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Q を押したままにする 
特別な操作への切り替え

左スティック:移動
B 給油、機具の充填など

K ツールの切り替え

H 作業者のオン/オフ

J 装着/ジャンプ/外す

L 乗り物に乗る/降りる

右スティック:視点変更
N カメラの切り替え

OPTIONSボタン
一時停止

Z X 所有している他の
車に乗る 

V C 視点のズーム

W ブレーキ/後退
R 前進

E を押したままにする
特別な操作への切り替え

Q+E を押したままにする
特別な操作への切り替え

タッチパッドボタン
ショップ画面

操作説明

ショップとメニューの説明

マップからゴールドクレストバレーを選択すると、初回に限りガイドツアーがはじまります。
ここでゲームの概要を確認することができます。

ファーミングシミュレーター17ではプレイヤーの任意の場所でゲームをセーブすることができま
す。セーブするためには、OPTIONSボタンを押して一時停止したのち、□ボタンを押してください。

注意： ファーミングシミュレーターにはオートセーブの機能はありません。ゲームの進行を定期的
にセーブすることをおすすめします。
セーブしたゲームデータにはメインメニュー＞キャリアからアクセスすることが可能です。

ショップ
ゴールドクレストバレー、ソスノフカどちらのマップにも農機具のショップがあり、車両や農具を購
入することができます。
タッチパッドボタンを押せばいつでもショップを呼び出すことができます。
ただし、購入した車両や機具はショップにて受け取る必要があります。

セール
ショップでは時折、一定期間、特定の農機具のセールが行われています。
セールが行われる際にはセール情報があなたに通知されます。

ポーズメニュー
ポーズメニューはOPTIONSボタンを押すことでいつでも利用できます。
タブがいくつかあり、下記の動作を行うことができます。

マップ概要
　- 農場の作物の種類、育成段階、土壌成分
　- 所持している車両/ツール
　- 販売ステーション、家畜小屋、他の農家が所有する農地などゲーム上重要ポイント

マップからアイコンを選択し、ファストトラベル、車両のリセット、誘導灯の設置を行うことができ
ます。

価格
各生産品のそれぞれの販売所での価格の一覧です。←→でスクロールできます。
誘導灯を特定の場所に置くことも可能です。

ゲームのはじめかた



4 5

車両概要
ここではあなたが所有する車両の一覧を表示しています。
一覧ではマシンの年数、メンテナンス費用、売却時の価格が確認できます。

財務状況
ここでは詳細な財務状況を確認することができます。
急にまとまったお金が必要になったときは、銀行から融資を受けることが可能です。ただし、一日の
終わりごとに借りた金額に対する高い利子を払う必要があります。

家畜
ここでは所有する家畜の生産率、必要な世話、繁殖率について確認できます。

統計
現在プレイしているゲームにおいて、種植えをしたエリアの総面積、これまでに作成したベールの
量などの統計が確認できます。

一般設定＆ゲーム設定
時間の尺度や作物の成長度、ヘルプ画面など、マルチプレイヤーのオプション設定ができます。

ヘルプ
ゲームについての基本知識や詳しい情報が必要なときはこのページを確認しましょう。

キャリアモードはゲームの核となるモードです。農場の管理をし、
自由に開発していくことができます。

- 耕作：農場を管理して作物を栽培し、売却しましょう
- 家畜：動物の世話をして生産したプロダクトを売却しましょう
- 林業：木を伐採し木材を売却しましょう

クエスチョンマーク
ゲームの開始時にクエスチョンマークのシンボルに触れることによって、その
エリアに関連性のあるゲームプレイのヒントや情報を得ることができます。

キャリアモード

サイロ（貯蔵施設）
農場には、一時的に作物を貯蔵しておける貯蔵施設があり
ます。
収穫した作物を貯蔵するためには、作物をトレーラーにつみ、
貯蔵施設にあるピットに荷卸しする必要があります。
ピットの範囲にトレーラーを移動させると、荷卸し操作が可能
になります。
貯蔵施設から作物を運び出す場合は、サイロのパイプの下ま
でトレーラーをします。
補給操作ができるようになったら、補給する作物を選択してく
ださい。補給は、トレイラーが満タンになるか、ストレージが空
になると自然に終了します。
ジャガイモ、テンサイはサイロに貯蔵できません。ジャガイモ
やテンサイを一時的に別の場所に保管したいときは、地面に荷
下ろししてください。トレイラーに再度積み込むにはフロントロ
ーダーとシャベルを取り付けたトラクターを使用します。

農地の購入
農地で作業するためにはまずその土地を購入しなければいけません。
所有していない農地には購入アイコンが表示されています。このアイコンに
近づくと、農地の詳細情報（エリア情報と価格）が表示され、購入する操作が
可能になります。
また未購入の農地では、他の農家のために作業することもできます。
すでに購入済みの農地はマップ上で緑色のナンバーが表示されています。

作業者を雇う
農作業を効率よく進めるために、作業者を雇うことができます。作業者にはそれぞれ収穫などの特
定の作業をまかせることができます。
〇ボタンで好きな時に作業者を雇ったり、やめさせたりすることが可能です。
作業者を雇うには賃金を支払わなければいけません。作業をお願いしている間、あなたのお金が徐
々に減っていきます。

お金を稼ぐには、売却所に生産物を運びこむ必要があります。売却できるポイントは、
マップ上でオレンジ色の荷下ろしのアイコンにて表示されています。

お金を稼ぐ
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作物の販売
すべての販売ステーションが同じ作物を同じ価格で買い取ってくれるわけではありません。
作物を売却する量や頻度によって、買取価格は常に変動していきます。
たとえばキャノーラばかりを売っていると価格が徐々に下がっていきます。一方、一定期間売却して
いなかった作物の価格は高くなります。
メニューから各ステーションの作物の価格をチェックしましょう。

下記が収穫して売却できる作物の一覧です。

畜産品の販売
家畜を購入すると、作物の販売とはべつの収入源を得ることができます。
牛は牛乳を、鶏は卵を、羊はウールを生産します。
牛乳の売却は自動的に行われますが、ウールと卵は自分で売却所に運搬しなければいけません。
世話をこまめにすれば、家畜は繁殖します。豚は牛や羊よりはやい速度で繁殖する上、家畜商によ
り高値で売れます。

木材の販売
大きく成長した木は、チェーンソーやウッドハーベスターを使って伐採後丸太にすることができま
す。長いだけでなく、まっすぐな木材は高く売れます。丸太をウッドチップにして売却することも可
能です。
ポプラを植え、適切なウッドハーベスターで伐採することでもウッドチップをつくることができます。

需要の高まり
各地の販売ステーションは競争関係にあるため、突然あるステーションが他のステーションより特
定の作物を高く買うようになることがあります。
このような需要の高まりが発生した場合には、その情報がただちにプレイヤーに伝えられ、統計メ
ニューからも確認することができます。

小麦 大麦 トウモロコシ テンサイ ジャガイモ 大豆キャノーラ ヒマワリ

豚ウール牛乳

木材 ウッドチップ

ミッション
マップ上にはAIによって管理されている他の農家によって管理されている農地があります。
農家は自分の農地を管理することに一生懸命で、いつも人手を求めています。
彼らの仕事を助けるためには、農地の横にあるアイコンに近付いてください。依頼された作業にふ
さわしいツールを提供してくれます。
依頼された作業を完了するたび、あなたとほかの農家の関係性が向上します。彼らのために働けば
働くほど、その土地の価格が安くなっていきます。

発生するミッションには5タイプあります。
　- 種まき
　- 肥料やり
　- 収穫
　- 耕作
　- 土地を耕す

やりかけたミッションを遂行することが難しいと感じたら、農地の外に出てキャンセルしましょう。
ミッション失敗におけるペナルティなどはありません。
作物の生長にともない新しいミッションが次々と発生します。

ローン
財務状況メニューから融資を受けられることをお忘れなく。
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効率よく畑と家畜の世話ができるように、ゲームには車両や農機具がいくつも用意されています。

トラクター
多くの機具が、トラクターに装着して使用することが前提になっています。
大きくて重い機具ほど、より頑丈でパワフルなトラクターで用いるべきでし
ょう。

フロントローダー
フロントローダーや、アームの伸縮機能付きのローダーは、ウールのパレット
の運搬や、堆肥を堆肥散布機におろす作業に使用します。

カルチベーター
土を耕すために使用します。農地を耕すことにより、再び種を撒くことができ
るようになります。どこを耕すかはあなた次第です！

種まき機
種まき機のモデル毎に、撒ける種の種類は異なります。
ショップで撒ける種の種類を確認可能です。
種まき機を使うと、種が次第になくなっていきますので、ショップで購入でき
るシードパレットで補充しましょう。

収穫機
作物が実りを迎えると、収穫期に乗って、ヘッダーを装着し、収穫を行うこと
ができます。
トウモロコシの収穫には、専用のヘッダーが必要です。

トレーラー
収穫期のタンクが一杯になったら、収穫物をトレーラーに積み込むことがで
きます。その後、サイロや販売所にトレーラーで作物を運ぶことで、貯蔵や
売却が可能です。

農業の基礎 プラウ
収穫後の畑は、つぎの種を畑に撒く前にプラウを使って畑の土をほぐして
やる必要があります。
様々なサイズのプラウがショップに用意してあります。肥沃な畑をつくるた
めには都度、畑を耕さなければいけません。
またプラウを使えば、農地でない場所を耕して畑にすることも可能です。

種蒔きを終えたら、収穫量を増やすために畑に肥料をまきましょう。
収穫量を最大にするためには、作物が育ちきる前に3回肥料をまかなければなりません。
肥料は1回の種蒔きから収穫までの期間にしか効果がありません。注意しましょう。

散布機
散布機が空になったらショップで購入できるパレットで充填しましょう。

スラリータンカー
牛と豚が生産したスラリーは放牧地にあるピットに蓄えられています。
タンカーへ移し替えれば、オーガニックな肥やしとして農地に散布すること
ができます。バイオガスプラントでスラリーを充填することも可能です。

堆肥散布機
このトレイラーを使って畑に堆肥をまくことができます。
フロントローダーのシャベルを使って牛、豚の放牧地横の堆肥の山からこ
の散布機に積み込んでください。

草刈り機
草刈り機は、コストをかけずにあなたの畑を収穫高を上げる手っ取り早い
方法です。他の機具のように充填の必要がなく、生長過程のある一定の
ステージ（新しく植えた作物が発芽し育ちきる前）でのみ使用できます。

肥沃化
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ハツカダイコン
ハツカダイコンは他の作物と異なり、収穫目的に栽培するものではありま
せん。
ハツカダイコンを畑に植え込み、育ったことを確認したら、カルティベーター
で畑にすきこみます。これは緑肥と呼ばれるものです。

芝刈り機
芝刈り機を使えば草を刈ることができます。ほぼどんなところに生えて
いる草でも刈ることができます。
また、芝刈り機で刈る草を育てる牧草地を作ることも可能です。

テッダー
刈り取った草を素早く乾燥させるために、テッダーを使用することが
できます。

ウィンドロウアー
刈り取った草を一列に素早く並べて、飼料ワゴンやベーラーなどで集め
やすくするための機具です。

ベーラー
収穫の際に散らばった藁をまとめてベール（藁の固まり）を作ることが
できます。
ベーラーを使って、四角形や丸形のベールを作成可能です。

自動ベールローダー
自動ベールローダーは四角形のベールを自動的に拾って一度に大量に
運搬することができます。

ベール

ジャガイモとテンサイ
ジャガイモとテンサイの耕作には、特殊な種蒔き機とコンバインが必要で
す。ジャガイモとテンサイを収穫するには、まずリーフチョッパーで茎や葉
を刈り取り、土から掘り起こします。
自走式のコンバインを使えば、簡単かつ迅速にジャガイモやテンサイを
収穫できます。

ただし、このような機械は非常に高価です。ゲームの序盤では使用できな
いこともあります。
より手軽な方法として、トラクターに専用のツールを取り付けて収穫する
ことも可能です。

農業に疲れてきたら農場の家畜の世話をしてみましょう。
牛、羊、豚の世話をすることができます。
鶏以外の家畜は、家畜商で売買が可能です。

作物

家畜の世話
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家畜の運搬
自分で家畜を輸送する場合は、家畜運搬車を使います。 その際は、家畜
運搬車が家畜商の近くにあることを必ず確認しましょう。
家畜商に手数料を払えば、農場まで家畜を運んでくれます。

家畜の世話
エサや水をやったり、ストローブロワーを使って寝床を整えたりといった、
家畜の世話は必須です。
家畜をじゅうぶんに世話をしてやると繁殖し、数をふやしていきます。

豚
豚はしっかり世話をすると効率よく繁殖します。豚を売却しお金を得るこ
とも可能です。
豚には大量のエサが必要で、トウモロコシ、小麦、大麦、キャノーラ、ヒマワ
リ、大豆、ジャガイモ、テンサイを食べます。

牛
牛が牛乳を生産するためには、水とエサをしっかり与えなければなりま
せん。牛のエサは草、干し草、サイレージや完全混合飼料です。メニュー
からいつでも牛の生産状態を確認できます。
牛小屋には搾乳器があるため搾乳は自動化されています。一日が終わ
るごとに売れた牛乳の量に応じてお金が入ってきます。

飼料コンバイン
飼料コンバインを使えばまぐさを作ることができます。
飼料コンバインはタンクを自装していないため、トレーラーを直接装着
するか作業員を雇ってコンバインとトレーラーを併走させる必要があり
ます。
まぐさを牛舎の横にあるバンカーサイロかバイオガスプラント近くのサ
イロにおろすとサイレージのなかで発酵がはじまります。

ミキサーワゴン
ミキサーワゴンから完全混合飼料(TMR)を牛に与えることで、牛乳の生
産を最大化させることができます。
ミキサーワゴンに干し草やサイレージ、麦わらを入れてブレンドし、完全
混合飼料を作ることができます。
ミキサーワゴン、または自走式モデルを使っている場合は、画面左上に
数本のグラフのバーで現在の混合率が表示されます。
理想的な飼料にするには、すべてのバーが矢印で示された範囲内におさ
まるようにしましょう。
ミキサーワゴンは、フロントローダーにショベルかホイールローダーがつ
いているものを使っていっぱいにします。

羊
羊はあまり手がかかりません。 十分な水とエサの草が用意されていれば、
羊小屋近くのパレットでウールを手に入れることができます。
フロントローダーを使ってウールのパレットを積み込み、紡績工場へ持っ
ていき売却しましょう。

飼料ワゴン
ワゴンをトラクターに装着して起動したのち、刈り取られた雑草を積み込
みましょう。飼料として家畜に与えることができます。

鶏
ゲームを開始すると自動的に鶏を15羽飼育している状態となります。
鶏はもっとも手のかからない家畜です。
何もしなくても卵を産んでくれます。卵を拾い集め、買い取ってくれる家
で売りましょう。
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植林機
植林機を使い、異なる種類の木を植えることができます。
植林機を使うためには、苗のパレットをショップで購入し、植林機を横付けし
て積みこむ必要があります。

ウッドハーベスター
ウッドハーベスターを使えば、木を伐採し枝を刈ることができます。
こうして作られた木材は、売却したりウッドチップにしたりすることができ
ます。

フォワーダー（材木運搬機）
フォワーダーのクレーンを使って、木を拾い上げて運搬することができ
ます。

ウッドチッパー
ウッドチッパーを使って材木をウッドチップにすることができます。
ウッドチップは売却可能です。

切り株カッター
木を伐採したあとの切り株を除去することができます。

チェーンソー
チェーンソーを使えば安価に木を切ることができます。

林業
ゴールドクレストバレーには列車が2台走っています。
列車を使えば収穫物を運搬し、マップ上2つの路線上を行き来することができます。

列車駅
トレイラーを使うことで、駅のサイロに作物をおろしたり、作物をサイロから列車に積み込むこと
ができます。

クレーン
列車に荷物を積み込んだり、おろしたりするにはクレーンを使いましょう。
注意: 家畜の運搬は家畜車のみ可能で、列車は使えません。

列車
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ファーミングシミュレーター17では、インターネットを通じて複数のプレイヤーとともに農場経営
をすることができます。
メインメニューからマルチプレイモードを選択し、マルチプレイのゲームを作成したり、すでに作成
されたマルチプレイに参加しましょう。

ゲームに参加
すでに存在しているマルチプレイヤーのゲームに参加します。
その時点で参加可能なゲームの一覧が表示されます。
作成されたゲームにて特定のコンテンツを使用している場合、あなたも同様のコンテンツをインス
トールする必要があります。ゲーム上にて必要なコンテンツを確認することができます。

ゲームを作成
ほかのプレイヤーが参加可能なゲームを作成します。
通常のキャリアモードと同様、セーブデータと難易度、マップを選択します。プレイヤーの最大参加
人数や、使用する追加コンテンツなどの設定を行うことも可能です。
キャリアモードのセーブデータを使用してゲームを作成すると、マルチプレイでの結果がキャリア
モードに反映されます。

マルチプレイのオプション
ポーズメニューからマルチプレイのオプションを設定することができます。
設定によりゲームの参加者は、個別の口座の所有、車両の売却、車両位置のリセット、作業車の雇
用、新規農場の作成やミッションのコントロールを自由に行えるようになります。

フレンドの招待
あなたがマルチプレイのホストである場合、
ポーズメニューからフレンドを招待することができます。

ボイスチャット
ヘッドセット・イヤホンマイクがあれば、ゲーム中でほかのプレイヤーとコミュニケーションをとるこ
とができます。

マルチプレイの遊びかた
お金の送金
オプションにて「個別の口座」を選択している場合、ホストであるあなたはほかのプレイヤーにお金
を送ることができます。マルチプレイヤー概要からお金を送りたいプレイヤーを選び、送りたい金
額を設定してください。

追放
ゲームを作成したプレイヤーは、ほかのプレイヤーをゲームから追放することができます。
マルチプレイヤー概要からプレイヤーリストを開いてください。



ライトのアグリビジネスライトのアグリビジネス

スタントン製材所スタントン製材所

ゴメス・リッジエーカーゴメス・リッジエーカー
紡績工場紡績工場 デントンベーカリーデントンベーカリー

メアリーの農場メアリーの農場

マクリーン・バイオガスプラントマクリーン・バイオガスプラント

ゴールドクレスト・
パシフィックグレイン
ゴールドクレスト・
パシフィックグレイン

マップルフィールド製粉所マップルフィールド製粉所

18

ゴールドクレストバレー

農場

19

農場のオーナーに話しかける

売買所

豚の放牧場

羊の放牧場

鶏小屋

牛舎

家畜商

ガソリンスタンド

ショップ

ベール売買所



野菜倉庫野菜倉庫

バイオガスバイオガス

運送会社運送会社

紡績工場紡績工場

ガーデンセンターガーデンセンター

発電所発電所

揚穀機揚穀機
貯木場貯木場

貨物置き場貨物置き場

村の揚穀機村の揚穀機

貯木場貯木場
パン屋パン屋
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ソスノフカ

農場

21

農場のオーナーに話しかける

売買所

豚の放牧場

羊の放牧場

鶏小屋

牛舎

家畜商

ガソリンスタンド

ショップ

ベール売買所
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