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ルールブック

■キャラクターカード　【25枚】 ■オーブカード　【4枚】

■キャラクター駒　【20枚】

■モノ駒　【12枚】

■必殺技マーカー　【8枚】

■装備マーカー　【1枚】

■ダメージキューブ　【60個】

■フィールドボード　【3枚】

■ダイス 　【2個】

■取扱説明書【1冊】

■サポートカード　【30枚】
■サマリーカード　　【4枚】

内容物

装備カード　【8枚】効果カード　【22枚】

通常キャラクター 【20枚】

表面 裏面

表面 裏面

表面 裏面
表面 裏面

スペシャルキャラクター 【５枚】

岩駒　【1枚】

オーブ駒　【4枚（各色1枚ずつ）】

宝箱駒　【6枚】 トランポリン駒　【1枚】

9　クレジット09 

9　ゲームに慣れてきたら08 

9　Q&A07 

この度はWAVE GAMESのゲームをご購入いただきありがとうございます。
ルール等についてご不明な点がございましたら、Webページよりお気軽にお問合せください。

イラスト ： MatsunamiNorihide 、WAVE GAMES ななみ
説明書デザイン、化粧箱（裏面）デザイン ： 別府さい
ロゴデザイン ： chrs

企画・ゲームデザイン：WAVE GAMES
公式HP：wavegms.wordpress.com
（Twitter：@WAVEGAMES_2019）

※上記以外のQ&Aは、公式HPで紹介しています。

wavegms.wordpress.com

ゲームを何度か遊ぶと、ゲーム開始時の手札の偏りが気になる場合があるかと思います。適宜、
拡張ルール（ゲーム開始前に、一定枚数山札と交換できる等）を設けて楽しんでいただけたら幸
いです。おすすめの拡張ルールは、公式HPでも紹介しています。

「移動させる」と「飛ばす」の
違いは何ですか。

Q
「移動させる」効果は、キャラクターの
移動扱いのため、キャラクターアク

ションの一部となります。「飛ばす」効果は、
キャラクターの移動扱いではなく、キャラク
ターアクションに含まれません。

A

効果カード「場所チェンジA」
など、キャラクター同士の場所を
入れ替える行為は、キャラクター
の移動扱いとなりますか。

Q

移動扱いにはなりません。（キャラク
ターアクションにも含まれません。）A

味方キャラクターが

相手側魔法陣に止まったとき、

パワーアップしなくてもいいですか。

Q

必ずパワーアップすることになります。A

必殺技「食べる」や「道連れ」は、
効果カード「身代わり丸太」で
防ぐことはできますか。

Q

できません。（戦闘不能にする効果はダ
メージ扱いではないためです。）A

山札が尽きてしまった場合、
その山札から引くことは
できなくなりますか。

Q

できなくなります。A

ゲームがこう着状態に

なってしまいました・・・。
Q

 ・・・引き分けを提案しましょう。A

表面 裏面 表面 裏面
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はじめに

   ゲーム概要

あなたはトレジャーハンターとして、とある島にたどり着いた。

遺跡の中に眠るお目当てのお宝「神秘のオーブ」を手に入れると、

謎の原生生物（ちびキャラ）が、あなたについてくるように…。

一方、同じ境遇のトレジャーハンターがもう一人。

別の「ちびキャラ」を従えてあなたのお宝を狙っている。

大事なお宝を賭けた戦いが今、始まる。

プレイヤーは、それぞれ3体のキャラクター（ちびキャラ）を
駆使して相手プレイヤーと戦います。
相手のキャラクターをすべて倒すか、相手の「神秘のオーブ」
を破壊したプレイヤーの勝利です。

ゲームで使用するカードは、次の3種類があります。

・キャラクターカード・・・このゲームで戦うキャラクターのカードです。
  「通常キャラクターカード」と「スペシャルキャラクターカード」があります。

・オーブカード・・・・・・・各プレイヤーが1つずつ所有する、「神秘のオーブ」のカードです。

・サポートカード・・・・・・戦いを有利にするためのカードです。
  「効果カード」と「装備カード」があります。

01 

カードについて

01 　　～　　 は、基本ルール（2人プレイ）での遊び方となります。
3人、4人プレイのルールについては、基本ルールを理解したうえで、
P10P11を参照ください。

05 

◆サポートカードについて　・・・P6の「サポートカードの使用」を参照してください。

キャラクターカードに書かれた内容は次のとおりです。（※オーブカードも概ね同様です。）

◆キャラクターカードについて

キャラクター名
キャラクターのイラスト

HP
キャラクターの体力です。攻撃を受
けるなどして0になると戦闘不能
となります。  > P7参照

攻撃技（通常技）
ダイスを振り、出た目がここに
書かれている数字と一致した場
合に攻撃が成功します。 > P7
参照

攻撃技（必殺技）
ダイスを振り、出た目がここに
書かれている数字と一致した場
合に攻撃が成功します。
使用できるのは原則、キャラク
ター毎に一度だけです。  > P7
参照

移動力
一回の手番中に移動できるマスの
数です。 > P7参照

特性
常に効果を発揮する、このキャラクター固有の能力です。
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① 使用するフィールドの種類（フィールドＡ～Ｄ）を
相談して決め、フィールドボードをテーブル中央に配
置します。

② 通常キャラクターカード、効果カード、装備カード
を分け、それぞれよく切って山札とします。装備
カード山札の上には装備マーカーを置いておき
ます。

③ スペシャルキャラクターカードは、プレイヤーが確
認しやすいよう、フィールド横に表向きに置いてお
きます。

④ 任意の方法で先行、後攻を決め、先行プレイヤーが
フィールドの使用サイドを選びます。

⑤ 各プレイヤーは、好きな色のオーブカードを選び、
山札から通常キャラクターカードを5枚、効果カー
ドを2枚、装備カードを2枚引き手札とします。

⑥ 先攻プレイヤーは使用するキャラクターを3体選
び、オーブカードとともに表向きでフィールド手前
に置きます。残り2体のカードは裏向きにして控え
場に置いておきます。

⑦ 先行プレイヤーは、使用するキャラクター駒とオー
ブ駒をフィールドに配置します。（自陣魔法陣の好
きなマスに配置できます。置けるのは1マスにつき1
体です）　

⑧ 後攻プレイヤーは、先行プレイヤーと同様に使用
キャラクターを選び、カードと駒を配置します。

⑨ 各プレイヤーは控え場のキャラクターカードを
全て表向きにします。

⑩ ダメージキューブ、必殺技マーカー、モノ駒をス
トックに置きます。

⑪宝箱駒は裏面を見ずに混ぜ、宝箱マークのあるマス
に配置します。

⑫余った駒は箱にしまっておきます。

   ゲームの準備02 ＜ゲーム開始時の例＞

捨て場
（相手用）

ストック

控え場

捨て場
（自分用）

神秘のオーブ
し ん ぴ

ＨＰ ７
移動 ０

《特性》　力の喪失　
ちから　  そうしつ　

この駒のＨＰが０になったとき、
あなたはゲームに敗北する

神秘のオーブ
し ん ぴ

ＨＰ ７
移動 ０

《特性》　力の喪失　
ちから　  そうしつ　

この駒のＨＰが０になったとき、
あなたはゲームに敗北する

控え場

①①

②② ③③

⑦⑦

⑥⑥

⑧⑧

⑩⑩

⑪⑪
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先攻→後攻の順に、交互に手番を行います。手番では次のアクションを行うことができます。

手番終了時に手札が6枚以上ある場合は、5枚になるよう任意のカードを捨ててから
相手の手番に移ります。
手番中は、それぞれに定められた回数まで、自由にアクションを行うことができます。

1)サポートカードの使用
使用するカード名を宣言してから使用します。手番中、任意のタイミングで何枚でも使用可
能です。一部のカードは使用制限があるため注意してください。
コストの記載があるものは、使用時にコスト分の枚数の手札を捨てる必要があります。

2)サポートカードの交換
手札の1枚を山札の底に戻し、その山札の一番上の1枚を引き、手札に加えます。
あなたのキャラクターと神秘のオーブの残りHP合計が12以下のとき、1手番に
1回だけ行うことができます。

(2)キャラクターアクション
1)キャラクターの移動
味方キャラクター毎に、縦・横方向に移動力分のマスを移動できます。
・移動しなくてもかまいません。
・壁や駒を越えて移動することはできません（一部のキャラクターの能力やサポートカード効
果には、壁や駒を超えられるものがあります）。
・移動後、同じ手番内で続けて『キャラクターの攻撃』に移ることができます。

《移動可能な範囲》　下図で示す赤マスのどこにでも移動することができます。

　　　　

2)キャラクターの攻撃
・攻撃方法には、「通常技」と「必殺技」があります。攻撃時、プレイヤーはどちらで攻撃するかを
選択します。
・味方キャラクター毎に行うことができます。
《攻撃の手順》
①攻撃を行うキャラクター、攻撃相手、攻撃方法（通常技 or 必殺技）を宣言し、ダイスを振ります。
②攻撃技に書かれた数字と、ダイスの出目が一致した場合に攻撃成功となり、ダメージ分のダメー
ジキューブを相手キャラクターカードに乗せます。
必殺技を使用した場合は、（発動の成功、失敗に関わらず）必殺技を使用したキャラクターカード（必
殺技欄）に「必殺技マーカー」を乗せます。キャラクターはこのマーカーが乗っている間、必殺技が使
えません。
③攻撃を行ったキャラクターは「アクション終了」となり、この手番では他のアクションができなく
なります。
・ 　　アイコンが書かれた技は、そのキャラクターが移動した手番でも発動できます。
・ 　　アイコンが書かれた技は、そのキャラクターが移動した手番には発動できません。

   ゲームの流れ03 

(1)プレイヤーアクション

(1)プレイヤーアクション  ・・・・1)サポートカードの使用、　2)サポートカードの交換
(2)キャラクターアクション・・・1)キャラクターの移動、　   2) キャラクターの攻撃

◆効果カード ◆装備カード

・使用してすぐにカードの効果が発動します。
使用後は捨て場に置いてください。
・カードによっては相手の手番中に使用でき
るものもあります。各カード効果に従ってく
ださい。
・なお、設置系（背景が緑色）のカードは、駒を
設置するとき、カードを表向きで手元に置い
ておき、モノ駒のHPが0になったときに捨
て場に置いてください。

・1体のキャラクターに装備させて使います。
（キャラクターカードの下に、カード下部が見
えるように重ねることで装備となります。）
・装備を行うキャラクターは、その手番中、
キャラクターアクションができません。
・各キャラクターが1手番中に新たに装備で
きる数は1つだけです。
・各キャラクターが装備できる合計の数に上
限はありません。

移動力1 移動力2 移動力2（壁・駒あり） 移動力2+飛行（壁・駒あり）

　　アイコンが
書かれたカード

　　アイコンが
書かれたカード
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射程の記載がない技は、相手に縦横に隣接しているときにだけ攻撃できます。（下図参照）
・壁や駒を越えて攻撃することはできません。（一部能力持ちキャラクター等を除く。）
・攻撃は、味方キャラクターへ行うこともできます。
・　　　アイコンは、貫通アイコンです。壁や駒を無視できる効果を意味します。
・「自身○P」と記載がある技は、自身にダメージを与えることを意味します。
・「回復○P」と記載がある技は、ＨＰを回復することを意味します。
・「　　　P」と記載がある技は、もう一度ダイスを振り、出た目の数分のダメージを与えます。

《攻撃可能範囲》
赤マスのいずれか1マスの駒に攻撃することができます。
※複数の駒に攻撃できる技もあります。各キャラクターカードの技効果に従ってください。

　

◆キャラクターの戦闘不能
・キャラクターは、HPが0になったとき戦闘不能となり、その持主プレイヤーは山札からサポー
トカードを１枚引き手札に加えます。なお、残りキャラクターが１体になったときは、１回だけ
2枚引くことができます。
・戦闘不能になったキャラクター駒はフィールドから除外し、そのキャラクターカードは裏向
きにします。

◆キャラクターのパワーアップ
・相手側魔法陣に到達したキャラクターは、駒を裏返しパワーアップします(※)。また到達特典と
して、ダメージキューブ2個と「必殺技マーカー」を取り除きます。なお、これらの効果は
最初の1回だけです。

◆宝箱について
・フィールド上に宝箱駒がある場合、その駒にダメージを与えたプレイヤーは、宝箱駒の裏面に
描かれたカード枚数分、山札からサポートカードを引き手札に加えます。その後、その宝箱駒は
フィールドから除外します。

ゲーム中、次のどちらかの条件を満たしたとき、即座にゲームが終了します。

・いずれかのプレイヤーのフィールド上のキャラクターがすべて戦闘不能（HP0）になったとき。
・いずれかのプレイヤーの「神秘のオーブ」が破壊（HP0）されたとき。

相手プレイヤーがこの条件を満たしたとき、あなたはゲームに勝利します。
両プレイヤーが同時に条件を満たしたときは、引き分けとなります。

・山札からサポートカードを引くときは、どちらの山札から引いても構いません。
・装備カードを相手キャラクターに使用することもできます。
・装備カードは「神秘のオーブ」などの「モノ駒」につけることはできません。
・複数の装備をした結果、装備効果が重複する場合、後に付けた装備の効果が優先となります。
・サポートカードの　　　アイコンは、壁や駒を無視した効果が発動することを意味します。

    ゲームの終了と勝利条件04 

    その他 注意事項05 

4方向OK

射程1～2 射程2～2 射程の記載がない技 好きな方向3マス

手番（移動と攻撃）の例
Ａさんは、「ピンク」を移動させた後、「レッド」の必殺技（エネルギー
波）で「サタン」に攻撃することを宣言しました。ダイスを振り、１が
出たので発動成功です。ダメージキューブ２個を「サタン」のキャラク
ターカードに乗せました。また、必殺技を使用したため、必殺技マー
カーを「レッド」のキャラクターカード（必殺技欄）に乗せました。
続けて、Ａさんは、「ピンク」の通常技で「サタン」に攻撃することを宣言
しました。ダイスを振り、3が出たので発動失敗です。この後、サポート
カードを使うこともできますが、Ａさんは、このまま手番を終えること
にしました。

※レッド、ブルー、ピンク、グリーン、イエローは、それぞれパワーアップ後のキャラクターに変化します。
（パワーアップ後のスペシャルキャラクターカードを、それまでのカードの上に重ねてください）。装備は引き継がれます。
それ以外のキャラクターは、到達特典の効果のみ得られます。　　

パワーアップ！
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    いろいろな遊び方06 

チームバトル（1人vs 2人）　

基本（２人）プレイでの遊び方と異なる内容のみ説明します。

ゲームの準備
①任意の方法でチーム分けをします。

②使用するフィールドの種類（フィールドＡ～Ｄ）を相談
して決め、フィールドボードをテーブル中央に配置
します。

③通常キャラクターカード、効果カード、装備カードを
分け、それぞれよく切って山札とします。装備カード
山札の上には装備マーカーを置いておきます。

④スペシャルキャラクターカードは、プレイヤーが
確認しやすいよう、フィールド横に表向きに置いて
おきます。

⑤任意の方法でスタートプレイヤーを決め、スタートプ
レイヤーがフィールドの使用サイドを選びます。

⑥各プレイヤーは、好きな色のオーブカードを選んだ後、
次のカードを山札から引き手札とします。

⑦スタートプレイヤーは、使用するキャラクターを選び、
使用するキャラクターカードをフィールドボード手前
に配置し、残りは控え場に置いておきます。また、使用
するキャラクター駒、オーブ駒をフィールドに配置し
ます。（自陣魔法陣の中の好きな位置に配置します。置
けるのは1マスにつき1体です））　

⑧その他のプレイヤーは、時計回りに順に、スタートプ
レイヤーと同様に使用キャラクターを選び、カード、駒
を配置します。

⑨各プレイヤーは控え場のキャラクターカード
を全て表向きにします。

⑩ダメージキューブ、必殺技マーカー、モノ駒を
ストックに置きます。

⑪宝箱駒は裏面を見ずに混ぜ、宝箱マークのある
マスに配置します。

⑫余った駒は箱にしまっておきます。

相手チームのキャラクターを3体倒すか、相手
チームの「神秘のオーブ」を1つ破壊したチーム
の勝利です。

その他
・プレイ順は、スタートプレイヤーから時計回り
に行います。

・効果カード、装備カードは、同じチームのキャラ
クターにも使用することができます。

・チームプレイでは、ゲームプレイ時において
以下の制限があります。

1.チーム内で手札を見せあうことや、渡したりす
ることはできません。

2.チーム内での密談、筆談等はできません。相手
にも聞こえるように話しましょう。

マルチクロスバトル （4人での個人戦）　

ゲームの準備
①使用するフィールドの種類（フィールドＥ～Ｆ）を
相談して決め、フィールドボードをテーブル中央に
配置します。

②通常キャラクターカード、効果カード、装備カード
を分け、それぞれよく切って山札とします。装備
カード山札の上に装備マーカーを置いておきます。

③スペシャルキャラクターカードは、プレイヤーが確認し
やすいよう、フィールド横に表向きに置いておきます。

③各プレイヤーは、好きな色のオーブカードを
選んだ後、通常キャラクターカード3枚、効果カード
2枚、装備カード1枚を山札から引き手札とします。

⑤任意の方法でスタートプレイヤーを決めます。

⑥スタートプレイヤーは、使用するキャラクターを選
び、使用するキャラクターカードをフィールドボー
ド手前に配置し、残りは控え場に置いておきます。
また、使用するキャラクター駒、オーブ駒をフィール
ドに配置します。（自陣（1P）魔法陣の中の好きな位置
に配置します。置けるのは1マスにつき1体です）　

⑦その他のプレイヤーは、時計回りに順（1P→2P→
3P→4Pの順）に、スタートプレイヤーと同様に使用
キャラクターを選び、カード、駒を配置します。

⑧各プレイヤーは控え場のキャラクターカードを表
向きにします。

⑨ダメージキューブ、必殺技マーカー、モノ駒をス
トックに置きます。

⑩宝箱駒は裏面を見ずに混ぜ、フィールドの宝箱
マークのあるマスに配置します。

⑪余った駒は箱にしまっておきます。

⑫各プレイヤーの向かい側のプレイヤーが、倒すべ
き相手(以下、相手)となります。最も早く、相手の
キャラクターを全て倒すか、相手の「神秘のオーブ」
を破壊したプレイヤーが勝利となります。

※勝利プレイヤー以外の3人は全員敗北となります。
プレイ順は、スタートプレイヤーから時計回りに
行います。

その他
・キャラクターを移動させるとき、両隣のプレイヤー
のキャラクター駒を飛び越えることができます。

・両隣のプレイヤーのキャラクター駒を飛び越える
ときは、移動力にカウントされません。

　　　　　　　

・両隣プレイヤーの魔法陣に到達しても、何も起き
ません。

 (2)キャラクターの攻撃
・射程がある技は、両隣プレイヤーのキャラクター駒
を無視して攻撃することができます。（射程にカウ
ントします。）

・キャラクター1体が戦闘不能となったとき、持主プ
レイヤーは山札からサポートカードを1枚引き手札
に加えます。

(3)サポートカードの使用
・サポートカードは、両隣プレイヤーにも使用すること
ができます。プレイヤー1人を選んで使用してください。

(4)サポートカードの交換
・あなたのキャラクター・神秘のオーブの残HPに
関わらず、1手番に1回、行うことができます。 

＜フィールドに配置する数＞
2人チームの各プレイヤー：キャラクター2体、オーブ1個
1人チームのプレイヤー：キャラクター4体、オーブ1個

・2人チームの各プレイヤー：
 キャラクター3枚、効果2枚、装備1枚
・1人チームのプレイヤー：
キャラクター6枚、効果3枚、装備2枚

移動力1の移動範囲（例）

　

移動力2の移動範囲（例）

・・・3人で遊ぶ場合のルールです。 ・・・4人で遊ぶ場合のルールです。


