
◆先攻側 ◆後攻側

【始める前に】

［事前の説明］

［本シナリオで準備するもの（二人分）］

［あると便利なもの］
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1.先攻ターン

1-1-1.フェイズ開始時
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【ゲーム開始】

［具体的なゲームの流れ］

1-1.先攻側国力フェイズ

＜フェイズ開始時の処理＞

1-1-2.ドローステップ

＜ドローステップでの山札切れの処理＞

1-1-3.出撃ステップ

＜カードの配置方法その１：ユニットカード＞

1-1-4.支援ステップ

＜支援ステップとは＞

←配置



1-1-5.土地ステップ
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＜土地ステップとは＞

1-1-6.アイテムステップ

＜アイテムステップとは＞

1-2-1.ドローステップ

1-2.後攻側国力フェイズ

1-2-2.出撃ステップ

1-2-3.支援ステップ

1-2-4.アイテムステップ

＜国力フェイズ＞

↑配置



1-3-1.行動準備ステップ
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1-3.先攻側侵攻フェイズ

＜行動準備ステップとは＞

1-3-2.ユニットの行動：マルス

＜ユニットカードの行動＞

移動ステップ

＜ユニットカードの移動方法＞

行動ステップ

処理ステップ

＜処理ステップとは＞

1-4.エンドフェイズ

＜エンドフェイズとは＞



2-1-3.出撃ステップ

2-1-1.フェイズ開始時
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2-1.後攻側国力フェイズ

2.後攻ターン

2-1-2.ドローステップ

2-1-4.支援ステップ

2-1-5.土地ステップ

2-1-6.アイテムステップ

＜フェイズ開始時の処理＞

＜カードの配置方法その３：アイテムカード＞

＜カードの配置方法その２：武器カード＞

↑配置

武器の付与

←アイテムの付与



2-2-2.ユニットの行動：カミュ

2-2-2.出撃ステップ

2-2-1.ドローステップ
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2-2.先攻側国力フェイズ

＜ユニットの特殊能力　その１＞

2-2-3.支援ステップ

2-2-4.アイテムステップ

2-3-1.行動準備ステップ

2-3.後攻側侵攻フェイズ

移動ステップ

↑配置/支援/
武器の付与



2-2-2.ユニットの行動：カミュ（続き）
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行動ステップ

＜行動宣言＞

＜攻撃する武器、魔法の選択＞

＜攻撃を受けるための武器、魔法の選択＞

＜準備セコンドとは＞

攻撃対象の選択

行動宣言（＝攻撃宣言）

攻撃する装備の選択

受ける装備の選択（攻撃を受ける側のプレイヤーの選択）

準備セコンド

＜攻撃＞

攻撃（ダメージ計算）

←攻撃対象



2-2-2.ユニットの行動：カミュ（続き）
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（気力チップの処理）

反撃宣言

反撃対象の選択

反撃装備の選択

反撃を受ける装備の選択

準備セコンド

＜反撃の選択＞

＜反撃に使用する武器、魔法の扱い＞

＜反撃を受ける武器、魔法の扱い＞

＜反撃時の準備セコンド＞

＜三すくみ＞

【剣】

【槍】【斧】

+1

+1

+1

【三すくみ関係図１】

＜反撃＞



2-2-3.ユニットの行動：ナバール

2-2-2.ユニットの行動：カミュ（続き）

- 9 -

処理ステップ

移動ステップ

行動ステップ

攻撃対象の選択

行動宣言（＝攻撃宣言）

攻撃する装備の選択

受ける装備の選択（攻撃を受ける側のプレイヤーの選択）

準備セコンド

攻撃（計算～チップ処理）

※ダメージ計算

＜装備武器の違いによる効果＞

反撃（計算～チップ処理）

※ダメージ計算

↑攻撃対象



2-2-3.ユニットの行動：ナバール（続き）
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反撃宣言

反撃対象の選択

反撃（計算～チップ処理）

反撃を受ける装備の選択

準備セコンド

※ダメージ計算

処理ステップ

2-3.エンドフェイズ



3-1-3.出撃ステップ
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3-1.先攻側国力フェイズ

3.先攻ターン

3-1-1.ドローステップ

3-1-2.ドローステップ

3-1-4.支援ステップ

3-1-5.土地ステップ

3-1-6.アイテムステップ

＜カードの配置方法その４：魔法カード＞

↑配置/魔法の付与

←支援



3-3-2.ユニットの行動：リンダ

3-2-2.出撃ステップ
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3-3.先攻側侵攻フェイズ

3-2-3.支援ステップ

3-2-4.アイテムステップ

3-2-1.ドローステップ

3-2.後攻側国力フェイズ

3-3-1.行動準備ステップ

移動ステップ

行動ステップ

攻撃対象の選択

行動宣言（＝攻撃宣言）

←攻撃対象

←支援

※後攻側の狙い



3-3-3.ユニットの行動：マルス
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3-3-2.ユニットの行動：リンダ（続き）

受ける装備の選択（攻撃を受ける側のプレイヤーの選択）

準備セコンド

攻撃（計算～チップ処理）

反撃宣言

反撃対象の選択

反撃（計算～チップ処理）

反撃を受ける装備の選択

準備セコンド

処理ステップ

移動ステップ

攻撃する装備の選択

攻撃対象の選択

行動宣言（＝攻撃宣言）

行動ステップ

＜三すくみの関係　その２＞

【炎】

【雷】【風】

+1

+1

+1

【三すくみ関係図２】

←攻撃対象



- 14 -

3-3-3.ユニットの行動：マルス（続き）

攻撃（計算～チップ処理）

反撃宣言

反撃対象の選択

反撃（計算～チップ処理）

反撃を受ける装備の選択

準備セコンド

処理ステップ

＜ユニットの特殊能力その２　制圧＞

準備セコンド

攻撃する装備の選択

受ける装備の選択（攻撃を受ける側のプレイヤーの選択）

＝撤退

←撤退



3-3-4.ユニットの行動：シーダ
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移動ステップ

行動ステップ

処理ステップ

3-4.エンドフェイズ

＜行動ステップの処理＞

※先攻側の狙い

行動宣言



4-1-3.出撃ステップ
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4-1.後攻側国力フェイズ

4.後攻ターン

4-1-1.フェイズ開始時

4-1-2.ドローステップ

4-1-4.支援ステップ

4-1-5.土地ステップ

4-1-6.アイテムステップ

＜カードの配置方法その５：土地カード＞

↓支援↓支援

←土地の配置
※後攻側の狙い



4-3-2.ユニットの行動：カミュ

4-2-2.出撃ステップ
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4-2-1.ドローステップ

4-2.先攻側国力フェイズ

4-2-3.支援ステップ

4-2-4.アイテムステップ

移動ステップ

行動ステップ

処理ステップ

4-3.後攻側侵攻フェイズ

↑配置

※後攻側の狙い

4-3-1.行動準備ステップ

行動宣言



4-3-2.ユニットの行動：ナバール
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移動ステップ

行動ステップ

攻撃対象の選択

行動宣言（＝攻撃宣言）

攻撃する装備の選択

受ける装備の選択（攻撃を受ける側のプレイヤーの選択）

準備セコンド

攻撃（計算～チップ処理）

反撃宣言

反撃対象の選択

反撃（計算～チップ処理）

反撃を受ける装備の選択

準備セコンド

処理ステップ

4-4.エンドフェイズ



5-2-2.出撃ステップ

5-1-3.出撃ステップ
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5-1.先攻側国力フェイズ

5.先攻ターン

5-1-1.フェイズ開始時

5-1-2.ドローステップ

5-1-4.支援ステップ

5-1-5.土地ステップ

5-1-6.アイテムステップ

5-2-1.ドローステップ

5-2.後攻側国力フェイズ

↑支援



5-3-2.ユニットの行動：シーダ
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5-2-3.支援ステップ

5-2-4.アイテムステップ

5-3.先攻側侵攻フェイズ

5-3-1.行動準備ステップ

移動ステップ

行動ステップ

攻撃対象の選択

行動宣言（＝攻撃宣言）

受ける装備の選択（攻撃を受ける側のプレイヤーの選択）

準備セコンド

攻撃する装備の選択

＜カードの使用方法：サプライズカード＞

←攻撃対象



5-3-3.ユニットの行動：アーマーナイト

5-3-2.ユニットの行動：シーダ（続き）
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反撃宣言

反撃対象の選択

反撃（計算～チップ処理）

反撃を受ける装備の選択

準備セコンド

処理ステップ

移動ステップ

行動ステップ

処理ステップ

5-4.エンドフェイズ

攻撃（計算～チップ処理）

行動宣言



6-1-3.出撃ステップ
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6-1.後攻側国力フェイズ

6.後攻ターン

6-1-1.フェイズ開始時

6-1-2.ドローステップ

6-1-4.支援ステップ

6-1-5.土地ステップ

6-1-6.アイテムステップ

←配置

6-1-7.国力フェイズ終了前：サプライズカードの使用

＜マムクートと竜族のカード＞

←配置
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6-2-2.出撃ステップ

6-2.先攻側国力フェイズ

6-2-1.ドローステップ

6-2-3.支援ステップ

6-2-4.アイテムステップ

6-3.後攻側侵攻フェイズ

6-3-2.サプライズカードの使用

6-3-1.行動準備ステップ

←サプライズカード
の効果対象

←『シーダ(人間関係)』
の効果の結果、撤退

←配置

＜竜族のカードの扱い＞
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6-3-3.ユニットの行動：カミュ

移動ステップ

行動ステップ

処理ステップ

6-4.エンドフェイズ

＜勝利条件＞

行動宣言


