ルールブック
プレイ人数：3 〜 4 人

プレイ時間：10 〜 20 分

対象年齢：10 歳以上

エンジェリスト紹介
むかしむかし、あるところに、おじいさんとおばあさんが
すんでいました。
おじいさんは山へしばかりに、おばあさんは川へせんたく

つき みや

月宮めぐろ

にいきました。
おばあさんが川でせんたくをしていると、川の上のほうから、

高校3年生
6月19日

美貌と社交性を備え、成績も優秀。クラス
カーストの上位グループに属す。学校のミス

どんぶらこ、どんぶらこと、大きなモモがながれてきました。

コンテスト・読者モデルなどの活動をこなし、
人望も厚かった。もずとは家が近所で幼い

おばあさんはその大きなモモをひろうと、いえにもって

頃はよく遊んでいた。

かえりました。
そして、モモをたべようとわってみると、なんと中から……

これはそんなおはなしとは全く関係ありません。
罪をせおって命をおとした女の子が、その罪をつぐない、
天使になるためにきそいあう、少しざんこくな物語です。

しら

さき

白咲もず

高校1年生
4月19日

真面目で健気な性格。目立つことはないが、
文化祭や合唱祭などの学校行事には必ず参加
し、授業にも皆勤賞。部活動には参加せず、
帰宅後、特に用事が無いときは、実家が営む
和菓子屋を手伝う。

2

3

さん

ご

珊瑚つぐみ

高校2年生
2月9日

元気で快活なクラスのムードメーカー。
陸上部員で、種目は 100m ハードル。
負けず嫌いな性格で毎日、朝から晩ま

内容物
●カード 55 枚
エンジェリストカード 15 枚

で部活に打ち込んでいたため、学業は
やや低空飛行。テスト前は、るりに相
談して教えを受けていた。

バトルカード 35 枚（５種各７枚）
お

の

でら

小野寺るり

高校2年生
7月6日

進学校で常に受験勉強をしている。本の虫
と呼ばれるほど、読書家で図書委員。人と
会話するのは苦手であまり交友範囲は広く
ないが、たまに見せる笑顔に隠れファンは
多い。
ターンプレイヤーカード

４枚

１枚

●エンジェリストプレート ５組

まゆずみ

黛くいな

ライフカード

高校3年生
9月17日

●ライフトークン
４個

●ルールブック
１冊

おおらかな性格で男女ともに広い交友関係
を持っている。水泳部員で、種目は自由形。
生まれ持ったスポーツセンスで、部活動には
さほど熱心ではないものの地区大会などで
上位の結果を出していた。
4

5

エンジェリストカードの説明
各プレイヤーが担当するエンジェリストのカードになります。エンジェ
リストゲームに参加するエンジェリストは５人いて、一人につき 3 種類の

バトルカードの説明
バトルを行う際に使うカードです。カードは 5 種（5 属性）あります。

▼表面

スキルが収録されています。

●ＶＰ
このカードから得られる VP です。

▼表面

▼裏面

●属性
●カード名

このカードの属性です。

このエンジェリストの名前です。

●効果

●スキル名

勝利時に発揮する効果です。

このカードのスキル名です。

●スキル
このカードのスキルの内容です。
スキルには「タイミング」と「効果」
が記載されています。

闇
▼裏面

光

火

水

木

属性の強弱
属性は右のような関係に
なっています。

どのカードがどのスキルなのかが
分からないようになっています。

勝ち

負け

「火」は木と光に勝ち、水と闇に負ける。
「木」は水と光に勝ち、火と闇に負ける。
「水」は火と光に勝ち、木と闇に負ける。
「光」は闇に勝ち、火と木と水に負ける。
「闇」は火と木と水に勝ち、光に負ける。
6
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ゲームの目的
各プレイヤーはエンジェリストとなり、エンジェリストゲームに参加します。
与えられた能力を駆使し、生き残りを賭けたバトルを行います。良い成
績を収めること、もしくはたった一人になるまで生き残ることを目指して

ゲームの流れ
アドバイス

初めて遊ぶ場合、エンジェリストカードを使用しないで遊ぶことをお勧めします。
全体的なゲームの構造が理解しやすくなり、その後、エンジェリストカードを
追加することで、より面白さを体感できると思います。

ください。
より良い成績を収めたエンジェリストが認められ、晴れてエンジェルに
なることができます。

それぞれ担当するエンジェリストを選び、カードとプレートを受け取ります。
その後、3 枚のエンジェリストカードのうち 2 枚を選び手元に伏せ、

ゲームの終了条件

選ばなかった 1 枚を箱に戻します。それぞれが何を選んだかはわから
ないようにします。プレートを組み立て手元に目印として置きます。

下記のどちらかが満たされたらゲームは終了します。
ターンの終了時に手札が 0 枚のエンジェリストが存在する
生き残ったエンジェリストの中で VP を計算して多い人の勝利
１人のエンジェリスト以外が脱落した
生き残ったエンジェリストの勝利

VP の計算
①未使用の手札（1 枚につき 1VP）
②残ったライフ（ライフ 1 につき 1VP）
③勝利したカード（カードごとに VP を得る）
上記を合計したものが各エンジェリストの VP になります。
※VP が同じ場合、①の枚数＞②のライフ＞③の枚数の順で多い方が

8

全エンジェリストはライフカードとライフ
トークンを受け取り、ライフの 4 の位置
にライフトークンを置きます。ゲーム中、
ライフが増減したらトークンを移動させて

勝利となります。それらも全て同じ場合、全エンジェリストの敗北

管理します（上限 5 を超えることはあり

となります。

ません）。
9

ドラフト

1
2

★これ以降の工程は、何巡か行われる可能性があります。

バトルカードをまとめてシャッフルし、全エンジェリストに裏向きで
8 枚ずつ配ります。残ったカードはこのゲームでは使用しないため、
箱に戻します。
各エンジェリストは

3

1 巡目。各エンジェリストは、
使いたい手元のカードセットが

せーの！

どれかを同時に選びます。

この際、自分の手元にあるカードセット

-1 配られた８枚を見て、その中から

を選ぶことはできません。

４枚を裏向きで手元に置き、残った

４枚を裏向きで左隣のエンジェリ
ストに渡します。

左隣りへ

手元へ

次に、同様に渡された４枚見て、その中から
２枚を手元に置き、残った２枚を左隣に渡します。

渡された4枚

さらに、同様に渡された２枚見て、その中から
１枚を手元に置き、残った１枚を左隣に渡します。
最後に、渡された１枚を見て手元に置きます。

手元へ

…

これで、各エンジェリストの手元に８枚のカード

左隣りへ

が置かれることになります。改めて内容を確認
しておきましょう。
以降、この８枚のカードを「カードセット」と
呼びます。

４人プレイの場合、右隣のエンジェリストの手元にあるカード

-2 セットを見て、どんなカードが置いてあるかを確認します。
どこにどんなカードがあるかはゲームを遊ぶ上でとても重要です！

10

取ります。手札の情報を他の

エンジェリストに教えるのは禁止です。
競合した場合、じゃんけんやその他の
方法で勝敗を決め、勝った方が受け取り

手元8枚

アドバイス

アドバイス

セットを自分の手札として受け

ます。

必ずしも自分が作ったカードセットが自分のものになるとは限りません！

2

4

単独で選んだ場合、そのカード

5

2 巡目以降、まだ手札を持って
いないエンジェリスト同士で、
１巡目同様に選びます。

ただし、2 巡目以降は、自分の手元に
あるカードセットを選んでも構いません。

これらを各エンジェリストが手札を受け取るまで繰り返します。
11

バトル
このタイミングでは、ターンプレイヤーカードを持っているエンジェリスト
がバトルを仕掛けることで進行します。最初のターンは最も心がピュアな
エンジェリスト、もしくはじゃんけんで決めます。そのエンジェリストは
ターンプレイヤーカードを受け取ります。
ターンの始めにターンプレイヤーカードを持っているエンジェリストの
ことを「ターンエンジェリスト」と呼びます。

3

勝敗判定
互いのカードをオープンします。
カードの優劣に基づき、勝敗を決定します。

勝ち

負け・引き分け

出したカードを自分の手元に
縦向きに置きます。このカード
のことを「捨て札」にある
「希望」
のカードと呼びます。

出したカードを自分の手元に
横向きに置きます。このカード
のことを「捨て札」にある
「絶望」
のカードと呼びます。

ターンの流れ
●ターン開始
※「自分のターン開始時」といったエンジェリストカードのスキルを使うことができます。

1

バトルスタート

勝った側のカードの効果の処理を行います。

ターンエンジェリストはバトルを行なうエンジェリストを任意に一人、
ターゲットとして選びます。ターゲットにターンプレイヤーカードを
渡し、自分とそのエンジェリストでバトルを行います。

バトル相手に
1 ダメージ

バトル相手に
2 ダメージ

自分のライフを
1 回復

脱落について

VS

2

バトルカードセット

ライフが０になったエンジェリストは下記に従ってください。
・エンジェリストゲームから脱落し、プレイに参加できなくなります。
・手札を全て手元に伏せる（内容は公開しない）
・エンジェリストカードを全て箱に戻す。

バトルを行うエンジェリスト同士は手札からカード１枚を選んで
伏せます。

勝敗判定が済んだら、ターンプレイヤーカードを受け取ったエンジェリスト
が次のターンを開始します。
これらのターンを「ゲームの終了条件」が満たされるまで繰り返します。
※ターンプレイヤーカードを受け取ったエンジェリストが脱落した場合、左隣のエンジェ

12

リストにターンプレイヤーカードを渡します。

13

スキルの使用について

タイミングについて

エンジェリストカード１枚につき１回、カードに書かれたタイミングでスキル

スキルのタイミングには下記の種類があり、

を使うことができます。使わなくても構いません。

それに従ってスキル宣言を行ってください。

スキルの宣言と効果の処理

・いつでも
・自分のターン開始時

①スキルごとに決められたタイミングで

・自分以外のターン開始時

「スキル宣言」を行い、手元に伏せて

・自分のバトルカードオープン時

いたエンジェリストカードを公開し

・他のスキル宣言時

ます。

タイミング

②「効果処理」を行います。

③使用済みのエンジェリストカードは
箱に戻します。

効果

「いつでも」は、自分のターンでも、そうでなくても構いません。他の
スキル宣言に対しても宣言が可能ですが、スキルの効果処理を行って

※同じタイミングで宣言がかぶった場合、後から宣言を行った方から効果の処理を行

いる間には宣言できません。
「他のスキル宣言時」は、他のエンジェリストの宣言に対してのみ宣言が

います。

可能です。自分の他のスキル宣言に対しては宣言できません。

《常駐効果》のスキルについて
カードテキストに《常駐効果》と記載されたカードは
他のスキルとは効果処理が異なります。

アドバイス

スキルは、後から宣言を行ったものから順に処理されます。順番によっては
効果の内容次第では有効にも無駄にもなることがありますので、そのあたりも
考慮してスキルを使用しましょう。

スキル宣言は通常通り行い、カードを表面で縦向き
に置きっぱなしにして、効果処理は効果が無効になる
まで発揮され続けます。無効になった場合、カードを
箱に戻します。
各カードに記載された条件を満たすと無効になります。
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用語説明

ヴァリアントルールについて

捨て札：

バトルで使用したカード。希望／絶望どちらのカードも含む。

本商品には 5 人のエンジェリストが 1 セットずつ収録されています。2 セット以上ご

希望：

捨て札にあるカードのうち、バトルで勝利したカード。縦向きに置く。

用意頂くことで、下記のようなヴァリアントルールで遊ぶことが可能です。

絶望：

捨て札にあるカードのうち、バトルで敗北したカード。横向きに置く。

ターゲット： ターンエンジェリストが選んだエンジェリスト。このターンにバトルを行う
常駐効果：

●同キャラ対戦

相手のこと。

複数セットをご用意頂くことで、複数のプレイヤーが同じエンジェリストを選んで遊ぶ

使用後、永続的に発揮される効果。無効になる条件を満たすまで効果は

ことができます。これで推しのエンジェリストがかぶっても問題ありません！

有効。

Q&A
Q：ライフが 5 の時、スキルの効果で回復した場合、6 以上になるの？
A：いいえ、ライフの上限は 5 なので、5 のままになります。

●ペア対戦
ゲームの準備の時点で、担当するエンジェリストを 2 キャラずつ選びます。そして、
エンジェリストカードをそれぞれ 1 枚ずつから選んで手元に伏せます。
これにより異なるエンジェリストのスキルを使用することができるため、より複雑な
展開を楽しむことができます。

Q：複数のスキル宣言が行われたら、後から宣言された順に効果処理を行うけど、同時に宣言された
場合はどうするの？
A：ほぼ同時で判別がつかない場合、ターンエンジェリストが順番を決めてください。
Q：自分以外のエンジェリストの捨て札に闇カードが 1 枚ずつある時、自分が「罪悪波動斬」を宣言し、
他のエンジェリストが「過去との邂逅」を使用した場合、捨て札の闇カードを先に手札に加えられ
るの？
A：はい、先に闇カードを手札に加えることができます。
Q：「フラッシュショット」で無効にした効果はどう処理するの？
A：効果が無効にされた場合、そのスキルは効果処理が行われずカードを箱に戻します。
Q：他のエンジェリストが常駐効果のスキルを使用している状態で、他のスキルの宣言をした時、自分は
「フラッシュショット」を宣言して、以前に使用された常駐効果のスキルを無効にすることはできる？
A：いいえ、できません。「フラッシュショット」は宣言された効果を 1 つを無効にするため、すでに
スキルの効果処理が行われているものは無効にはできません。

ゲームデザイン：木皿儀 隼一
イラスト：井上 磨
グラフィックデザイン：小宮山 佳太
印刷：富綱印刷
製作・販売：有限会社ワンドロー
埼玉県新座市東北 2 丁目 34-15 303
one-draw.jp
mail@one-draw.jp
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01 月隠れの契約（シークレットムーン）
タイミング：『いつでも』
自分の捨て札にある闇カード 1 枚につき、自分のライフを 1 回復。

02

魔界域干渉（エターナルダークネス）

珊瑚つぐみ

03

罪悪波動斬（シンパンデミック）

白咲もず

タイミング：『自分のターン開始時』
捨て札に希望の闇カードがある自分以外のエンジェリストに、1 ダメージを与える。
自分のライフが 2 以下の場合、与えるダメージは 2 になる。

04

陽のヒカリ

タイミング：『いつでも』
自分の捨て札にある光カード 1 枚につき、自分のライフを 1 回復。

05 ５分前のセカイ

06

奇跡のシラベ
タイミング：『自分のターン開始時』
属性のバトル相性が逆転する。自分が「バトルに負けた時」か
「ダメージを受けた時」、この効果は無効となる。

08

火のぬくもり

火槍風月（かそうふうげつ）
タイミング：『自分のターン開始時』
自分が火カードで与えるダメージ +1。
自分のライフが 2 以下の場合、ダメージ +2 になる。自分が「バト
ルに負けた時」か「ダメージを受けた時」、この効果は無効となる。

限界決闘（げんかいデュエル）

タイミング：『自分以外のターン開始時』
このターン、エンジェリストは「珊瑚つぐみ」をターゲットに選ばなければならない。
自分がバトルで与えるダメージ +1（光カードでもダメージを与えられる）。

10

木々との戯れ

タイミング：『いつでも』
自分の捨て札にある木カード 1 枚につき、自分のライフを 1 回復。

11

残酷との交錯
タイミング：『自分のターン開始時』
自分がバトルを行う直前、自分とバトル相手は手札 1 枚ずつを
交換する。自分が「バトルに負けた時」か「ダメージを受けた時」、
この効果は無効となる。

12

黛くいな

タイミング：『自分がバトルカードをオープンした時』
自分が光 / 闇カードを出していれば、お互い出したカードを手札に戻し、この
バトルをもう一度最初からやり直す。
次のバトル、自分が与えるダメージ +1（光カードでもダメージを与えられる）。

07

タイミング：『いつでも』
自分の捨て札にある火カード 1 枚につき、自分のライフを 1 回復。

09

タイミング：『自分のターン開始時』
自分の捨て札にある絶望の闇カード 2 枚までを手札に加える。

小野寺るり

月宮めぐろ

エンジェリストカード一覧

過去との邂逅

タイミング：『自分のターン開始時』
自分の手札にある木カード 1 枚を絶望として置き、自分の捨て札にあるカード 2 枚
を手札に加える。

13 ブルーウォーター
タイミング：『いつでも』
自分の捨て札にある水カード 1 枚につき、自分のライフを 1 回復。

14 フラッシュショット
タイミング：『他のスキル宣言時』
自分の捨て札にある水カード 1 枚を箱に戻す。戻した場合、宣言された効果 1 つ
を無効にする。

15 ジェルバリア
タイミング：『自分のターン開始時』
自分はダメージを 1 までしか受けない。
自分が「ダメージを受けた時」、この効果は無効となる。
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