しよう！

文銭や武心を貯めたいときは、
青つづら箱を破壊しよう！

赤つづら箱 青つづら箱

アイテム



モバイル端末でもアクセス可能 !


