最終決戦

《 カードの見方 》
③

ラストリベレーション

・各プレイヤーは自分の山札から 1 枚ずつ「手
札」を引き、１枚を「遺跡」として共通の場
にウラ向きで配置します。

ゲームは、プレイヤーが順番に「ターン」と
いう一連の流れを、山札が無くなるまで繰り

④

返して行います。

遺跡
ゲームデザイン：木皿儀隼一＆カナイセイジ
キャラクターデザイン：杉浦のぼる

ターンを行うプレイヤーは下記の手順で処理

②
⑤

①カード名：

《 セット内容 》
【最終決戦】
・カード（少女側：青）×16 枚
・カード（帝国側：赤）×16 枚

このカードの名前です。

②効果：
このカードを使用した時に発揮する特殊な処理
です。
「プレイ」とあるものはカードを出した時に発
揮され、「トラッシュ」とあるものは捨て札に

また、互いのセットはカード名などは異なりますが、

置かれた時に発揮します。捨て札に置かれてい

全て同一内容です。

る間は、そのまま効果が持続します。

カード一覧をご確認下さい。
※本ゲームは他の『ロストレガシー』シリーズのセッ
トと混ぜて遊べません。

《 ストーリー 》
長い旅の果て、宿命の少女はついに
帝国の本拠地へと迫った。
帝都に突入した空中庭園から
皇帝の下へと進む彼女と仲間たち。
その前に立ちはだかるのは、
かつて彼女を守って命を落とした剣士だった。

「アウェイク」
とあるものは、
×
《レガシー覚醒》の
効果で発揮できる特殊な効果です（後述します）。

③探索順：
探索を行うスピードです。《レガシーによる調和
／破壊》を探索するとき、この値が小さいプレ
イヤーから先に探索できます。

④レアリティ：

を行います。

①ドロー：山札の上からカード１枚を引
きます。これで手札が 2 枚になります。

手札と捨て札のウラ向きカードは所持者のみ確認でき

②プレイ：手札 2 枚のうち、1 枚を残して、

ます。他のプレイヤーに見られないようにしましょう。

もう 1 枚を自分の手元にオモテ向きで出し

※山札は各プレイヤーのものです。相手の山札から
カードを引くようなことはありません。
※遺跡は共通で利用します。効果で遺跡のカードに干渉
するものがあれば、どれでも対象にして構いません。
※効果などで遺跡にカードが追加される場合、横に並
べるようにウラ向きで追加してください。

・最も高価な遺産を持っているプレイヤーが最
初のターンを行うプレイヤーになります。も

このゲームにおいて、各セット内に同じ探索順

手札を引き直すことができます。遺跡はその
ままで、手札のみを山札に戻してシャッフル

⑤エキスパンションシンボル：
セットのカテゴリーを見分けることができます。

《 勝利条件 》

この世界観を表したシンボルが描かれています。

下記のどれかを達成したプレイヤーは勝利と
なります。

あなたの選択が、物語の結末を左右する！

・カード 16 枚全てをウラ向きにしてまとめて
シャッフルし、それを「山札」として手元に
配置します。
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【重要】
探索順⑥〜⑧のカードには【レガシー】という
アイコンがついています。
すでに同名の【レガシー】が場にあるカードを
プレイする時、それはウラ向きでプレイしなくて
はいけません。そうした場合、そのターンの後、
追加のターンを１回行います。どのカードをプ
レイするかは相手に伝える必要はありません。
この状況以外では、手札をウラ向きにプレイ
することはできません。

③エフェクト：プレイしたカードの効果
を発揮します。可能な限り処理は行います。
その後、自分の捨て札にします。

・場の準備が終了したらゲームを開始します。

のカードが何枚入っているかを示します。

果たして少女か皇帝か。

ます。この出すことを「プレイ」と呼びます。

・後からターンを行うプレイヤーは１度だけ、

をして、新たに引いてください。

《 ゲームの準備 》
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各プレイヤーの
捨て札

しくはじゃんけんで決めます。

様々なレガシーの力を覚醒させ、
物語に終止符を打つのは、

手札

自分の
山札

※基本的に全ての情報は非公開となります。ただし、

※少女側と帝国側はカードの探索順の色で判別できます。

※カード内容については、このマニュアル裏面にある

■ターンの流れ■■■■■■■■■■

①

「最終決戦」ルール・カードデザイン：カナイセイジ（カナイ製作所）

《 ゲームの流れ 》

④エンド：ターンを終了として、左隣の
プレイヤーにターンを譲ります。
★④エンドのタイミングに、いずれかの山札
のカードが無い場合、全ターンを終了し、
次の「探索フェイズ」に進行します。

●⑤
《レガシーによる調和／破壊》を探索する
●相手のプレイヤーが脱落する
●⑤《レガシーによる調和／破壊》／

■重要な例外ルール
※捨て札のウラ向きカードは効果が無効となります。

⑧《竜の杖》の効果で条件を満たす

-3-

-4-

■探索フェイズ■■■■■■■■■■
ターンを終了した時点でいずれかの山札が無い

《 ワンポイントアドバイス 》

場合、探索フェイズになります。手札のカード

●それぞれのセットについて

の探索順が小さいプレイヤーから「探索」を

を用意しますが、カードの効果などによって混ざることがあり

行なえます。

ます。相手のカードが自分の山札や捨て札に置かれることもあり

※どちらかが小さい探索順から掛け声をかけ、その
プレイヤーがいるかを確認していきましょう。探索
順に対してどちらも名乗りを上げなければ、その
探索順のプレイヤーはいなかったとして次の数字へ、
という形で確認すると良いでしょう。

ますが、問題なくゲームを進行して下さい。

●【レガシー】のプレイについて
すでに同名の【レガシー】が場にあるカードをプレイする時には、
ウラ向きにしてプレイし、そのターンを終えた後、追加のターン
を得ます。これは、カードの効果によって、ウラ向きにプレイ
することになっても有効です。
たとえば③
《華麗な女盗賊》で遺跡のカードを見て、即座にカード

★【重要】
互いに同じ探索順を持っていた場合、互いに
探索することができません。また × の場合、
そもそも探索することができません。

をプレイする時にすでに同名の【レガシー】があれば、ウラ向き
にプレイします。そして、そのターンの後、追加のターンを行って
ください。

●「アウェイク」について
【レガシー】のカード全てには、
「アウェイク」という効果があります。
この効果は、×《レガシー覚醒》の「プレイ：あなたの捨て札の

【探索方法】
探索とはどこかのカード 1 枚を指定して確認
することです。

【レガシー】１枚の「アウェイク」を使う。」という効果によって
はじめて使えます。それ以外では、
「アウェイク」の効果は使え
ませんのでご注意ください。

●誰かの手札（自分のでも可）
●遺跡のカード

●⑦《白金の塔》について
「プレイ」も「アウェイク」も、どちらの効果でも捨て札にカードを
置きます。そのカードが【レガシー】の場合、同名の【レガシー】が
すでに場にあった場合、その元々場にあった【レガシー】をウラ

のいずれか 1 枚を選び、そのカードを公開さ

向きにしてください。この効果で捨て札に置かれた【レガシー】

せます。それが《レガシーによる調和／破壊》

をウラ向きにするわけではありません。

だった場合、探索したプレイヤーの勝利とな
ります。はずれた場合、次の探索順のプレイ

●⑧《竜の杖》について
「アウェイク」で条件を満たせばゲームに勝利します。「あなた

ヤーが探索を行ないます。

の捨て札にオモテ向きの探索順①②③④のカードが３種類以上

※残っている山札がある場合、それに対して探索を行う

１種類として数えます。

ある場合」とありますが、探索順が同じカードが２枚あっても
たとえば探索順①が１枚、②が２枚あった場合、①②③④のカー

ことはできません。

ドが３枚ありますが、３種類あるわけではありませんので条件

※手札に《レガシーによる調和／破壊》を持っているプ

最終決戦

ゲームを開始する時は、
《少女側》
《帝国側》ごとに 16 枚のセット

を満たしていません。お気を付けください。

レイヤーは、探索フェイズで自分の手札を指定する
ことで勝利となります。
※誰も《レガシーによる調和／破壊》を見つけられな
かった場合、どちらも敗北となり、ゲームデザイナー
の「カナイセイジ」の勝利となります。

ラストリベレーション













覚醒の少女
皇帝

１枚

プレイ：相手の捨て札のカード１枚を手札に加え、即座にそれ
をプレイする。

反逆の兄妹
死せる剣士

１枚

プレイ：数字１つもしくは×を宣言し、相手の手札を見る。そ
のカードの探索順が宣言と一致した場合、相手はゲームから
脱落する。

華麗な女盗賊
機械兵

１枚

プレイ：遺跡のカード２枚までを見る。そのうち１枚を手札に
加え、即座にそれをプレイする。

導きの聖女
大司教

１枚

※山札が２枚ない場合、
この効果は無効となる。
プレイ：あなたの山札の上から２枚を引き、手札１枚を遺跡に
置き、手札１枚を山札の一番上か一番下に置く。

レガシーによる調和
レガシーによる破壊

１枚

プレイ：あなたの捨て札に
【レガシー】のオモテ向きカードが５
枚以上ある場合、
ゲームに勝利する。
トラッシュ：このカードを相手の山札に加え、
シャッフルする。

1枚

プレイ：相手の捨て札のカード１枚をウラ向きにする。
アウェイク：相手の捨て札のカード１枚を、あなたの捨て札に
置く。

1枚

プレイ：相手の捨て札のカード１枚を遺跡に置く。
アウェイク：遺跡のカード１枚を手札に加え、即座にそれを
プレイする。

1枚

プレイ：このカードは【レガシー】
２枚分として扱う。
アウェイク：あなたはこのターンの後、
追加のターンを１回行う。

1枚

プレイ：あなたの山札の一番上のカードを捨て札に置く。
その際、
す
でに同名の【レガシー】
があればそれをウラ向きにする。
アウェイク：あなたの山札の一番上のカード２枚までを捨て札に置く。
その際、
すでに同名の
【レガシー】
があればそれをウラ向きにする。



竜の杖



魅惑の宝珠
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星を渡る船
レガシー

空中庭園
レガシー

永遠の杯
レガシー

白金の塔
レガシー

不死の心臓
レガシー

ヴォーパルソード
レガシー

レガシー

レガシー

レガシー覚醒

１枚

プレイ：あなたはゲームから脱落しない。
アウェイク：あなたの捨て札の他のカード２枚までを山札に
戻してシャッフルする。
このカードをウラ向きにする。

１枚

プレイ：相手の手札を見る。
あなたはそのカードと手札を交換
してもよい。
アウェイク：相手と手札を見せ合い、
探索順の大きい方はゲーム
から脱落する
（×は最大として扱う）。

１枚

プレイ：遺跡のカード１枚を見る。あなたはそのカードと手札
を交換してもよい。
アウェイク：あなたの捨て札に探索順①②③④のオモテ向き
カードが３種類以上ある場合、
ゲームに勝利する。

１枚

プレイ：相手の山札の一番上のカードを見る。あなたはその
カードを遺跡に置いてもよい。
アウェイク：相手の捨て札に探索順Ｘのオモテ向きカードが２枚
以上ある場合、
相手はゲームから脱落する。

3枚

※下記のどちらか1つを選んでプレイする。
●プレイ：あなたの捨て札の【レガシー】
１枚の「アウェイク」
を使う。
●プレイ：あなたの捨て札のウラ向きの
【レガシー】
１枚をオモテ向き
にする。
その際、
すでに同名の
【レガシー】
が場にあればそれをウラ
向きにする。
その後、オモテ向きにしたカードの「プレイ」
を使う。
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