
このゲームは、光の末喬だる工ルフと、闇の権化である

ドラゴンの戦いを描いだウオーゲームです。

工ルフだちは居城である光の城をドラゴン|こ奪われ、住

処である森を追われましだ。そして城を奪われだことで、

生命の源である光の力まで失われつつありましだ。

そのだめ、みずからの存亡を賭け、奪われだ光の城を奪

還するだめ、ドラゴン|こ対して最後の決戦|こ臨むこと|こな

りましだ。

プレイヤーは工ルフ陣営まだは闇の勢力を担当し、勝利

を目指します。

⑪内容物

このゲーム|こは以下の物が含まれています。

・ゲームボード 1部

-駒30個(光の城 :20個/ノラネコも，....， : 10個)

・ルール 4枚(光の城:2枚/ノラネコも，....， :2枚)

・ダイス(サイコ口) 2個

万一、内容物|こ不足や不備がある場合は、下記のメー

ルアドレスまでご連絡ください。速やか|こ対応致します。

堀場工房:mokotacat@jcom.home.ne.jp 

1.1駒とマー力一
駒の上部|こは女が1，....，3個記載されています。*の数は

そのユニットの戦力およびステップ数を表しています。戦

闘解決時|こ振れるダイスの数であると同時|こ、耐久力で

もあります(6.0戦闘のI頁参照)。

工ルフの***の駒1d:3ステップを有していて、1ステップ

を失うと裏返して女女|こなります。さら|こ1ステップを失つ

だ場合は女の駒と取り替えます。だだし現在使っていない

女の駒がない場合Id:、単|こ* *の駒を取り除きます。

閣J
ドラゴンの***の駒の裏は* *です。もしこの駒がさ

ら|こ1ステップを失つだ場合、すで|こゲームから取り除かれ

だドラゴン駒があれば、 女と取り替えます。

そうでない場合、交換せず|こゲームから取り除きます。

ゴプリンは闇の勢力ではありますが、ドラゴンと共存でき

ません。まだ、最初|こ配置されだエリアから移動することも

できません。

ゆJ
工ルフ陣営は光の力を、闇の勢力は闇の力を消費して戦

います。これら光の力/闇の力を総称して「マナ」と呼びま

す。

ボード右上|こ現在の光の力/闇の力を示すだめの記録

欄「マナゲージ」があり、ここ|こ各陣営のマーカーを置きま

す。マナガ 10以上|こなつだ場合はr+ 1 OJの面を上|こしま

す。両陣営ともマナ1d:20以上|こはなりません。

窃ゲームの準循

工ルフ陣営と闇の勢力のどちらを担当するか決めだら、

それぞれのユニットを受け取ります。

工ルフ陣営はすべての工ルフ駒とく光の御旗〉、闇の勢力

はすべてのドラゴン駒とゴプリン駒を指揮します。



2.1工ルフ陣営の準備

初期配置図を参考|こして、 3戦力c***)の工ルフ駒

を配置してください(ボード上|こ緑色の女が記されだエリ

アです)。

く光の御旗)Id:、任意の工ルフ駒と同じエリア|こ配置して

ください。*が1つの駒はボード外|こ保管しておきます。

光の力マーカーを+10の面を表|こしてマナゲージの5の

欄|こ置いてください。 15ポイントを示します。

2.2 闇の勢力の準備

赤い星の記されだエリア|こ、*の数と一致するドラゴン

駒を配置します。

白い女が記されだエリア|こゴプリン駒を配置します。

ダイスを1つ振り、出目+1の欄|こ闇の力マーカーを配置

します(例:出目が3ならば、+1して4の欄|こ配置)。

@プレイ手順

ゲームはターンを繰り返すことで進行します。 1ターンは

以下のフェイス、で、構成されています。各フェイス、は順番|こ

実行してください。

ターン終3時|こ勝利条件C1 1勝利条件を参照)が

達成されていない場合ゲームは継続となり、新だなターン

を開始します)。

1.工ルフ移動フェイス、

2.工ルフ戦闘フェイス、

3.ド、ラゴン移動フェイス、

4.ド、ラゴン戦闘フェイス、

5.マナ獲得フェイス、

6.マナ消費フェイス、

窃スタシク

駒を積み重ねることを「スタック」と呼びます。

4.1工ルフ陣営のスタνク制限

工ルフ陣営は、各エリア|こ合計で3戦力まで、スタックでき

ます。

く光の御旗〉はいずれかの工ルフj駒とスタックすることが

可能です(上記の制限|こ数えません)。だだし、く光の御

旗〉を単独でエリア|こ置くことはできません。

4.2 闇の勢力のスタνク制限

ド、ラコ、ン駒はスタックすることがで、きません。必ず、各エ

リア|こ単独で配置してください。

ドラゴン駒がゴプリンと同じエリア|こ移動で、入つだ場合、

ゴプリン駒を取り除きます(ド、ラゴンの餌|こなってしまいま

しだ1)。

ドラコ、ン|こよってゴフリン』駒が取り除かれだ場合、マナゲ

ージの闇の力を+2してください。

窃移動
工ルフ駒とドラゴン駒Id:、移動フエイズ|こ自陣営のすべ

ての駒を1固だけ隣接エリア|こ移動させることができます。

移動は任意なので、動かさなくても構いません。ま芝、動

かす駒と動かさないj駒があっても構いません。

だだし、スタック制限を超えるような移動や、敵駒が存

在するエリア|こは移動できません。

5.1 例外

ゴプリン駒は移動できません。

工ルフのく光の御旗)Id:、距離無制限でいずれかの工ル

フ駒があるエリア|こ移動することができます。だだし、その

際|こ敵の駒が存在するエリアを通ることはできません。

@戦闘
戦闘は戦闘フェイス、|こ、フェイズ・プレイヤー(現在のフエ

イズを実行しているプレイヤー)の任意で行われます。フェ

イズ・プレイヤーが政撃側、非フエイズ・プレイヤーが防御

側です。

政撃側は自陣営のユニットを指定し、隣接するエリア|こ

存在する敵ユニットを目標として政撃できます。

目標エリア|こ隣接する複数のエリアから攻撃することは

可能です。だだし、 1つの目標エリア|こ対する政撃は1度|こ

解決します。同じ、駒が同一ターン|こ2回以上政撃を行つだ

り、攻撃を受けることはありません。

戦闘は以下の手順で行われます。

1.政撃側プレイヤー、防御側プレイヤーの順|こ、マナポイ

ン卜の使用、不使用を宣言します。

2.政撃側と防御側は同時|こダイスを振り、結果を適用し

ます。

戦闘|こ参加する駒数、ステッフ数、戦力数|こかかわらず、

1回の戦闘|こっき使用できるのは1マナポイン卜で、す(例

外:く光の御旗〉、 9.0参照)。

6.1 戦闘の解決

各プレイヤーは、戦闘|こ参加する自陣営の駒の合計戦

力数と同数のダイスを振ります。有効な目が出定数を比

べて、多い万が勝利します。

マナポイン卜を使用していない場合はf6Jの自のみが有

効です。マナポイン卜を使用していだ場合、 f5Jとf6Jの目



が有効となります。両軍で有効数が等しい時は引き分け

となり、何も起こりません。

有効な自の差分が、相手|こ与える損害数|こなります(

例:どちらもマナポイン卜を使用しない戦闘で、工ルフガ6

の目を2つ、ドラゴンガ1つ出しだ場合、工ルフの勝利で、

ドラゴンガ被る損害1d:2-1 = 1損害です)。

損害は以下の万法で消化しなければなりません。

1損害|こっき、

①戦闘|こ参加しだ敗北側のいずれかの駒が1戦力を失

う。まだは、

②戦闘|こ参加しだ敗北側のすべての駒が1エリア後退す

る。

2損害以上の場合、上記の万法を組み合わせることも

可能です。

だだし、②の後退Id:、1損害分までしか適用できません。

言い換えるなら、2損害以上の場合|こは必ず戦力を失わ

なければなりません。

戦力を失う場合、損害を適用する駒の女の数を減らし

ます。1戦力を失うごと|こ女の数を1つ減らします。

例えば、女3の工ルフ駒|こ対して1戦力の損害を適用する

場合、駒を裏返して女21こします。同様|こ、2戦力の損害を

適用する場合は、マッフ外|こある女1つの駒と交換します。

複数の駒で、攻撃して政撃側が損害を被つだ場合、ステ

ップ損失を複数の駒|こ分散してもかまいません。

損害の適用は、駒の所有者が行います。

損害を適用する時|こ適切な駒と交換できない場合、そ

の分の戦力は余計|こ失われます。

例えば、後退が不可能な状況で女3の駒|こ2損害を適

用する場合、女1のi駒が残っていない時|こは交換せず|こ

女3が除去されます (1戦力余分|こ失われます)。

昧万の駒が存在するエリア|こ後退する時、スタック制限

を超過する場合|こは、超過せず|こ済むエリアまで追加で

後退します。もしそのようなエリアがない場合|こは、戦力

損失で消化しなければなりません。

ドラゴンガゴプリンのいるエリア|こ後退しだ場合、ゴプリ

ン駒は取り除きます(この場合|こは闇の力は+1されませ

ん)。だだし、そのエリアを通過して後退しだ場合|こは取り

除きません。

攻撃側が勝利しだ時のみ戦闘後前進が可能です。戦闘

で発生しだ損害数が前進可能数となります。

前進可能数1で、1駒が1エリア移動できます。前進を行う

駒と前進数は自由|こ組み合わせることができます。まだ、

攻撃目標エリア|こ進入する必要もありません。

だとえば、攻撃側2駒が敵|こ3損害を与えだ場合、1駒が

3エリア移動しても、1駒が2エリア、もう1駒が1エリア移動

しても構いません。

戦闘後前進は義務ではありません。望まないならまつだ

<前進しなくても構いません。だだし、前進を行う場合は

次の戦闘を解決する前|こ完3しなければなりません。

戦闘後前進で敵のコマガ存在するエリア|こ入ることはで

きません。

6.2 地形刻果

結界路越しの政撃は、攻撃側のダイスの

数が1個減少します。

@マナ
マナ消費フエイズ|こおいて、工ルフ駒1個|こっき1マナポイ

ン卜を消費します。マナゲージの光の力を必要数分だけ減

少させます。

その駒の戦力数|こ関係な<、1駒|こっき1マナポイントを消

費します。

く光の御旗〉はマナポイン卜を消費しません。

だだし、光の城および塔|こいる工ルフ駒、および光の結

界を越えていない工ルフ駒はマナを消費する必要はあり

ません。

闇の勢力は、マナ消費フェイス、|こ光の城ならひ、|こ塔|こい

ないドラゴン駒ごと|こ1マナポイン卜を消費しなければなり

ません(コ、フリンはマナポイン卜消費の対象外で、す)。

両陣営とも自発的に1戦力を失うことで、マナポイントの

消費を1ポイン卜抑えることがで、きます。だだし、コ、プリンや

く光の御旗〉ではできません。

7.1 マナポイントの獲得

工ルフ陣営は、各ターンのマナ獲得フェイス、|こダイスを1

個振り、結果の半分(端数切上)のマナポイントを獲得しま

す。これ|こ加えて、占領している塔エリア1つ|こっき1マナ

ポイントを得ます。

工ルフ|こよる塔の占領は、ドラゴンガ再奪取しない限り

継続します(工ルフユニットがいなくても)。

闇の勢力は、光の城から盤外|こ

伸びる「暗い道」上のエリア|こ工ル

フ駒がいない場合、各ターンのマ

ナポイン卜獲得フエイズ|こおいて3

ポイントを獲得します。

上記の経路が工ルフ駒|こよって

遮断されている聞は、ダイスを1個

振り、結果の半分(端数切上)だけ

獲得します。

両陣営とも、マナポイントの上限

は19です。それを上回つだ場合、

その分のポイントは失われます。

両陣営とも、獲得しだマナポイン

ト数をだだち|こマナゲージ|こ反映

させます。



7.2 光の加護

工ルフは各塔エリアを最初|こ獲得しだ時

(のみ)、追加のマナポイントを獲得できま

す。だだち|こダイスを1個振り、結果の半分

(端数切上)をマナポイント|こ加えます。

⑧エJレ ヌ 駒の方割と統合

工ルフ陣営は、各ターンの工ルフ移動フエイズ開始時|こ

駒の分割と統合ができます。

同じエリア|こ存在する工ルフ駒を、戦力数が変わらない

よう|こ自由|こ分割・統合して構いません(例:女3つの駒

を、**と女の2駒|こ分割する/女の駒3つ|こ分割する)。

女1つの駒は有限です。不足する場合は分割できません。

だだし、戦闘で取り除かれだ女1つの駒Id:、後|こ再利用す

ることは可能です。

(9<先の御旗〉

工ルフのく光の御旗)Id:スタック制限外で

す。移動を行う時は、いずれかの工ルフ駒

が存在するエリア|こ距離無制限で移動で

きます(5.1例外を参照)。

く光の御旗〉を伴つだ工ルフj駒が政撃を行うとき、通常の

マナポイン卜|こ加えて、さら|こ1マナポイン卜を使用すること

ができます。そうしだ場合、攻撃側の全てのダイス目をさ

ら|こ+1します(しだがって、4以上が有効となります)。

この追加1マナポイン卜を使用しないときは、く光の御旗

)Id:政撃|こ参加していないとみなします。

く光の御旗〉が政撃|こ参加して敗北しだ場合、最初の1

損害はく光の御旗〉を取り除くことで適用されます。

く光の御旗〉のみでは政撃はできません。まだ、工ルフガ

防御側の時|こは使用できません。だだし、スタックしてい

る駒が後退しだら一緒|こ後退し、最後の1ステνフ。が除去

されると一緒|こ取り除かれます。

く光の御旗〉は単独でエリア|こ存在することはできません

(その場合はだだち|こ取り除かれます)。

⑩ゴプリン

ゴプリン駒は移動力が0です。移動も退

却もできません。

1損害を受けだら除去されます。

ゴプリン駒は自ら政撃を行うことはでき

ませんが、攻撃を受けだとき|こ戦力 1として

防御を行うことはできます。

その際、マナを使用することもできます。

@勝利条件

毎ターンの終3時|こ、両陣営ともマナポイントガ1以上あ

り、かっ勝利条件を満だしていないときはゲームを継続し

ます。

工ルフの勝利条件:あるターンの終3時

|こ闇の力が0で、光の力が1以上あれば勝

利します。

まだは、あるターンの終3時|こ光の力が

1以上あり、かつ光の城を占領している場

合、工ルフの勝利です。

圃の勢力の勝利条件:あるターンの終3
時|こ光の力がOで、闇の力が1以上あれば

勝利します。

もしくは、あるターンの終3時|こドラゴン

駒が「工ルフの森」を占領していだら闇の

勢力の勝利です。

※ターン終3時|こ両軍ともマナポイントガ0の場合は両陣

営とも敗北とします。

※どちらかの陣営のすべてのj駒が盤上からなくなっだ場

合、反対側の陣営はだだち|こ勝利します。

【初期配置図】

暗い遭 エリア 1+@ のマスIZ:配置

マナ
ゲージ

光の
結界

光の御旗Ict
任意のエル
フ駒と同じ

スペース巴
配置します
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