
 
手に入れた者に富と栄光をもたらす、失われた遺産「宝玉

ゲ ム マ

」。 

これを手に入れるため、数多くの冒険者たちが世界を探索しに行きました。 

しかし、冒険者たちは知りません。 

世界には、この宝玉がいくつも眠っているということを。 

そして、宝玉の真の所有者になるためには、 

より困難な冒険をする必要があることを……。 

 

 

 
地図上で、自分の《旅立ちの街》から道をたどり、ウラ向きの《失われた遺産：宝玉》

をオモテ向きにした（発見した）プレイヤーがゲームの勝者になります。 

ただし、《宝玉》は地図に複数隠されているため、複数のプレイヤーが勝利条件を満

たすことがあります。その場合、《宝玉》を見つけるまでにより多くの道（カード枚数）

を進んだ人が、ゲームの真の勝者になります。 

※歩数が同じ場合は、探索順がより低いプレイヤーが真の勝者です。 

※《宝玉》を発見したプレイヤーが1人だけなら、そのプレイヤーが真の勝者です。 

※誰も《宝玉》を発見できなかったら、勝者無し（全員負け）です。 

 

 
・地図カード×25 枚 

・地図（アナザー）カード×５枚 

・プレイヤーカード×５枚 

・偵察／旅立ちの街カード×５枚 

 

 

 
 いわゆる“ゲーム用”のカードです。このカードをプレイして地図の道を作ったり、

カード毎に書かれている特殊効果を解決したりします。 

    
①カード名：このカードの名前です。 

②効果：このカード特殊な処理が書かれています。 

「プレイ▶～」…調査フェイズ中、これをプレイ（手札から場

にオモテ向きで地図に置く）したときに発揮される効果です。 

「発見▶～」…探索フェイズ中、これがウラ向きからオモテ向

きになったときに発揮される効果です。 

③探索順：探索を行うスピードです。調査フェイズの最後に手

札になっていたカードの、この値が小さいプレイヤーから順に

探索を行います。 

④レアリティ：同じ効果のカードが何枚入っているかを表しま

す。 

⑤「ALIUS MAP」表記：これが書かれているものは、地図（アナザー）カードです。

基本的なゲームでは使いません。 

⑥道：このカードが地図に置かれているときの道の形を表します。 

道の形は以下の４種類があります。 

    
 

  
手札とは別に各プレイヤーが持つカードです。 

自分が何色の《旅立ちの街》を使っているのかを表します。 

     
 

 
手札とは別に各プレイヤーが持つカードです。[Ⅰ]の面が《偵察》、[Ⅱ]の面が《旅立

ちの街》になります。このカードはゲーム中、手札とは別に、現在の面の効果を使うこ

とができます。 

《旅立ちの街》はゲーム中、地図に配置します。配置した場所が「探索」のスタート

地点になります。 

     

     
 

 
・《1stPlayer》を含むプレイヤーカードを人数分まとめてシャッフルし、

ウラ向きで各プレイヤーに 1 枚ずつ配ります。その後、プレイヤーカー

ドを全員オモテ向きにし、《1stPlayer》が配られていたプレイヤーが、

最初のターンを行なうプレイヤーになります。 
プレイヤーカードは、各プレイヤーの前にオモテ向きで置きます。 

（ジャンケンなどの方法で、最初のターンを行うプレイヤーを決めても
構いません。その場合でもプレイヤーカードは配ります） 

各プレイヤーに、プレイヤーカードと同じ色（同じ右上の記号）

の偵察／旅立ちの街カードを渡します。これは、各プレイヤーの

前に《[Ⅰ]偵察》の面を上にして置きます。 

 

・地図カード 25枚全てをウラ向きにしてまとめてシャッフルし、

それを「山札」として、各プレイヤーの中央に配置します。 

その後、山札の上から各プレイヤーに 1 枚ずつカードを「手札」として配ります。 

※ウラ向きで地図に置かれているカードは、誰もそのオモテ面を見ることはでき

ません（山札を含む）。「手札」は、自分だけが見ることができるカードです。他

のプレイヤーに見られないようにしましょう。 

 

・ここまでの準備が終了したらゲームを開始し、最初のターンを行うプレイヤーから、

★調査フェイズ★を始めます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 ゲームの準備 》 

偵察／旅立ちの街カード 

 

プレイヤーカード 

 

地図カード ／地図（アナザー）カード 

 

《 カードの見方 》 

《 セット内容 》 

《 ゲームの勝利条件 》 

 

■ ゲームルール ■ 



 
 「★調査フェイズ★」で「地図」（道や各プレイヤーの探索スタート地点、失われた遺

産の場所：宝玉を隠した場所）をつくります。地図が完成したら「★探索フェイズ★」

で、実際に《失われた遺産：宝玉》を探しにいきます。 

 

 
 このフェイズでは、プレイヤーが順番に「ターン」という一連の流れを、「山札」と、

各プレイヤーが持つ「偵察／旅立ちの街カード」カードが無くなるまで繰り返して行な

います。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●カードのプレイなどで、地図にカードを置くときのルール 
・カードを地図に置くときは、すでに地図に置かれているカード・中央にある山札の上

下左右の場所に置くことができます。 

・地図の広さは、山札のある場所が中心になっている、５枚×５枚の大きさのエリアに

なります。地図の外にカードを置くことはできません。 

※【重要】カードの「プレイ▶」の効果で地図にカードを置くときも、このルー

ルに従ってカードを置きます。 

（【配置の例】では「○」「◎」の場所にカ

ードを置くことができます） 

・カードは上下逆さまの状態で置いても大

丈夫です。ただし、横向きにはできません。 

 

●地図に《旅立ちの街》を置くとき

のルール 
・山札から４枚分離れた場所にカードを置

くことができる場合、その４カ所のうちい

ずれかの場所に置くことができます。 

※地図の端の４カ所が、基本的に

《旅立ちの街》を置ける場所です。 

（【配置の例】の「★」の場所に、《旅立ち

の街》を置けます。また、【配置の例】の

ようにカードが置かれているなら、「◎」

に《旅立ちの街》を置くことができます） 

・地図カードがある、他のプレイヤーの《旅

立ちの街》カードがある場所に、別の《旅

立ちの街》カードを置くことはできません。 

・山札から４枚分離れた場所がすべて何か

しらのカードで埋まっている場合は、地図でまだカードが置かれていない好きな場所に

《旅立ちの街》カードを置くことができます。 

※地図の端角の４カ所に、《旅立ちの街》ではない地図カードをプレイして置い

ても問題ありません。 

 

 

 

 

 

 

 ★調査フェイズ★でできあがった「地図」を実際に探索して、《失われた遺産：宝玉》

を探し出します。 

 探索は、「自分の《旅立ちの街》から道に沿って進み、探索失敗になるか、《失われた

遺産：宝玉》を見つけるまで地図を探索していく」ことです。 

 そして、手札のカードの探索順が小さいプレイヤーから「探索」を行なうことができ

ます。 

 
 ★探索フェイズ★になったら、はじめに、各プレイヤーは持っている手札を、地図に

ある自分の《旅立ちの街》カードの上にウラ向きで置きます。置かれたカードは、各プ

レイヤーの手札でありつつ、地図のその場所に置かれているカードになります。 

 
 まず、探索ができるプレイヤーを探します。 

誰かが「１」から順番に数字が大きくなるように探索順を宣言し、そのプレイヤーが

いるかを確認していきましょう。 

探索順に対して誰も名乗りを上げなければ、その探索順のプレイヤーはいなかったと

して次の数字へ、という形で確認すると良いでしょう。 

※【重要】探索順「×」のカードを持っているプレイヤーは、

（数字がないので）探索ができません。 

※このゲームに存在する探索順は、「１」「２」「３」「４」「５」

「６」「７」「８」「９」「10」「25」（「X」）です。 

 探索を行うプレイヤーは、まず自分の《旅立ちの街》にあるカードを

オモテ向きにします。 

★【重要】同じ探索順のカードを持っているプレイヤーが複数存在する場合、それらの

プレイヤーは、カードをオモテ向きにした直後に「探索失敗」になります。 

※他のプレイヤーの探索により、すでに《旅立ちの街》にあるカードがオモテ向

きになっている場合は、そのままオモテ向きにしておきます。 

 そして、《旅立ちの街》から上下左右のいずれか１つを選び、選んだ場所のカードに 1

枚分進みます。 

※現在居る場所のカードを指差して進んでいくといいでしょう。プレイヤーカー

ドで場所を表してもいいです。 

 これを繰り返しウラ向きの《失われた遺産：宝玉》をオモテ向きにすることができた

ら、そのプレイヤーは「宝玉を発見」し、探索を終了します。 

※【重要】すでにオモテ向きになっている《失われた遺産：宝玉》の場所に進ん

でも、「宝玉を発見」したことにはなりません。 

 

 こうして「探索失敗」か「宝玉を発見」したら、そのプレイヤーは探索終了です。 

 「宝玉が２つ発見」されるか、全プレイヤーが探索終了するまで、「探索の流れ」を続

けます。 

 宝玉が２つ発見されたとき、見つけたプレイヤーのうち「探索フェイズ中、《旅立ちの

街》から宝玉を発見するまでに通ったカードの枚数」を比べます。通ったカードの枚数

がより多いプレイヤーが、このゲームの真の勝者です。 

※通ったカードの枚数が同じだった場合は、手札の探索順がより低いプレイヤー

が勝者です。 

※「宝玉を発見」したプレイヤーが 1 人だけだったら、そのプレイヤーが真の勝

者です。 

※だれも「宝玉を発見」できなかったら、このゲームでの勝者はいません。 

 

●ウラ向きのカードのある場所に進んだ場合 

ウラ向きのカードをすぐオモテ向きにします。 

《モンスター》をオモテ向きにしてしまったら、直ちに「探索失敗」です。 

オモテ向きになったカードに「発見▶」のテキストが書かれていたら、その効果を解

決します。 

※【重要】すでにオモテ向きになっているカードの場所に進んでも、「発見▶」

のテキストは実行できません。 

「探索失敗」にならなければ、引き続き探索

を行えます。ただし、次に進める場所は、オモテ

向きになったカードの道に従います。 

 

●「探索失敗」になる条件 

・《モンスター》のカードに進んだ時。 

・地図の外に出てしまった時。 

・自分の探索フェイズ中、道を戻ったりなどして

一度通った道を２回通った時（十字路で一度通っ

た道を横切って通過する時は、同じ道を通ったこ

とにはなりません） 

 

●次に探索ができる場所について 

 進んだ先のカードの道の形が十字路以外の場

合、次に進める場所は、道が繋

がっている方向のみになります。 

※特殊な十字路 

←の道は、「上下」のみと「左右」

のみが繋がっています。「右から

入って、次に上に向かう」ということはできません。 

 

●《旅立ちの街》から進める方向 

 自分の《旅立ちの街》から探索を始める時に限り、道の形に関係なく、好きな方向に

進むことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

探索の流れ 

探索フェイズの準備 

★ 探索フェイズ ★ 

ターンの流れ 

★ 調査フェイズ ★ 

《 ゲームの流れ 》 

 

山札が残り１枚＆全員《旅立ちの街》を配置したら、 

「★探索フェイズ★」へ 

⑤エンド： 
ターンを終了して、左隣のプレイヤーにターンを譲ります。 

④「エクストラプレイ」 
あなたの偵察／旅立ちの街カードの、現在見えている面の「エクス

トラプレイ▶」に書かれているテキストを実行することができます

（実行しなくてもいいです）。 
※《旅立ちの街》を地図に置いたプレイヤーは、ここは飛ばします。 

 

 

 

③「エフェクト」 
プレイしたカードの「プレイ▶」に書かれているテキストを実

行します。 

②「プレイ」 
手札 2 枚のうち、1 枚を地図に（特に指示の無い限り）オモテ

向きで置きます。このカードを出すことを「プレイ」と呼びま

す。残した 1 枚は引き続き手札として持ちます。 

①「ドロー」 
山札の上からカード 1 枚を引きます。これで手札が 2 枚になります。 

※【重要】偵察／旅立ちの街カードをまだ地図に置いておらず、山札が 1 枚

で「ドロー」を飛ばしたプレイヤーは、ここで必ず偵察／旅立ちの街カード

のテキストを実行し、《旅立ちの街》を地図に置きます。 

 

※【重要】山札が 1 枚だけの時は、「ドロー」できず、「プレイ」もできません。 

 

●手札が《失われた遺産：宝玉》の場合 

 自分の探索順になったとき、自分の《旅立ちの街》の上にある《失われた遺産：宝玉》をオモテ向きにしたプレイヤーは、ただちに「宝玉を発見」したことになります。 

※この方法で「宝玉を発見」したら、通ったカードの枚数は 0 枚になります。 

※【重要】他のプレイヤーの探索で自分の《旅立ちの街》にある《失われた遺産：宝玉》をオモテ向きにされているなら、自分の探索順が始まっても、（オモテ向きにで

きていないので）「宝玉を発見」にはなりません。そのまま通常の探索を行います。 

※【重要】探索順５のプレイヤーが複数いる場合、探索開始の時に《旅立ちの街》のカードをオモテ向きにしても、「探索失敗」となります。このとき、オモテ向きにし

たカードはすぐにウラ向きに戻します（探索順５の順番が始まる前に、他のプレイヤーに発見され、すでにオモテ向きだったカードは、そのままオモテ向きにします） 

 



 
●アイコン解説 

←これが書いてあるカードは、ウラ向きでプレイして地図に置きます。 

※ヒント：このアイコンの地図カードは６枚あります。 

 

 

←これが書いてあるカードは、地図にオモテ向きの《モンスター》カ

ードが 1 枚以上ある場合、「オモテ向きでプレイする（「プレイ▶」

のテキストを使う）」「ウラ向きでプレイする」のどちらかを選べます。 

※ヒント：このアイコンの地図カードは３枚あります。 

 

←これが書いてあるカードをプレイして地図に置いたら、続けてあな

たのターンを行います。 

※同じアイコンのカードをプレイし続ける事ができるなら、連続して

ターンを行えます。 

 

●《①探検家》 

※この「プレイ▶」効果で山札を見ることはできません（山札は、

地図のウラ向きカードではありません。山札は残り 1 枚でも、地

図のウラ向きカードではありません）。 

※地図にウラ向きのカードが 1 枚もないときは、何も起こりませ

ん。 

 

 

 

 

 

 

●《②戦士》 

※手札は交換しなくてもいいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●《③僧侶》 

※「プレイ▶」効果について嘘をついてはいけません。今回のゲ

ーム中に《⑤失われた遺産：宝玉》を見たプレイヤーは、必ず手

を挙げてください。 

※これをプレイしたプレイヤーは、手を挙げる必要はありません。 

※この「プレイ▶」効果で山札を見ることはできません（山札は、

地図のウラ向きカードではありません。山札は残り 1 枚でも、地

図のウラ向きカードではありません）。 

※地図にウラ向きのカードが 1 枚もないときは、「ウラ向きのカ

ード 1 枚のオモテ面を見る」の部分は何も起こりません。 

 

 

●《④魔法使い》 

※手札のカードを地図のどこに置くのか、場所を選ぶのは「選ば

れたプレイヤー（手札を置くプレイヤー）」です。 

（このカードをプレイしたプレイヤーではありません） 

 

 

 

 

 

 

 

 

●《⑦たつまき》 

※この「プレイ▶」効果で山札を動かすことはできません（山札

は、地図のウラ向きカードではありません。山札は残り 1 枚でも、

地図のウラ向きカードではありません）。 

※この「プレイ▶」効果で地図のウラ向きカードを選ぶことがで

きますが、そのオモテ面を見ることはできません。 

 

 

 

 

 

●《⑧魔法陣》 

※このカードの「発見▶」効果を解決したあと、（「宝玉を発見」

しなければ）引き続き探索を行います。 

※「発見▶」効果で《⑤失われた遺産：宝玉》カードを見ても、

オモテ向きにしないことが選べます（その場合は、引き続き探索

を行います） 

※「発見▶」効果で、山札のあった場所や、他プレイヤーの《旅

立ちの街》にあるウラ向きカードを見ることができます。 

※「発見▶」効果で「宝玉を発見」したら、通ったカードの枚数

はこの《魔法陣》にくるまでに通ったカードの枚数になります。 

※自分の探索順のとき、《旅立ちの街》でこのカードをウラ向き

からオモテ向きにすることができたら、「発見▶」効果を実行で

きます。 

●《罠》（地図（アナザー）カード） 

※探索フェイズで、別のプレイヤー1 人だけが《旅立ちの街》か

ら《①探検家》をオモテ向きにしたとき、手札（自分の《旅立ち

の街》）にあるこのカードをオモテ向きにすることによって、そ

のプレイヤーとの間で、カードと探索順を交換します。 

※カードの交換が発生した場合、各プレイヤーの《旅立ちの街》

に置かれていたカードの場所そのものを入れ替えます。オモテ向

きにした《罠》は、そのままオモテ向きにします。 

※《①探検家》がオモテ向きになったとき、《罠》をオモテ向き

にしなくてもいいです（その場合はカード・探索順の交換は行わ

れません） 

※《①探検家》を持っているプレイヤーが複数いる場合、《罠》

はオモテ向きにできません。 

 

●《モンスター》 

※地図に別のオモテ向き《モンスター》がある時、このカードは

「ウラ向きでプレイして地図に置く」ことを選べます。ウラ向き

でプレイして地図に置いたら、「プレイ▶～」の効果は無効です。 

 

※ウラ向きカードが 1 枚もないときは、「プレイ▶」の効果は無

意味です。 

※「プレイ▶」の解決中、“指を差さない”という選択をしても

いいです。 

※ウラ向きカードがすべて 1 人だけに指差されたときは、それ以

降は何も起こりません。 

※集めてシャッフルするカードは「誰も指を差さなかったウラ向

きのカード」と「2 人以上が指を差したウラ向きのカード」です。 

※ウラ向きで集めたカードを地図に置くのは、このカードをプレ

イしたプレイヤーです。カードは 1 枚ずつ置いていき、それぞれ

「●カードのプレイなどで、地図にカードを置くときのルール」

に従います。 

※カードを置き直した結果、上下左右に別のカードが置かれてい

ないカードが出てきても問題ありません（「●カードのプレイな

どで、地図にカードを置くときのルール」は、新しくカードを地

図に置く時に適用されるルールで、すでに置いてあるカードには

関係ありません） 

 

 
●カード入れ替えルール 

 地図カードと、地図（アナザー）カードを入れ替えて、新しい構成の山札を作って遊

ぶことができます。 

その際、「山札は 25 枚になるようにする」「《⑤失われた遺産：宝玉》は必ず 1 枚入れ

るようにする」を守ってください。 

 

●ランダムカード入れ替えルール 

 カード構成がランダムになるルールです。 

 「ゲームの準備」で山札を作る時、以下のルールに変更します。 

①地図（アナザー）カードの《⑤失われた遺産：宝玉》を脇に置きます。 

②地図カードと、脇に置いた《宝玉》を除く地図（アナザー）カード 29 枚全てをウラ

向きにしてまとめてシャッフルします。 

③まとめたカードから５枚を裏のまま取り除き、箱などに戻します（残ったカードが 24

枚になるようにします。また戻したカードは、ゲーム中誰も見てはいけません） 

④地図（アナザー）カードの《⑤失われた遺産：宝玉》をまとめたカードに加えてシャ

ッフルし、これを「山札」にします。 

※注意：これでゲームを行うと、ゲーム中に出てくる《⑤失われた遺産：宝玉》

が 1 枚～3 枚に変動します。 

 

●《⑤失われた遺産：宝玉》の枚数が変更になったときの探索フェイズ 

・《⑤失われた遺産：宝玉》が山札に入っている枚数がわかっているときは、その枚数の

「宝玉を発見」するか、全員が探索を終えるまで、探索フェイズを行います。 

 

・《⑤失われた遺産：宝玉》が山札に入っている枚数がわからないとき（ランダムカード

入れ替えルールを使って山札を作ったとき）は、3 枚「宝玉を発見」するか、全員が探

索を終えるまで、探索フェイズを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 地図（アナザー）の使用ルール 》 

《 カード個別注釈 》 

 
「ロストゲムマ W」ゲームデザイン 

鷹海和秀 

 

キャラクターイラスト 

須峰ちえ（ゴハンズ） 

 

印刷協力 

株式会社 王道エンターテイメント 

【 スタッフロール 】 

｢ロストレガシー」原作ゲームデザイン 

木皿儀隼一（ワンドロー）＆カナイセイジ 

ロストレガシーライセンス 

これは、有限会社ワンドロー

様より許諾をいただき、ゲー

ムシステムやカード素材な

どをお借りして製作を行っ

たゲームです。 

 

スペシャルサンクス 

ENTER-NET の愉快な仲間たち、 

あらいよしゆき、松本富之、こげこげ堂、ヤポンブランド、 

TEAS 事務所、テストプレイにお付き合い頂いた皆様 

 

製作 

まどりや 

www.facebook.com/game.madoriya/ 
 



     

 

《 地図（アナザー）カード 一覧 》 

 

 

 

 

 

 

《 地図カード 一覧 》 


