
Ｆ

¨
／

●

ζ

:I

ξl熙

５ヽ
「
Ｐ
ｂ

聟

f51

●ルールブック…一冊●ゲーム盤…l枚

●クエストブック…―冊

●プラスチツクゴマ…35コ

戦± 1 魔法使い ェルフ… 1 ドワーフ 1ガーゴイル 1 ダークウォリアー モノリザード
1                            -4      3

●家具…(15点 )

● ドア… (21コ )

(・ 閉じたドア…(5)・ 開いたドア…(16))
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●キヤラクターシートー (60枚 )●サイコロ…(2コ )

。装備カード…(18)

。人の魔法…(3)

｀
キヤラクターシート

″

●キヤラクターパネル…(4枚 )● コンバツトダイス…(4コ )

(戦士一 l・ 魔法使い… 1・ エルフ… 1・ ドワーフ… 1)

●岩のマーカー (lマス分・6コ )(2マス分・2コ )●隠し扉のマーカー…(4コ )｀コンバットダイス″

●落とし穴のマーカー…(6コ )● クラッシュのマーカ丁… (2コ )●階段のタイル…(1コ )
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細かい部品がありますので、なくさないようにご注意ください。

部品には、やむを得ずとがつた部分がありますので、けがをしないようにこ注意ください。

1.勇者とモンスターのコマをランナー (プラスチツクのフレーム)からていねいに取り外します。

2.ガーゴイルのコマは次のように組み立てます。

(a)図のように、翼を  (b)図のように、頭を

背中に取り付けます。  首に取り付けます。

5.スクリーンの裏のイラストを見ながら、引出し、

米揃、声補、繕簡答の部品を茶色のランナーから、墓
の部品を灰色のランナーから

取り外します。また、台紙から

それぞれの紙の部品を抜き取

ります。それぞれ、図のように、

紙の部品を折り曲げて、プラス

チックの部品の下に差し込み

ます。

フ.灰色のランナーからボトルを取り外し、図のよう

に引出しの上の右側に取り

付けます。また、茶色のラン

ナーから美簿を取り外し、図
のように引出しの左側に置

きます。

3.スクリーンを台紙からていねいに抜き取

ります。

4.灰色のランナーからドアのベースを取り

外します。台紙からドアを抜き、

図のようにベースに取付けます。

開いたドアも同じように組み立

てます。

6.茶色のランナーからレバーを取り外し、

図のように着簡台の横に取り付けます。

8.白 いランナーに付いている最がいこつ
と、茶色のランナ=についているねずみは、

戸輸や繕簡台などについている穴に好きな

ように取り付けてください。

9.灰色のランナーから撃置とろうそくを取
り外します。薬道には紙の部品は使いませ
ん。黎難に、2本のろうそくを立てます。

巡鵬〃綽蛉
に合うように折り曲げます。l本

のビンと、折り曲|ずた紙の部品を

宝籠の間偶Jではさみ込みます。

10.茶色のランナーから出¥血を取り外します。
武T血は組み立てる必要がありません。
11.王座、テープル、宝箱、暖炉を組み立てるために、茶色のランナーに付いている部品の残りすべてを取

り外します。また、台紙からそれぞれの部品を抜き取ります。それぞれのビンの種類に気を付けてくださ

い 。

(a)王 座 :2本

のビンと、折り

曲げた紙の部品

を王座の両側で

はさみ込みます。

12.残 りの紙の部品を台紙から抜き取ります。 (d)眠炉 :プラスチックのベースに合わせて、

紙の部品を折り曲げ、藝し込みます。

(b)テーブル ll本の長いピンと、

:i:!:11ミ∫:ヨ号::]

● ゲーハのあらすじ
プレーヤーのひとりが闇の魔王グリンデッド (以下、省略して魔王と呼びます)になり、

残りのプレーヤーは戦士、魔法使い、エルフ、ドワーフといつた勇者になります。

ヒーロークエストはどの勇者が 1位かを競うゲームではありません。パーテイー (勇者た

ちのチームのこと)が力を合わせて、クエスト(ひとつひとつの冒険のこと)をクリアするゲー

ムです。クエストをクリアすれば、パーティーの勝ち、クリアできなければ、魔王の勝ちです。

勇者たちは14のクエストを順番にクリアしていきながら成長していくでしよう。あるいは

途中で死んでしまうかもしれません。

魔王はモンスターを操り、勇者たちがクエストをクリアするのを阻止します。また、クエ

ストブックを見ながら勇者たちにそれぞれのクエストの目的を読み上げたり、勇者たちの

移動中にトラップ (わな)の有無を確認したりというような、ゲームの進行役を兼ねます。

ゲームの結末は明らかにされていません。それは、あなた自身で発見してください。

ルールの難易度はクエストの進行にあわせて3段階になつています。

第 1章 :旅立ち クエスト 1～クエスト3 初級ルール

第 2章 :使命  クエスト4～クエスト8 中級ルール

第3章 :探索  クエスト9～クエスト13 上級ルール

最終章 :対決  クエスト14 上級ルール

最初は初級ルールを覚えるだけでゲームができるようになつています。第 1章が終わつて

から中級ルールを覚え、第2章が終わつてから上級ルールを覚えてクエストを進めていき

ます。

(注意)クエストブックは役決めが終わるまで絶対に開かないでください。

● フレイてきる人数
2人～5人でプレイでき

ゲームの予備知

ます。
喘

①ボデイーポイント (BP)、 最大ボディーポイント (最大BP)
BPはキヤラクターの体力に関係します。

戦闘やトラツプでダメージを受けると減つてゆき、0になると死んでしまいます。

失つたBPは魔法や薬などで回復することができますが、最大BPより高くすることはで

きません。勇者がレベルアップすると、最大BPは増えていきます。

②マインドポイント (MP)、 最大マインドポイント (最大MP)
MPはキヤラクターの知力に関係します。MPが 0になると死んでしまいます。

MPは始めのうちはあまり使用しませんが、後半のクエストで重要になつてきます。

MPも最大MPよ り高くすることはできません。

③その他

移動力、攻撃力、防御力についてはあとで説明します。

注)BP、 MPのどちらか片方が0になったときに勇者は死にます。

L._ t  h
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D:クエストブック

クエストブックには、14のクエストが用意されています。魔王はこのクエストブックに従

つて、ゲームを進行していきます。クエストブックは絶対に勇者たちに見せてはいけませ

ん。

クエストブックは主に4つの部分に分けられます。

①ダンジョンの地図

地図には魔王が動かすモンスターとそのスタート地点が

シンボルマークで示されています。地図には家具や、行

き止まり、トラップ、隠し扉、宝箱の場所などがシンボ

ルで示されています。

魔王は勇者たちがダンジョンを動き回るに従つて、この

地図を参照しながら、モンスターや家具などを配置して

いかなければなりません。それぞれのシンボルマークが

どの家具を示すかは、スクリーンの裏に書かれています。

②冒険の書                '
冒険の書には、そのクエストの目的と、クリアしたとき

の報酬が書かれています。魔王は、ゲームを初める前に、

勇者たちにこれを読んで聞かせます。

クエストブック

③クエストルール

それぞれのクエストには個別のルールがあります。魔王は各クエストを行なう前にこれら

のクエストルールをよく読んでおきます。これは勇者たちに前もつて間かせてはいけませ

ん。特定の状況になって初めて読み上げます。

クエストルールには、宝箱の中身や、勇者たちが特定の部屋に立ち入つた場合に起こる事

柄、勇者たちがとるべき行動について解説されています。

④エンド・オブ・クエスト

それぞれのクエストのエンディングです。クエストをクリアして分かつたことなど、次の

クエストにつながるストーリーが説明されます。勇者たちがクエストをクリアしたら、魔

王はこの部分を読んで聞かせます。

E:スクリーン

勇者たちにクエストブックなどが見えないようにするために使用します。魔王はスクリー

ンの後ろに座り、HttRO QUESTと いう文字が自分の方から読めるようにゲーム盤を

置きます。スクリーンの裏には家具類の一覧があります。

F:コン′ヽットダイス

戦闘や防御、レベルアップのときなどに使います。5個以上振るときは、2回にわけて振

ります。説明文やカードの中で、Cダイスと略すことがあります。

G:モンスターカード

モンスターカードにはモンスターの能力が示されています。

モンスターにはそれぞれの種族につき 1枚づつのカードがあり、その種族の攻撃力、防御

力、移動力、ボディポイント、マインドポイント、倒したときに手に入るゴールドが示さ

れています。

5瘍

A:ゲーム盤

ゲーム盤上にはマスと自線があります。キャラクターはこのマスの中心に止まります。

自線は壁です。壁は通り抜けできません。グーム盤上は部屋と通路に分かれています。

(注意)

このルールブックで「面するマス」「となり合うマス」というのは前後左右4マスのことを

指します。図4で○の部分がオークに面するマスです。「接するマス」というのは前後左右

とも斜めも含んだ8マスのことを指します。図Bで○の部分がオークに接するマスです。

図 B

面するマス             接するマス

B:キャラクターバネル

キヤラクターパネルには、それぞれの勇者の特徴、攻撃力、防御力、移動力、ボディ
ニポイント、マインドポイントが示されています。

C:キャラクターシート

キャラクターシートはゲーム中、それぞれの勇者の現在の状態を記録するのに使いま

す。次のクエストに挑戦するときにはこのキャラクターシートの状態から始めること

ができます。つまり、キャラクターシートは勇者の成長の記録ともいえるのです。

キヤラクターシート

1♂

…
ド障

m

まず、自分のキャラクターに名前をつけて、キャラクター

シー トに書き込みます。次に、キャラクターパネルを見て自

分のキャラクターの種類、移動力、攻撃力、防御力、最大BP、

BP、 最大MP、 MPを書き込みます。

ゲーム進行中にこれらの値が増えたり、減ったりした場合

は、そのつどキャラクターシー トに書き込んでいきます。こ

れらの数字はたびたび書き換える必要があるので、鉛筆とケ

シゴムを使うと良いでしよう。

冒険を進めるうちに、手に入れるゴール ドや購入した武器な

どについても、すべてキヤラクターシートに書き込んでいき

ます。クエストをlつクリアするたびに、チェック結に印を
つけていきます。

L。 _ 1__⌒



H:伝説の秘宝カード

この世界には5つの伝説の秘宝があると言い伝えられています。勇者たちが最終章を

クリアするためには、これらを手に入れる必要があります。

それぞれの伝説の秘宝がどこに隠されているのかはナゾです。宝箱の中にあるのか?
恐ろしいモンスターが持つているのか?詳しいことはクエストルールに説明してあります。

これらは普通のトレジャーカード (P13参照)に混ぜてはいけません。

i:その他のカー ド

それぞれ実際に使用するところで説明します。

初級ルールを覚えると第 1章のクエストがプレイできます。初級ルールでは、モンスター

カード以外のカードは使用しません。また、トラップ、隠し扉のマーカーは使用しません。

初級ルールはすべてのルールの基本ですから、プレイする前によく読んで理解しておいて

ください。

● ゲームの手順
魔王の左どなりのプレーヤーからプレイし、時計回リヘと順番にブレイしていきます。

勇者全員がプレイし終わったら、魔王がプレイをします。

次の行動がとれます。
。「移動」 (「移動」は8ページで説明します。)

。「戦闘」または「魔法」 (「戦闘」は9ページ、「魔法」は11ページで説明します)

移動と戦闘 (ま たは魔法)はどちらを先に行なつてもかまいません。ただし、半分の移動

を行なってから戦闘し、残りの移動を行なうということはできません。また、―度移動を

終えたら、移動力が余つていてもそれを次の自分の番に持ち越すことはできません。

勇者が新しい通路や部屋に足を踏み入れた場合、魔王は地図を参照しながら盤上にドア、

家具、モンスターなどを配置していきます。(電己置」は9ページで説明します)

魔王は自分の順番が来たら,現在ゲーム盤上にあるすべてのモンスターを好きな順番に動

かすことができます。必ずしもすべてを動かす必要はありません。それぞれのモンスター

は次の行動がとれます。

・移動

・戦闘

モンスターも、移動と戦闘のどちらを先に行ってもかまいません。

勇者たちがダンジョンの外に逃れるか、死んでしまうまでプレイを続けます。

ゲーム盤上に勇者がひとりもいなくなったときにゲームは終了します。

勇者は冒険の書に書かれた目的を達成すれば、そのクエストをクリアしたことになります。

ただし、ダンジョンから生きて戻らなくてはなりません。勇者が階段のタイルの上に乗れ

ばダンジョンから脱出したことになります。モンスターが階段のタイルに乗ることはでき

ません。

キヤラクターを育てるためにはとにかく生きて戻つてくることが一番肝心です。そのため

には、クエストの目的を達成しないまま逃げてこなくてはならないこともあるでしよう。

心配いりません。クエストを達成しなくても、勇者たちは同じクエストに何度でも跳
う
戦す

ることができるのです。(11ページ「次のグームをする場合」参照)

7鶉

0ゲ ームの準備
1.役決め

ゲームを始める前に、まず各自の役害」を決めなくてはなりません。サイコロをふって大

きい目を出した人から順番に自分のやりたい役を選びます。最後まで魔王が選ばれない

ときは最後の人が魔王になります。プレーヤーが 5人より少ないときは 1人が 2人以上

の勇者を受け持ちます。ただし、魔王が勇者を受け持つことはできません。

役害Jが決まったら、勇者たちはそれぞれ次のものをとります。

●自分のキャラクターのプラスチックゴマ

●自分のキャラクターのキャラクターパネル

●キャラクターシー ト 1枚

魔王は次のものをとります。

●クエストブック

●モンスターのプラスチックゴマ

●家具、 ドア、宝箱など

●カー ド

● トラップ、隠し扉などのマーカー類

●スクリーン

注)魔王グリンデッド自身のプラスチックゴマやキヤラクターパネルはありません。

2.初めてゲームをする場合

勇者はキャラクターシートに必要事項を書き込みます。(4ページ「キヤ″ ターシート」参照)

3.セッテイング

この部分は、初級ルールから上級ルールまで、すべて共通です。

①魔王はまず、ダンジョンの地図を見て勇者たちのスタート地点である階段のタイルをグ

ーム盤上に置きます。(ク エストによつては階段以外の場所からスタートすることがあ

りますが、このようなときは階段のタイルを盤上に置いてはいけません。)

○魔王は、冒険の書を読み上げ、勇者たちがこれから何を行えばよいのかを教えます。

次に、魔王はクエストルールを声を出さずに読んでおきます。

◎階段はダンジョンヘの出入口です。勇者たちは階段に面しているマスのどれかにそれぞれ

のプラスチックゴマを置きます。特別なスタート位置のときはクエストルールに従います。

④魔王は勇者たちがスタートする部屋の中身 (ド ア、家具など)を配置します。それ以外

の場所はまだ配置してはいけません。 (「配置」は9ページで説明します)

LL_  ュ  h



● 見えるもの見えないもの
ヒーロークエストでは、プレーヤーのコマにとつ

て、ゲーム盤上のどの範囲が見えているかという

ことが非常に重要な恵味を持ちます。同じ部屋に

いるコマや家具はすべて見えます。通路では、曲

がり角のない範囲が見えます。開いているドアに

面したマスでは、ドアの向こう側の部屋 (ま たは

通路)も見えます。図 1に具体例を示します。

〔移動力〕

移動距離はマスの数で数えます。キャラクターが

移動できる最大の距離を移動力と呼びます。勇者

は移動する前に、キャラクターシートの移動力の

欄に示された個数のサイコロを振ります。振った

サイコロの目の合計が移動力となります。キャラ

クターは移動力以下であれば、途中で移動を終了

してもかまいません。まったく動かなくてもかま

いません。モンスターは「モンスター」カードに

移動力が示されているので移動前にサイコロを振

る必要はありません。

(移動のルール〕

勇者もモンスターも次のような動きかたをすることはできません。

□斜めに移動すること

□敵のいるマスを通過すること

□他のコマが止まっているマスヘ止まること

以上のようなルールがあるため、場合によつてはまったく動けない場合もあります。

図 2に具体例を示します。

勇者は移動中に次のようなことを行なうことができます。

●ドアを開ける   ●宝を手に入れる

(ドア)

勇者とモンスターは開いているドアを通らないと部屋に出入りすることはできません。

勇者はドアに面したマスを移動するときに「ドアを開ける」と宣言することによつてドア

を開けることができます。開けたくなければドアを開めたまま通過してもかまいません。

ドアを開けるのに移動力は必要ありません。ドアを開けたあと移動力が残っていれば、続

けて移動することができます。モンスターが自分でドアを開けることはできません。

いちど開けられたドアはゲーム終了まで開めることはできません。ドアが開けられたら、

図 1

(ド アはすべて開いています。)

〇からは通路 1の範囲が見えます。

◎からは通路 1と 2の範囲が見えます。

◎からは部屋3の中が見えます。
◎からは通路 1と 3の中が見えます。
○からは部屋4と通路2の範囲が見えます。

図 2敵のいるマスを通過することはできないので、
エルフは×の先へ進むことはできません。

0移 動

鰈 8

|

魔王は閉まっているドアを取り除いて、代わりに開いたドアを置きます。

ドアが開けられたら魔王はクエストブツクを見て、部屋または通路に、見えるものを配置

しなければなりません。

(宝を手に入れる〕

宝箱の中身を手に入れるには、室箱に面したマスにとまって、「宝箱を開ける」と宣言しま

す。魔王は勇者に宝箱の中身を告げます。宝を手に入れた勇者は、キヤラクターシートに

発見したものを書き込みます。宝を手に入れるのに移動力は必要ありませんが、宝を手に

入れたら、移動力が残っていても移動を終了しなければいけません。

モンスターが宝箱を開けることはできません。

(配置のやりかた)

まだ、どの勇者も立ち入つてない場所にはゲーム盤上に何も置かれていません。勇者は移

動するに従つて、そういつた場所に足を踏み入れます。勇者が未知の部屋や通路に入つた

ら、魔王は勇者に一時停止をさせ、地図を見ながら、ゲーム盤上にドア、家具、モンスタ

ー、室箱などを配置します。配置が済んだら勇者は移動の続きを行ないます。

(注意)勇者がモンスターをまったく倒さないまま、クエストが進行した場合、まれに、モ

ンスターのコマが足りなくなることがあります。このようなときは、余つている他

のモンスターのコマを一時的に代用してください。

(行き止まり)

警冠歯饉量署写Iこ喜施辱⊆勇±班墨1雇仏票暮k18[百撃霧万『曇あ尋二勇土忌晨象
れたマスは勇者もモンスターも通過することはできません。

盤上に岩のマーカーが置かれる前でもモンスターがこの場所を通過することはできません。

以上で移動は終了です。まだ戦闘 (ま たは魔法)を行なっていない場合、戦闘 (または魔法)

を行なうことができます。

0戦 闘
戦闘はとなり合つた敵に対してのみ行なうことができます。基本的に斜めには攻撃できま

せん。戦闘は次のような手順で行なわれます。

まず、敵に対する攻撃力をコンバットダイスを振つて決定します。

キヤラクターシート (モンスターの場合モンスターカー ド)の攻撃力の欄に示された数の

コンバットダイスを振ります。ガイコツがでた数が攻撃力となります。ガイコツがひとつ

もでないときは、まったく攻撃できないものとし、敵は防御する必要はありません。ガイ

コツがひとつでも出た場合、敵の防御に移ります。

攻撃を受けた相手は、キャラクターシート (モ ンスターの場合モンスターカー ド)

力の欄に示された数のコンバットダイスを振つて防御力を決定します。

勇者は白いシール ド、モンスターは黒いシール ドを出した数が防御力となります。
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攻撃を受けた側のダメージは次の通りです。

●ダメージ=攻撃カー防御力

攻撃を受けたキャラクターはダメージ 1に対して、ボディーポイント1を失います。防御

力が攻撃力より多い場合はダメージは0と します。

勇者が攻撃を受けた場合、ダメージの数だけキャラクターシートのBPを減らします。BP
が0になったら、その勇者は死んでしまいます。

BPが 1ポイントのモンスターはダメージを受けたら死にます。BPが 2ポイントのモン

スターは一度にダメージを2以上与えないと死にません。ダメージを 1与えても、次の勇

者が攻撃をするときにはそのモンスターのBPは 2ポイントに回復しています。

表 1に具体例を示します。

表 1

鰊 匿
鰈鰈   防御する
攻撃力0          必要ない。

In‐ m
団回隋隋  國麒

攻撃力2            防御力 1

≪攻撃力0のため防御する必要がない>
☆ゴブリンは攻撃に失敗した〃

<攻撃力2-防御力1=1≫
☆マミーは魔法使いにダメージ 1を与え
た〃

t

隧
隋隋
防撃力0

逸
輻
崚《攻撃力2-防御力0=2≫

☆エルフはダメージ2を与えてオークを

倒した〃

《攻撃力2-防御力1=1≫
☆ダメージ 1ではダークウォリアーは

倒せない〃

サイコロ

早見表

戦闘結果によって、次のような処理をします。

●攻撃ができなかったり、敵にダメージを与えられなかった場合

→何もおこりません。戦闘を終了してそのままプレイを続けます。

●勇者がモンスターを倒した場合

→モンスターを盤上から取り除きます。モンスターを倒した勇者は報酬として、モン

スターカー ドの下に書かれている金額を手に入れます。キャラクターシー トにその

金額を加えて戦闘を終了します。

●勇者がダメージを受けた場合

→BPが残っていれば戦闘を終了してそのままプレイを続けます。

●勇者が死んでしまった場合

→死亡した勇者を盤上から取り除きます。勇者が持つていたゴール ドや持物もすべて

ゲームから取り除きます。

以上で戦闘は終了です。まだ移動していない場合、移動することができます。

颯 10
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0初 級魔法
初級ルールでは、魔法使いだけが簡単な魔法を使えます。初級ルールで使える魔法は 1種

類だけです。魔法使いのキャラクターパネルの裏に同じものが書いてあります。

□応急手当て :

自分、または味方にかける魔法です。魔法をかけられた勇者のBPが ]ポイントだけ

回復します。

魔法使いは自分の番のとき、戦闘の代わりに魔法をかけることができます。魔法は、自分

または自分から見える相手にかけることができます。この魔法はゲーム中、何度でもかけ

ることができます。

次のゲームをする場合
1度挑戦したクエストまたは新しいクエストを始める前に、勇者たちはBPやMPを最大

値まで回復することができます。ただし、同じクエストに再度挑戦する場合、以前倒した

モンスターはすべて補充されます。

プレーヤーは、生き残つた勇者をそのまま使つてもよいし、新しいキヤラクターをつくつ

てプレイしてもかまいません。

0復活
運悪く勇者が死んでしまった場合、一度だけ復活することができます。

持つていたゴール ドをすべて寺院に寄付するだけで、死ぬ前とまったく同じ状態に復活

します。復活を希望するプレーヤーは、キヤラクターシートのゴール ドを 0に書き換えます。

復活した勇者は通常どおり次のクエストに使うことができます。

以上で初級ルールは終了です。

11は



第2章ではさらに困難なクエストが待ち受けています。第2章をプレイするには中級ルー

ルを覚える必要があります。中級ル=ルでは、初級ルールにいくつかの新しいルールが加

わります。

「モンスターカード」の他に、「トレジャーカード」、「装備カード」

は、初級ルールと同じですが、太字の部分が追加になります。

●魔法使いと、エルフは中級魔法を使えるようになります。

●勇者は次のla)と (blの行動がとれます。

(a)「移動」『ヒールポーション」のどちらか

(bl「戦闘」「魔法」「サーチJのいずれか

la)と (blはどちらを先に行なってもかまいません。

●ダンジョンにトラップ (わな)が仕掛けられています。

●ダンジョンの中に隠し扉があります。

●隠された室があります。

●ドワーフはトラップを外すことができます。

●武器や防具などの装備を整えることができます。

●ゴールドを貯めて、レベルアップに挑戦することができます。

を使います。基本的に

―

＝

●中級魔法

第2章では、魔法使いとエルフが中級魔法を使えるようになります。第2章で使える魔法

は次の2種類です。魔法使いと、エルフのキヤラクターパネルの裏にも同じものが書いて

あります。

□回復 :

自分、または味方にかける魔法です。コンバットダイスを4個振り、白いシールドを

出した数だけ魔法をかけられた勇者のBPが回復します。

□聖なる炎 :

敵 1匹を攻撃するための魔法です。コンバットダイスを2個振リガイコツが出た数の

ダメージを敵に与えます。ただし、この魔法をかけられたモンスターは、そのモンス

タニのMPの数だけコンバットダイスを振り防御することができます。アンデッドの

モンスターはMPが 0なので、アンデッドのモンスターにこの魔法をかけると非常に

有効です。

注)アンデッドとは、闇の力で動かされている、生命の無いモンスターのことで、

スケルトン、ゾンビ、マミーを指します。

ゲーム中、魔法使いは両方の魔法を使えます。エルフは各クエストにつき、 1種類の魔法

しか使えません。エルフはゲームの前に、そのクエストで、どちらの魔法を使うかを決め

鶉12 てキヤラクターシー トに書き込みます。

魔法使いとエルフは、自分の番のとき、戦闘の代わりにひとつだけ魔法をかけることがで

きます。魔法は、自分または自分から見える相手にかけることができます。中級ルールで

は、ゲーム中、同じ魔法を何度でもかけることができます。

|〔
コ

)!デ

[I[i以 降のダンジョンには、隠し扉やトラツプ、隠されている宝などがあります。

.    これらを探すため、勇者たちは自分の番に、戦闘や魔法をかける代わりにサーチをするこ

|    とができます。

サーチには、次の2種類があります。

●トレジャーサーチ :

トレジャー、すなわち宝が隠されていないかどうかを調べます。

●トラップサーチ :

トラップサーチで見つけられるものは、隠し扉とあらゆるトラップです。

サーチをする場合、勇者はまずトレジャーサーチとトラップサーチのどちらを行なうのか

を魔王に告げます。一度に両方のサーチをすることはできません。

(ト レジャーサーチできる範囲)

宝の隠されている場所は、部屋の中ですので、トレジャーサーチは部屋の中で行ないます。

(ト レジャーサーチのやりかた)

①勇者がトレジャーサーチを宣言したら、魔王は地図を参照して、勇者のいる部屋に宝が

隠されていないかどうかを調べます。

②もし、なにか見つかるものがあれば、クエストルールに従つて、サーチした勇者に宝を

与えます。トレジャーサーチでトラップや、隠し扉を見つけることはできません。

③もし、その部屋に宝がない場合はサーチをした勇者はトレジャーカードを 1枚ひきます。

トレジャーカードについては次頂で詳しく説明します。

(ト レジャーカード)

トレジャーサーチをした部屋に宝がなかったとき、トレジャーカードをひきます。カード

をひく前に、よくシャッフルしてください。トレジャーカードには以下のようなものがあ

ります。

●宝・ゴールド・宝石 (6枚):

これらのカードをひいたときは、キャラクターシートにその金額を書き込み、カード

をトレジャーカードの出のわきに捨てます。



●いろいろな薬 (7枚 ):

これらのカードは手元に置いて、自分の好きなときに使うことができます。使いかた

はカードに書いてあります。これらのカードは現在プレイしているクエストの間しか

使えません。使つたあと、カードはトレジャーカードの山のわきに捨てます。クエス

トが終わるまで使わなかつたカードは、トレジャーカードの出に戻します。

●トラップ (3枚 ):

指示に従つたあと、カードをトレジャーカードの出に戻して、よくシャッフルします。

●さまようモンスター (5枚):

このカードをひくと、モンスターが現れます。現れたモンスターはカードをひいた勇

者を l回だけ攻撃します。不意打ちのためカードをひいた勇者は防御できません。

モンスターは、攻撃が済んだら、いなくなります。このカードはトレジャーカードの

出に戻します。

(トラップサーチできる範囲)

トラップサーチは通路や部屋の隠し扉やト

ラツプを見つけるためのものです。いちどに

トラップサーチできるのは、日に見える範囲

の通路、または、ひとつの部屋です。部屋と

通路が両方見えている場合や、複数の部屋が

見えている場合は、どの部分をサーチするの

か最初に宣言します。図3に具体例を示します。

ドアはすべて開いています。
Aの位置からは、3の部屋をサーチすることができます。

Bの位置からは、通路 l+2の範囲か4の部屋のどちらかを

サーチできます。

Cの位置からは、通路2の範囲、3の部屋、6の部屋のいず

れかをサーチできます。

Dの位置からは、5の部屋か、6の部屋のどちらかをサーチ

できます。

(トラップサーチのやりかた〕

①勇者は自分に見えている範囲のどの部分をトラップサーチするのか宣言します。

②勇者がトラップサーチを宣言したら、魔王は地図を参照して、サーチできる範囲に隠し

扉やトラップが隠されていないかどうかを調べます。

◎もし、なにか見つかるものがあれば、盤上に隠し扉のマーカーやトラップのマーカーを

置きます。隠し扉やトラップについては次頂で説明します。トラップサーチで宝を見つ

けることはできません。

畿14 L.   
、   h =A.

0隠し扉
隠し扉は壁に隠された抜け道です。隠し扉はトラップサーチで発見されるまでゲーム盤上

に置かれません。隠し扉を使うと、いままで行けなかった場所に行くことができるように

なります。隠し扉は勇者もモンスターも自由に通り抜けることができます。隠し扉は壁の

外側からでも内側からでも発見できます。隠し扉はいちどゲーム盤上に置かれたら閉じる

ことはありません。

・
0ト ラップ

トラップには次の3種類があります。

●落とし穴

●クラッシュ

●宝箱のトラップ

トラップはトラップサーチで発見されるか、勇者がトラップのマスを通過したときにゲー

ム盤上に現われます。魔王は勇者がトラップのマスを通過したらすぐにそのことを教えま

す。トラップにかかつた勇者はその場で止まり、トラップのルールに従います。移動の途

中であったり、戦闘を終えていなくてもその回の勇者の番は終了となります。モンスター

がトラップにかかることはありません。モンスターはトラツプが隠されたマスを自由に移

動できますが、トラップのマーカーが盤上に置かれたあとは勇者と同じルールに従います。

(ト ラップサーチで発見された場合)

落とし穴は障害物として盤上に残ります。落とし穴を通過することはできません。

(ト ラップにかかった場合)

落とし穴に落ちた勇者はBPを 1ポイント失います。次の番が回つてきたら、通常通り行動

できますが、落とし穴の中からサーチすることはできません。また、落とし穴の中で攻撃

や防御をする場合、通常よりもコンバットダイスを 1個少なく振ります。落とし穴は障害

物として盤上に残ります。落とし穴を通過することはできません。

(落とし穴をジャンプする)

落とし穴は障害物となりますが、勇者とモンスターは落とし穴をジャンプすることができ

ます。落とし穴をジャンプするときのルールは次の通りです。

ロジャンプはまっすぐにしかできない。

□ 1回のジャンプは 1マス分しかできない。

ロジヤンプする先が空いているマスであること。

□落とし穴を含めて、ジャンプ先まで移動するだけの移動力が必要。

ロジャンプしようとするキャラクターはコンバットダイスを 1個振ります。このときガ

イコツが出たら、ジャンプが失敗して落とし穴にはまつたことになります。自分の番

を終えて、前項の「トラップにかかつた場合」のルールに従います。ガイコツ以外の

目を出したときはそのまま自分の番を続けることができます。移動力が残っていれば

移動を続けてもかまいません。
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(トラップサーチで発見された場合〕

クラツシュは天丼から巨大な岩が落ちてくるトラップです。この岩は障害物として盤上に

残ります。この岩を通過することはできません。

(トラップにかかつた場合)

クラッシュを作動させた勇者は、BPを 2ポイント失います。勇者はもと来た方向に lマス

戻されます。クラツシュの手前のマスが空いていないときはその勇者は死にます。生き残

つた勇者は、次の番が回つてきたら、通常通り行動ができますが、クラッシュのマスを通

過することはできません。

宝箱にはトラップが仕掛けられているものがあります。これらのトラップを作動させたと

きのルールは各クエストルールで説明されています。これらのトラツプにかからないため

には、宝箱を開ける前に、 トラツプサーチをしなければなりません。これらのトラップが

発見された場合、魔王はそれがどんな トラツプであつたかを勇者に告げます。そして宝箱

のトラツプは自動的に解除されます。

〔買取り〕

いらなくなつた武器は、店に半額で買い取つてもらうことができます。この場合、カード

を装備カードの出に戻して、その装備の値段の半分をキャラクターシートに追加します。

(取引き〕

自分の持つている装備と他の勇者が持つている装備を交換してもかまいません。また、自

分の持つている装備を他の勇者に売つたり、ただであげたりしてもかまいません。この取

引きは各クエストが始まる前に行ないます。

攻撃のときにコンパットダイスを何個振るかが書かれています。

斜めに攻撃したり、飛道具として使える武器もあります。詳しい内容は、カードに説明し

てあります。

武器のカードは一度に 1枚しか持てません。攻撃ことに、持つている武器を使うかどうか

選ぶことができます。

(斜めに攻撃できる武器〕

こんぼう、スピア、ショートソードなどがあります。

(飛道具として使える武器〕

クロスボウは矢を放ち、離れた敵を攻撃することができます。クロスボウは何度でも攻撃

できますが、自分に接している敵を攻撃することはできません。離れた敵を攻撃する場合、

自分から見える相手なら、どんなに遠くにいても攻撃することができます。戦闘の手順は

通常の戦闘と同じです。

スピア、ハンドアックスは普通の武器ですが、武器を投げることで、飛道具として使うこ

とができます。投げた武器は失います。失つた武器のカードは装備カードの山に戻します。

防具にはよろい、シールド、かぶと、マント、などがあります。これらは同時に装備する

ことができます。防具の中には「防御力+1」 というものがありますが、これは防御のと

きにコンバツトダイスを 1個余分に振ることができるという意味です。次に具体例を示し

ます。

チェインメイル、シールド、かぶとを装備している場合。

チェインメイル 防御力 3コ ンバットダイス

シールド 防御力+1コンバットダイス

かぶと 防御力+1コンバットダイス

合 計 防御力 5コンバットダイス

注)チェインメイルとプレートアーマーは同時に装備できません。また、同じ防具を2つ

以上持つことはできません。

¨
武器のカードには、

0装 備
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0ド ワーフの特殊能力
ドワーフは移動中にトラツプを解除する能力があります。ドワーフは l回の移動につき、

ひとつだけトラップを解除することができます。解除できるトラップは落とし穴とクラツ

シュです。トラップを解除するには、解除したいトラップに面するマスに止まらなくては

なりません。解除されたトラップはゲーム盤上から取り除かれ、そのマスは自由に通過で

きるようになります。トラップを解除するのに移動力は使いませんが、トラップを解除し

たら、ドワーフは移動力が残っていても移動を終了します。

クエストが終了したら、勇者は手に入れたゴールドで装備を買うことができます。

装備の購入は第 1章のクエスト3が終わつて、第2章のクエスト4を始める前から行なう

ことができます。

装備には次のような種類があります。

●武器

●防具

●ヒールポーション

装備を買いたい勇者は欲しいカードを取り、キヤラクターシートのゴールドの欄からその

装備の金額を引いて、装備の欄に、買つた装備の名前を書き込みます。

店で売っている装備には数に限りがあります。同時に何人もの勇者が同じ装備を欲しがつ

たときは、誰が買うか相談してください。誰がその装備を持つとパーティーに有利になる

かを考えるとよいでしよう。武器や防具は、キヤラクターによつて使えるもの使えないも

のがあります。詳しいことは、カードに示されています。



勇者は移動の代わりに、ヒールポーシ当ンで体力を回復することができます。店で買つた

ヒールボーションを飲むとBPが 2ポイント回復します。(ただし最大BPを超えることは

できません。)ヒールポーションはクエスト中に他の勇者にあげることはできません。ヒー

ルポーションを飲んだらキャラクターシートのBPを書き換えて、ヒールポーションのカ

ードを装備力すドの出に戻します。

● レベ′ンアツプ
勇者は各クエスト終了後、500ゴールドを支払うと、レベルアップに跳

う
戦することができま

す。レベルアップすると最大BPが 1ポイント増えます。レベルアップに失敗した場合は最

大BPは変わりません。500ゴールドも戻つてきません。

レベルアップの条件は次の通りです。

●戦士、ドワーフ :

コンバットダイスを4個振り、白いシールドが2個以上でればレベルアップできます。

●魔法使い、エルフ :

コンバットダイスを3個振り、白いシールドが2個以上でればレベルアップできます。

以上で、中級ルールは終了です。

鶉18 LL_  
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第 3章以降、敵はより強力になりますが、勇者たちもレベルアップしていきます。第 3章

と最終章をプレイするためには上級ルールを覚える必要があります。

(上級ルールのゲームプレイ)

すべてのカードを使います。

ゲームの進め方は中級ルールと変わりませんが、上級ルールでは、以下のようなルールが

追加になります。

●魔法使いと、エルフは上級魔法を使えるようになります。

●飛造真を使つての攻撃や、魔法をかけるとき、敵が障害物となります。

●選択ルールを追加することができます。

0上級魔法
第 3章では、魔法使いとエルフは上級魔法を使えるようになります。上級魔法はさまざま

な魔法があります。12枚のスペルカードを使つて魔法を自由自在に操つてください。

上級魔法は、その魔法の源となるエネルギーによつて次の4種類の結に分けることができ

ます。

●地の魔法―防御や回復の魔法 ●気の魔法―攻撃の魔法

●水の魔法―防御や回復の魔法 ●人の魔法―攻撃の魔法

それぞれの相の魔法には3枚づつのスペルカー ドがあります。

各クエストにおいて、魔法使いは3種類の相の魔法が使えます。エルフは 1種類の相の魔

法が使えます。ゲームを始める前にエルフがまず 1種類の相を選び、その相のスペルカー

ド3枚を取ります。そして、魔法使いは残り3種類の相のスペルカードをそれぞれ3枚づ

つ合計9枚を取ります。

魔法使いとエルフは、自分の番のとき、戦闘、サーチの代わりにひとつだけ魔法をかける

ことができます。手元にあるスペルカードの中から使いたい魔法を選びます。それぞれの

魔法は各クエストの間、 1回 しか使えません。魔法の効果が切れた時点で、使つた魔法の

カー ドは捨てます。魔法は、自分または自分から見える相手にしかかけられません。また、

自分と、魔法をかけようとする相手との間に敵がいてはいけません。



● 采遣真・魔法を使用するための条件
上級ルールでは、通路上で自分と相

手の間に敵のコマがある場合は、障

害物となり、飛道具による攻撃や、

魔法をかけることはできません。味

方のコマは障害物とみなしません。

部屋の中ではどの相手にでも飛道具

による攻撃や、魔法をかけることが

できます。図4に具体例を示します。

い 闇の魔三クリンデツドの歿とや3あなたに
一

闇の魔王グリンデッドは、「悪役」なのでいやがる人もいるでしよう。それに、めんどうな

「進行役」もやらなくちゃならないし……

間の魔王グリンデッド役の正しい楽しみ方をお教えしましょう。

なんといつてもダンジョンの秘密を知っていて、モンスターを自由に操れる魔王は、ゲーム

中は神様のようなものです。その気になれば勇者を皆殺し(?)にすることもできるでしよ

う。しかし、そのようなことを考えてはいけません。

魔王の本当の楽しみかたは、勇者を楽しませることなのです。どうすれば、勇者たちの冒険

が盛り上がるか、常にそれを考えながら行動するとよいでしょう。とにかくサービスするこ

とです。そうすれば、きつと勇者といつしよにワクワクしている自分に気が付くでしよう。

ポイントは次のとおり。

●ルールをよく理解しておくこと。

●むやみにヒントを言わないこと。

●ひとりの勇者を集中攻撃しないこと。

●勇者をピンチにおとしいれること。

●なるべく勇者を殺さないこと。

●適当にアドリブを入れること。「オークは恐れをなして逃げていつた/」 とか。

究極の楽しみかた、それは、オリジナルのダンジョンを作ることなのです。これは魔王だけ

に与えられる特権です。付録の自地図をコピーして使つてください。

ダンジョンを作るときの注意は次のとおり。

●ゲームに入つている家具の数を確認すること。

例えば宝箱は3つ しか入つていません。いちど地図を作つたら、そのとおり

に家具を置いて見るとよいでしよう。

●モンスターの数をあまり、多くしないこと。

クエストをクリアするのに、ものすご～く時間がかかります。

●ダンジョンをあまり複雑にしないこと。

同じく。

●トラップの仕掛けかたに気を付けること。

「ドワーフが死んだら他の勇者がダンジョンからでられなくなつた」な一ん

てことがないように。

それでは皆さん、優秀な魔王をめざしてがんばつてください。さようなら。

〔選択ルール2:サーチをする条件)

ロサーチしようとする範囲にモンスターがいるときは、サー

チをすることができません。

このルールを追加すると、勇者がサーチをするためには、目

に見える範囲のモンスターをすべて倒さなくてはいけなくな

ります。また魔王は宝が隠されている部屋に次々とモンスタ

ーを送り込むというような戦略をとることができます。ただ

し、モンスターがいる部屋の入口に仕掛けられたトラップを

避けることができなくなる(図 5)など、勇者にとっては非常

に厳しいルールです。

以上ですべてのルールの説明を終わります。

0選 択′レー′レ
次のルールを追加すると、クエストをクリアするのが非常に難しくなります。日―ルプレ

イングゲームを、より本格的に楽しみたい人は、条件を次のように変更するとよいでしょう。

(選択ルール 1:室を手に入れる条件〕

□部屋の中にモンスターがいる場合、宝を手に入れることができません。

部屋の中にモンスターがいる場合、宝箱の中身や、隠された宝を手に入れることはできま

せん。宝を手に入れるには、その部屋にいるモンスターをすべて倒すか、モンスターがい

なくなるのを待つしかありません。モンスターが宝箱を開けることはできません。

図4   昧方…④o③。◎

このような位置にいる場合        敵……0・ 0。 0。 ④

味方にかける魔法は、自分か昧方④・◎にかけることができます。
魔法による攻撃や、飛道具の使用は、敵0・ 0に対してのみ行な
えます。
自分と敵を結ぶ線に敵がいるときには、障害物とみなします。
線上にいるかどうか微妙なときは魔王が判断します。
(ドアは開いています。)

図5

このような場合、勇者は

トラツプを避けることが

できません。
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