


モンコレTCGとは 

トレーディング•力ードゲームとは、何百枚もの力ードの中から 

デックと呼ばれるカードの山を自分で作り、そのデックを使って 

他の人と対戦して遊んだり、カードを交換したりする力ードゲー 

ムの一種です。 

「モンスター*コレクション•トレーディング•力ードゲーム」（発 

売：富士見書房)は、「六門世界」と呼ばれているファンタジーワー 

ルドの召喚術師となって配下のモンスターを召喚したり、強力な 

魔法やアイテムの力を借りて、敵対する他の召喚術師を倒すトレ 

—デイング•カードゲームなのです。 
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詹 鱺 

聖都サザンで開かれる 

召喚術師の闘技大会。 
あなたは、この闘技大会 

に優勝するために故郷で 
あるアイルの村からやっ 

てきた若き召喚術師です。 

ところが‘、闘技大会に 

出場するためには、[力一 

ドギルド j への登録と“ギ 

ルドネーム”を持ってし、 

る必要があるのです〇今 

まで' 田舎で暮らして来 

たあなたは、召喚術以外 

のことは何も知りません。 

あなたは無事に闘技大 

会に出場し、優勝するこ 

とができるでしようか？ 

本編の主人公。 VJ 
アイルの村からサザンの町の闘技大会に出場するためにや 

ってきた若き召喚術師です。自分の腕試しのためにやってき 
たのですが、出場するからには優勝を目指しています3 



ソフィア•エイム《 
■Jヒテ/レストラ 

サザンの北にある小国、リヒテル 
ストラ公国のお姫様です。おしとや 
かなお嬢様ですが、一度決めたら止 
まらない頑固なところもあります。 

オリガ•ピエルン 
サザンの南にある国、ガルシ 

ルト出身の女騎士です。ロビン 
と同じ様に_分の腕試しのた 
めにサザンの闘技大会戦士部 
門に参加しています。 . 

シルバーウルフ 
お調子者でおつちよしちよ 

いなトレシャーハンター。と 

ある目的のためサザンにや 
ってきたようです。果たして、 
その目的とは……。 
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iKonaiaii——一 
力ーソル移動 
決定 
使用しません 
終了/町•フィールド切り替え 
メニユー表爪 
MAP切り替え 

ヘルプ表示 
使用しません 
使用しません 
使用しません 
使用しません 

霧ィ *•分狡 

キャラクタ_移動 

攻撃/ターン送り 

儀式スペル使用 

二倍移動 
メニュー表示 
使用しません 
使用しません 
キャラクター固定 
1%層表示 
キャラクタ—固定 

階層表示 

I1謂111 

カーソル移動 
決定 
使用しません 
終了 
使用しません 
手札の並び替え 
ヘルプ表示 
使用しません 
使用しません 
使用しません 
使用しません 

■1,1111 
力ード選択/取消 
使用しません 
使用しません 
終了 
使用しません 
使用しません 

力ード交換 
ページ切替 

カード全選択 
ページ切替 
カード全取消 



のしかた 
イステーション本体に、プレイステーション用CD —ROM『モンスター•コレクシヨン』を 

セットしてください。次に、1ブロック以上の空きがあるメモリーカードをメモリーカード差込口 

の1または2にセットし、電源ボタンを押してください。 

デモ中にスタートボタンを押すとタイトル画面が表れます。ゲーム 

を最初から始める場合は、Newを選択して®ボタンかスタートボタ 

ンで決定してください。主人公の名前を決定した後、いくつかの質問 
•索ぐ '《 .者 

に答えれば、最初のデックが作成されますa. 

すでにセーブしてあるデータから遊びたい場合は、Loadを選択し 

てください。メモリーカード差込口の選択の後、データの選択画面に 

移ります。口ードしたいデータを選択して、@ボタシぞ決定してくだ 

さし 

Trade 
- 

鶴a 

. '勢 

年 

m：， 

セーブされたデータ同士でお互いの持’つているカードをトレート 

どちぐ>今口.' H L ま t か ^ 
V.. v t BBT . \-u . • -• i *•. ' '' Lt ' - . _ • 

Ittビン ： 
r 
□ビン … 

:U 34 4B/4S [Lぶ39/.叫 
サザンの町 地下室 
はじめてのデツク はじめroデック 

(力ードの交換）することができます。詳しいトレードの方法について 
- • ' . ；■ • •: 

はP 27を参照してください。 
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の見方 囑，ンメニ 
ダンジョンやフイールドなどで®ボタンを押すとメインメニュー 

が表示されます。 

メインメニューには、ステータス、力一K、イベント、コンフイク， 

セーブの各項目があります。 

ロビンのレベルアツプやデツクの装備や編 

成を行ないます。詳しい操作はP8を参照し 

0コンフィ 

てください 〇 

ゲームの設定を行ないます。SOUND (音声 

出力）とMESSAGE (文章の表示方法）の設定 

を変える事ができます。 

:魏 

カーH セ_プ 
ふ•. ■ゾ a 

m 

持っている儀式スペルを装備します。儀式 

スペルの入手や使用法についてはP 23を参 

照してください。 

ゲームのセーブを行ないます。セーブ画面 
ィ律 

でセーブしたい箇所を選んで®ボタンを押し 

ください。 
賴:: 

..…”.ハ.“ 

現在引き受けている依頼が表示されます。 

依頼は「マーフイーの店」で受けることができ 

WA"1...-irM 

ます。P15を参照してください。 
藝. 
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ノ テータス画面の見方 

□ビンのステータ 
スが表示されてい 
ます 

デックに使用可能な 
ユニットの最大レべ 

ルです 

デックの装備やレべ 
ルアップを行うメニ 
：!—です 

•7透s 

rデツクの装備） 
デックの装備や、新しいデックの作成やデ 

ックの調整、デックの名前の変更などを行い 

ます。 

.ハ ルアツフ） 

r仲聞の装備) 
仲間力ードの特殊能力の変更を行ないま 

す。修得している特殊能力のうちの3つを装 

備させることができます。特殊能力の修得に 

ロビンのレベルアップと同時に手に入る 

召喚ポイントを割り振ることができます。 

属性ごとに存在する召喚レベルを上昇させ 

ることで、デックに組み込むことができるユ 

ットのレベルが上昇します。 

rカード —覧） 
持うているカードの一覧を見ることができ 

ついてはP17を参照してください。 
.1. 

ます。 
\ 
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フ^ックの装備 

デックを構成している 
力ードの種別ごとの 
合計枚数が表示され 
ています 

デックに組みこまれ 
ているユニッh®属1生 
ごとの数がかかれて 
し、ます 

デックの編成や装備 
を行なうメニューです 

デックの装備画面では、4つまでデックを作成することができます。そのうちのひとつを使用 

するデックとして装備します。召喚師との戦闘では、装備したデックしか使用することはできま 

せん。「カードの編成」で行なえるデックの調整や作成については、P22からのデック作成を参 

してくださし、 

画面左上にがついているデックが現在装備しているデックです0デックを変更する場 

合は、メニューの「次のデックへ」またはm、〇■ボタンで装備したいデックを選択してから 

「デックの装備」を選択してください0 

対戦用に力ードを集めた山のことです。『モンスター•コレクション』には300種類以上 

の力ードが存在します。この中から力ードを選んでデックを作り上げるのです。 



デックの装備画面から「力ードの選択」及び「デック内容」を選択することで、力ードを見るこ 

とができます。力一妗に力ーソルを合わせて、スタートボタンを押せば、より詳しいデータが表 

示されます。力ードには、大きく分けてユニット、アイテム、戦闘スペルそして儀式スペルの4 

種類があります。 

こユニットカード) 
召喚術師が召喚するモンスターのカードで 

す。もっとも種類の多い力ードで、仲間カー 

ドもユニットカードどしてデックに組み込みま 

す。ユニットはさらに土修、水_、火響、風❿、 

聖蠡、魔⑩の6つの属性に分かれています。 

ユニットの中にはスペルとアイテムという能 

力を持っているものがあります。これらは戦 

闘中に使用できるアイテムカードの数または 

戦闘スペルカードの数と属性を表していま 

す。例えば、アイテム： 2とあった場合、戦闘 

の1ターンに消耗もしくは装備アイテムカ—ド 

を2枚まで使用できます。同じようにスぺ 

ル：暴•とあった場合、風属性の戰闘スペル 

を2枚まで使用できるのです。 

ギツ々内容 

I 溫 
鐘± 0細賴 

ぬ1雜遍ブ vt 
&Spen • ，ぬ挪通，⑽Jt/2 

1バ 
.... .............:: .. 

-ム い rH ぬ二 
.ハ‘ ^ ■ご.:•■•vo■■へ;；.，• 

ユニットカ，糊容 
-. • • • ... ..•••• • ■• • •• • : • 

__ #_ 〇 

(讓性 
.暴レおル 

③ 攻撃力 

④ 防御力 
⑤ イニシアチブ修正 

@使用できる消耗アイテ 

ムや装備アイテムの数 

::7使用できる戦闘スペル 

の数と属性 

(8) デックに組み込まれて 

いるユニットカードの 

属性別の枚数 
(9) 力ードの出現頻度（稀 

少さ）を表すマーク 
(低辜<★<♦<▲高） 

⑩ユニットのタイプを表 
すマ_ク（ぜ歩行、鏽飛 

行、★長距離飛行） 

9 
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アイテムカードには、装備アイテムカードと消耗アイテムカードの2種 

類があります。装備アイテムカードは、召喚したユニットカードに装備さ 

せることで効果を発揮します。 

消耗アイテムカードは、ユニットがアイテムを使用可能であれば、特 

殊能力として使用することができます。消耗アイテムカードは、使用す 

ることのできるタイミングなどが力ードによって異なります。消寒毛アイテ 

ムは、使用されると自動的に破棄されます。 

戦闘スペルカードは、ユニットのスペル能力によって使用される力一 

ドです。消耗アイテムカードとおなじように使い捨てになります。また、 

使用することのできるタイミングなどが力ードによって異なります。詳 

しくはスタートボタンによるヘルプで確認してください。 

特殊能力や消耗アイテムカードおよび戦闘スペルカードの中には、【対抗】と呼ばれる 

相手の行動に対応して使用し、先に効果を表すことができるカードが存在します。【対 

抗Iの力ードは、相手の行動など特定のタイミングになると使用することができます。 

さらに、自分で発生させた【対抗】に対して自分で【対抗】を発生させることも可能です。 慰 
械必 

•.v-v-v r.\-a »«. p...vu 細，■— :十,-.•• • • •■听て“ ~-r*r f*1* 1 * _titfir^m*l*r*w.*rwr--iaifrrr#fn>— 



流れ 
このゲームの戦闘は、召喚術師同士のデ 

ックを使った対戦とダンジョンでのモンス 

ターとの戦闘を意味します。ここでは、召 

喚術師同士の対戦につしゝて説明しましよう。 

対戦では、お互いのデックからモンスター 

を召喚して戦わせ、先に対戦相手のHPを 

0にした方が戰 

闘に勝利します。 

戦闘は、右図 

の順番に進行し 

r手ネ1調整フェイズ） 
デックから手札が6枚になるように引き 

ます。さらに、このフェイズでは必要のない 

手札を捨てて、デックから新しい手札を引 

きなおすことができます。デックの残り枚 

数に気をつけて、手札は慎重に捨てて下さ 
、彼rせ 

... mi 111111111111111111111111111111111111111nmmhiI 旧m iiiiii n 1111111mu 

手札調整フェイズ 

r 
召喚フiイズ 

[同時攻撃 行動フ 
先攻側 
後攻側今: 

ラウンド終了 

iiiii illsllniwrl-X-: —a- -s_asg---.lw.. Hi 

ス ズズ 

つつ 

fr » _TJ « T 

令；：.--義rj 

f 



靈嗡フ；ィズ •級: 

手札にあるユニットカードを召喚ボードに配置します。召 

喚の際には、ユニットのレベルに注意してください。召喚した 

卜のレベルの合計は、10以下でなければし、けなし、ので 

す。レベルの高いユニットは、何体も召喚できません。大型 

卜で勝負するか、小型ユニットの集団で勝負するかは、 

デックの戦略次第です。また、手札の中の装備アイテムカードは、このフェイズでユニットに装 

備させることができます。アイテム能力を持っているユニットの隣に表示されている♦に装備 

アイテムカードを配置してください。ここで召喚されたユニットをひとまとめにパーテイと呼び 

ます。召喚するユニットの配置場所選択中は、召喚ボ_ドの下の部分には、配置しようとしてい 

るユニットの持っている常備能力、それ以外の場合はパーテイ全体の常備能力が表示されてい 

ます。 

餐: 

> 1 

(醜 

匕:AWi: 

:麵 」 獲い 

た::••口 

ャ_乂…プ 
-: 免 

WM. 

邊娜 

1~3)のユニットを縦もしくは横】列に並べるとビ 

ンゴとなります。縦1列なら防御力が2倍に、横1列 

なら攻撃力が2倍になり、ユニット自身が持っている 

能力を遥かに上回る力を発揮することができます。 

なお、レベル4以上の大きな玉のユニットではビ 

ンゴは成立しません。 
- ... , • . •• •三A... . .て-.. 

て.:# .論::. 

5X5マスのこの召喚ボードにユニットカードから 

召喚されたモンスターを配置します。 

このとき、1マスしか占有しない小さい玉（レベル 
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召喚したユニットの隊列を変更します。相手パーテイ 

(召喚したユニットの集合）の攻撃によって死亡するユニッ 

卜は赤で、死亡しないユニットは緑で表示されています。 

守りたし、ユニットは後列に酉己置した方がよいでしよう。 

隊列を変更するとサイコロが振ら 

れ、パーティのユニットの持つイニシアチブの合計が加えられます。 

目が大きい方のパーティが先攻となり先に行動フェイズを行ないま 

す。数値が同じになった場合は同時攻撃になり、行動フェイズは発生 

しません。通常攻撃が同時に行われます。 

0行動フェィズ） 
攻撃、特殊能力の使用な 

どを行1ないます。【普通】の 

特殊能力や戦闘スペルカー 

ド、消費アイテムカードは、 

この行動フIイズに特殊能 

力を選択することで使用す 

ることができます。特殊能力の中でも“杜’の能力は使用すると 

ユニットが攻撃には参加できなくなってしまいます。 

行動フェイズのコマンド 

攻撃を行ないます 
'/iLi.v .v.vTfAi1 .kii .if < 

特殊能力、戦闘スペル、消 

耗アイテムを使用します 

召喚したユニットのデータを 

見ることができます 

行動フェイズを終了しま3 



通常攻撃 
相手ユニットを攻撃します。1回の行動 

フェイズで1度しか選択できません。攻撃 

した後はa特殊能力を使用できません。 

攻撃を行なうと、パーティの総攻撃力を 

ダメージとして相手/ずーティの最前列にい 

るユニットに与えられます。このとき、ダ 

メージがそのユニットの防御力を越えてい 

たら、そのユニットは死亡し、次のユニッ 

卜に防御力分減少させたダメ ージが与えら 

れます。そしてパーティが全滅したあとも 

ダメージが残っていた場合、そのダメージ 

は召喚術師に与えられます。 

特殊能力 
【普通】タイミングの特殊能力や戦闘ス 

ペル、消費アイテムを使用します。戦闘ス 

ペルやアイテムは、攻撃を行なった後やa 

特殊能力を使用した後でも使用できます。 

スァータス 
召喚されている全ユ 

ことができます。 

..5歌グ 

.r 為: 

. .. 

ットの数値を見る 

ダメージの例 
パーティがエルフ森林警 

備隊（防御力1の. 卜） 

エルフ森林遊撃隊 
(防御力1) 

召喚師 

だけの時に、10点の 
ダメージを受けた場 

合、エルフ森林警備隊が 

死亡し、その防御力分だ 
けダメージが減少します。 

残りのダメージが召喚師 
に与えられ、9点のHPを 

失います。 

nmfHnvitfviMH 

嫌,:も 

夕ーン終了 
この項目を選択することで行動フェイズが 

終了します。さらに、「通常行動」を行なって 

いない場合は自動的に攻撃を行ないます。先 

攻側であれば後攻の行動フェイズが始まりま 

す。後攻の行動フェイズも終わり、どちらの 一 

召喚術師もHPが残っていれば、次のラウン 
-V, 

ドの手札調整フェイズになります。 



このゲームの主要な舞台である聖都サザンは、この 

世界(六門世界)でも有数の大都市です。特に年に一度、 

開かれる闘技大会の前後の街は非常に賑わつています。 

町には、酒場「マーフイの店」、召喚術師たちが集う 

r力ードギルド」、闘技大会が行なわれる「闘技場」それ 

にr教会」と「サミンの店」と呼ばれる場所があります。 

その他にも「試練 

の塔」を始めとして ン.ぐ》'?.::v . 
いくつかのダンジョネがあるようですQ 

この聖都サザンの画面でボタンを押すことでサザンの 

外に出ることもできます。サザンの外にはさまざまな冒険 

の場所が広がっています。 

免〆 

フイの店 
酒場兼冒険の韩旋所ともいえるのがこの「マーフィの店」 

です。マーフィは、召喚術については全く知りませんが、サ 
ザンの外については非常に詳しい知識を持づています。こ 

の店で、仕事の依頼を受けることもできま，す。この仕事の 

報酬は力ードで渡されます。出現頻度の低tゝカードを集め 

るためにも積極的に請け負ってみてはいかがでしょうか。 

. 探 

ぼ•略::" 

:八 
i ノ 

\ 
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召喚術師なら誰でも加入している力-ドギルドでは、デツクの 

作成（ステータス画面からでも行なえます）、力ードの売買やユニ 

ットのいる場所についての噂を聞くことができます。 

:•ンi ，■通 

•ぬ取 

カードの売買 

I"力ードギルド」では、力ードの売買を行なうことができます。 

カードは、単品で買うこともできますし、「しあわせのふくろ」と呼 

ばれるセットで購入することもできます。このふくろの中身はラン 

ダムです。何が入っているかは、買ってみてのお楽しみです。な 

お、「力ードギルド」では儀式スペルカード（儀式スペルカードについてP21で解説します）' 戰 
■ 30^：. 

闘スペルカードと装備アイテムカード、消耗アイテムカードしか売つていません。ユニットカー 

ドは、ダンジョンに行ったり、戦闘やトレーアインクで入手する’必要かあります〇 

…'''T ：；■. 

カードリスト 
購入したいもしくは売却したいカードのリストです。 
方向キーの上下で力ードを選択し、左右で購入もし 

くは売却する枚数を決定してください。 

金類 
カードの購入/売買金額が表示されています。ちな 
みにカードは、購入した価格の5分の1で売ることが 

できます。 



■エルド教会 
「蜚エルド教会」では、仲間（カード）の特殊能力を購入するこ 

とができます。購入した特殊能力はステータス画面のr仲間の装 

備」で入れ替えることができます。仲間カードは、3つまでの特殊 

能力を装備できますめで、仲間カードを組み込むァツクの戰略に 

合わせた特殊能力を購入して装備させましょう。また、教会では 

神に祈ったり（良いことがあるかもしれません）、各地のダンジョ 

ンの地形の効果についての噂を手に入れることができます。 

数 iiii 
趙. 

|_擊ンの店 
このサザンのどこかにあると噂されるのが、「サミンの店J通称 

「トレーディング屋」寺す。このお店では、他の召喚術師と持って 

いるカードをトレード（交換）することができるとのことです。また、 

店の主人であるサミンは、ユニットに詳しぐ、様々なユニットにつ 

いての噂を教えてくれるそうです。 

m4 サミンの店で行なえるトレードでは、相手か欲しい力ード 

を指定します。自分がその力ードを持っていれば画面に「交 

換0K」と出ます。方向キーの左右で相手から貰う枚数を決 

定してください。自分の使わないカードを効率よくトレード 

して、最5虽のデックを作りましょう。 



聖^!サザンの名物であり、ロビンの目的の場所、それが闘 

技場です。この闘技場では、闘技大会に出場することとデッ 

クの調整、ゲームのセーブを行なう事ができます。闘技大会 

の予選は4回戦、本遺は10回戦で争われます。 

闘技大会に参加します 

rデックの編成） デックの調整や装備しているデックの変更をを行なうことができます。 

データを保存します。 

闘技大会を棄権して闘技場から夕Wこ出ることができます< 

誠 益 

召_钓锊なら、ギルドで発行 
aれた、ギルドネームを 

，持っているはずだけど• _ 
..痛 wmmimittMmmMtm • m -i_iwiwnww_ 

が，.e«4a*aMa MUMMi»eo<W»Wia^VWWlOMVW3WWT*CC*g*JV^awJwN»rgww>wl»%WAWvir>5l，vu^Btan>，i-mVW^M- -i 丨•也s<n^aniMj^3#4iV 

闘技大会に出場するためには、カードギルドに登 

録しなければなりません。さらにカードギルドに登 

貰わなければならないのです。ロビンは、まずギル 

ドネームを手に入れるために「試練の塔」に戦す 

ることになります。 

■•な.:ゆW9w.-4j.Ti.-.? 

’瓣‘ 

録するためには、ギルドが行するギルドネームを 



ロビンは、「マーフィの店」で引き受けた 

依頼を果たすためやユニットカードを手に 

入れるためにさまざまなダンジョンに挑む 

ことになります。 

ダンジョンには、数多くのモンスターや 

買そして召喚術師がロビンを待ちうけてい 

ます。あなたは、これらの障害を突破し、 

目的を果たさなければならないのです。 

'"•V ■: 

□ビンが動く度にモ 
ンスターち動きます 

. 

0になるとゲームオ 
-バーです 

% :ゼ 

1 遡下 F 

ダンジョンの地図が表示され 
ています。非表示にすること 
もできます。 
6点階段 
1 ストーンサークル 

顧:カード 
宝箱 エルドの光 

}MM □ビンの位置 

uぐ.' 宝箱：ダンジョンに配置されている宝 

mu箱です。中身は、ユニットカ—ド以外の 
力ードです。 

'■ , .... 

,、ハ.,…j:，.パ 
~r 

. 

ストーンサークル：このスト_ンサ— 

クルがある部屋では、儀式スペルカード 

> I i；.2|を使用したり装備することができま#C 

エルドの光：ダンジョンの中で白く光 
るサークルのこと。ロビンのHP芴 

6点回復させます。 



^ v;^'-：：(ド:•.ペ••ベ：•:•:，と1-.•... •' 

* XX 

ンジョンでの戦闘 
ダンジョンでは、ロビンが1回行動もしくは©ボタンを押す度 

に夕ーンが経過し、モンスターも1夕ーン分の彳丁動を行ないます。 

ロビンは、自分の目の前のモンスターしか攻撃できませんが、モ 

ンスターの中には離れた場所を攻撃するものも存在します。モ 

ンスターの攻撃によりHPが0になるとゲームオーバーです。モ 

ンスターを倒したり、攻撃を避けながらダンジョンの探索を行つ 

てください。また、®ボタンと霉ボタンを同時に押しつづけるこ 

とで、高速にターンを送ることもできます。 

裝在講科表 

二 J 

ダンジョンでは、様々な罠がロビンを待っています。罠の効果は以下のようなものがありま 

す。何れも時間が経つか別の階(場所)に移れば効果は消えます。 

/ 昆乱 方向キーの上下左右が逆になります 

マヒ......しばらくの『南、動けません 

暗やみ.....まわりが見えなくなります 

HP半減......HPが半分になります 

HP/ステータス全回復.......••味が全回復し、罠の影響も取り除かれます 

魔力消滅  .....儀式スペルの効果がなくなります 

MAP消滅.……………■…■■■■MAPが消'えてしまいます 



ンジヨンで手iこ入る力ード 
モンスターは倒iすとユニットカードを落とすことがあります。モンスターが落とす力ードはダ 

ンジョンやモンスターによって属性などが決まっています。「力ードギルド」で噂を聞くなどして、 

必要なユニットカードを落とすモンスターの存在するダンジョンに入るようにすれば、デックを 

組みやすくなるでしよう 〇 
;fB；： 

溢 
:_ へ 

式スペルカード 
我. 

ダンジョン内での生命線ともいえるのが儀式スペルカードです。儀式 

スペルカードは、ストーンサークルの存在する部屋で装備することがで 

きます。⑩ボタンを押して表示されるメインメニューの力ードを選択して 

ください。中には装備したその場で使用される儀式スペルも存在します。 

式:^ペルの使用：) 

装備した儀式スペルは、#ボタンでいつでも使用することができます。 

儀式スペルカードは、「カードギルド」で購入することがで 

きます。購入する儀式スペルの内容をスタートボタンを押し 
d: 

てよく確かめてから必要な儀式スペルカードを買うようにし 

ましよろ 〇 

破 



ダンジョンでモンスターに攻撃されてHP 

が0になってしまった場合は、ゲームオーバ 

—となります。以前にセーブしたデータの口 

—ドからやりなおしてください。手に入れた 

力ードは失ってしまいます。 

デックは、召喚術師にとっての命ともいえードギルド」でデックを作るを選択すること 

るものです。 で行なえます。 

このデックをいかにうまく作成できるか デックには、最大でカードを50枚まで、同 

によって、召喚術による対戦の勝敗が決して じカードは3枚まで入れることができます〇 

しまうといっても過言ではないでしよう。 

デックの作成（力ードの編成）は、ステー 

では、あなただけの最強デックを作りまし 

::よ;.::ラ。 

タス画面からデックの装備を選択するか「力 

ダンジョンなどで失ったHPは「マーフィの店」に入ることで全快します。ダンジ .-■> 

ヨンから出たら、まずは酒場へ行きましよう 

:M 

产一 pp 
^■―琴. 

fc 

_ 

召喚術師との戦いに負けるとデックから3 

枚の力ードが奪われて、サザンに戻されてし 

まいます。大切なカードをどうしても奪われ 

たくない場合は、ゲームオーバーとなります。 

データのロードからやりなおしてください。 



クを選択する 
ステータス画面からデックの装備を選択するとこの 

画面になります。ここで、作成または調整するデックを 

選択します。メニューの次のデックへを選択するか 

D■ボタンまたはES■ボタンで作成/調整するデツク 

を選択します。 

名前を変える 

はじめてのテ 

対: 

C名前を変える 
デックの名前を変更できます。 

次のァックへ 
次のデックに移ります。デックは4つまで 

ドの編成 
新たに組み込むもしくはデックから外す力 

—ドを選択します。力ードの編成について詳 

しくはP24で解説します。 

デックの解体 
デックを解体してしまいます。 

.- デツ妙装備 
'S輕. 

作成することができます。 

まだ作っていないテックを選択した場合、 

このメニューしか選択できません。「カードギ 

ルド」でデックを作成する場合は、このメニ 

ューを選択することでデックの自動作成を行 

なってくれます。デックの自動作成について 

はP 25を参照してください。 
_輸 r t-....尨倉■ ゞ 

選択しているデックを装備します。もIK 

はデツクを装備から外します。 



ユー，卜力-卜伽挪_ 0/2 

紱温SS Vv 
醞党■，益 

ユニットカード内容 

〇 #’華 T1S/5a 

r 了 」 
デックを完成させます。 f 

,1->-'：*"/% v'l'： • 

c編成中止 J / 

デック作成をキャンセルしてデックを元に戻します〇 

」ふ4 

ツクを作成する 
力ードの編成を選択するとこの画面になります。この画 

面では、現在のデック内容の変更や新しい力ードをデック 

に組み込むことができます。 

現在、デックに組み込まれている力ードを一覧で表不 

します。方向キーの上下で組み込む（外す）力ードを選択 

し、左右でその力ードを組み込む枚数を決定します。1種 

類の力ードは最大で3枚までデックに組み込むことができ 

ます。 

力ード選択 
一-^9 

デックに組み込んでいない力ードとそのナックに組み込 

んでし\る力ードの中から、新たに組み込む力ードとその枚 

数を決定します。この項目を選択すると、様々な方法で力 

—ドを検索し、選択する事ができます。 



義k 

...ふ.. 

..ス 
P 

Mm 
’/」ードギルドを利用しよう 

ドギルド」を利用してデックを作成することもでき 
ます。ゲームに慣れていない人であれば「力ードギルド」 

で作成するとよいでしょう。「カードギルド」でデックを作 

るには、「カードギルド」の画面で、デックを作るを選択し 

ます。 

ックタイプの選択:) 

「力ードギルド」では、自動的に新規のデックを作成して 

くれます。 

速攻デック、突撃デック、反撃デック、防御デックの4つ 

の中から選択してください。このオートデック作成は、現 

在所持しているデックに組み込まれていない力_ドからそ 

のデックに合つた力ードを選択しているため、作成後に力 

—ドの編成で調整した方が良いでしよう。 

「力ードギルド」でのデック作成が通常のステータス画 

面からのデック作成と違う点は、©揉タンでカードの解説 セ':^ 
を「カードギルドIのアミンが行なってくれることです。ア へ 
ミンの的確なアドバイスで力ードの編成が糜になるのは間 

% 

違いありません。 

% 

ふ 
-IX- 



強いデックを作るには 
強いデックを作るためには、デックのコンセプト(勝ちパターン）を明確化する必要があ 

ります。いくら単体で強し\ユニットカードがあるからといって、むやみに入れているだけで 

は、強いデックにはなりません。弱いユニットでもビンゴなどを?且って集団で活用し、デ 

ックのコンセプトに乗っ取っていれば勝つことができます。 

こんなデツクはだめ 
ツト 先攻デックにデnifエンダ_ 

先攻を取って先に攻撃するデックに後攻にならなければ有効ではないディフェンダ—（後 
攻になった時に攻撃力3倍)能力を持つユニットを入れても意味がありません。 

集. , :み 

戦闘スペルやアイテムの入れすぎ 
戦闘スペルやアイテムがデックに入りすぎていると、ユニットが手札に来ず、召喚ボード 

にユニットが16置できなくなるかもしれません。デックはユニット中心で！ 

高レベルユニットが多すぎる 
高レベルユニットは確かにその強力さが非常に魅力ですが、召喚ボ-ドに召喚しておける 

のは、パーティ全体で10レベル以内に限られます。6レベルを越える高レベルユニットは、 

一度に2体以上呼べないのです。高レベルユニット1体だけでは、1〜3レベルのユニット 

3体以上で攻撃されたら倒されてしまう％、もしれません。召喚ボードには必ず複数のユニ 

ットを配置できるようにバランス良くデックを組みましょう。 

.-1 



選択している力一 
ドの内容が表示さ 
れる 

交換ポイント。ポ 
イントが一致しなけ 
ればトレードを行な 
う事はできません 

持っている力ードの 
一覧が表示されます 

表示している力ード 
の持っている枚数 
です 

メモリ—カード差込口の]と2にメモリーカードを差込んで『モンスタ™•コレクシヨン』を起動 

してください。タイトル画面からTradeを選択することで、メモリーカード同士のトレード（力— 

ドの交換）を行なえます。方向キーを右に押すことで交換する力-ドの決定、左に押すことで取 

り消すことができます。また、EQIボタンで表示しているカードのすべてを交換に出すことが 

でき、同様にraボタンですベて取り消すことも;^きます。 

カードを選んだ後' スタートボタンを押すことでトレードを行います。このとき重要になるの 

は、カードの出現頻度（力ードの左下のマークです。冬く★く♦く▲の順に入手しやすくなつて 

います）などから算出される交換ポイントです。このポイントが一致していなければトレ-ドは 

行なえません。 ， 



nD :サイコロをn個振って目を合計することです。 

1D :サイコロを1個振って目を採用することです。 

アイテム：ユニットが使用できるアイテムの数、装備品 

アイテムカードはユニットの召喚時に一緒に召喚ボード 

に配置します。消耗品アイテムカードは特殊能力などと 

同じタイミングで使用することができます。また、ユニ 

ットが攻撃を行なったりビ特殊能力を使用した後でも消 

耗品アイテムカードは使用することができます。 

キルドネーム：力ードギルドがギルドに登録している 

S喚術師に与える秘密の名前(コードネーム）です。ギ 

ルドネームを持っていない召喚術師は闘技大会に出場 

できません。 # 

死亡：ユニットは1度に致死ダメージ（防御力以上のダ 

メージ）を受けると死亡します。この状態のユニットに対 

して死亡を打ち消す方法がない場合、そのユニットは破 

棄されてしまいます。 

常備能力： ットの持つ「アイテム：X」「イニシアチ 

ブ：土x」「スペル：xjrチャージ」「デイフェンダ-Jの 

5つの能力のことです。 り:：纏:％.,. ,.二—：， 
.. 

戦闘スペル：ユニットが使用できる戰闘スペル奶杉 

種類を表します。また、ユニットが攻擊を行なったサ好 

特殊能力を使用した後でも戦闘スペルヵ-ドは賴す 

ることができます。 

m.. 

対抗：相手の行動に割りこんで、先に使用することがで 

きる特殊能力、戦闘スペルカード、消耗品アイテムカー 

ドを表します。【対抗】に対応してさらに【対抗〗の特殊能 

力などを使用することもできる。 

テック：召喚術師が用意する力ードの集まりのこと最 

太で50枚で、同じ力ードは3枚までしか入れられませ 

ん。 

同時攻擊:イニチアチブ判定で両者が同じだったとき 

は同時攻撃となります。同時攻撃では両軍のユニットは 

すべての常備能力、特殊能力をないものとしてその攻 

撃力で同時に攻撃を行ないます。そしてこのダメージに 

よって致死ダメージを受けてしまったユニットは自動的 

に破棄されてしまいます。 

パ^ティ：ひとりの召喚^^師によって召喚されたユニ 

パ:/卜すべてのことです。 

破棄：力ードが捨てられることです、死亡が確定したユ 

二fN力—ド、使用された戦闘スペルカードと消耗品T 

イチムカードそして手札調整フェイズで捨てられたカー 

ドは破棄されます。 

普通：行動フェイズにしか使用できない特殊能力、戰闘 

スペルカード、消寒毛品アイテムカードを表します。強力 

な効果の物が多し、のが特徴です。 

ユニット召喚術師が、召喚して使役するモンスターの 

> 4で¥ 



しようしよう ちゆうい 

使用上のご注意 
つか 

馨このディスクは家庭用ビデオゲーム•コンピュータ“PlayStation”専用のソフトです。他の機種でお使いに 
き きなど こしJフ げんいん みみなど しんたい わる Aいさよ；3 あ ，.よ及.ハ .( t.Z 

なると、機器等の故障の原因や耳等の身体に悪い影響を与える場合がありますので絶対におやめください。 
U A 7 ? にはA.こくないしよう 

の表記のある日本国内仕様の のディスクは NTSC マークあるいは 
かいがいしよ 

FOR SALE AND USE IN JAPAN ONLY 
しJ：づ かい计つしよ 

“PlayStation”にのみ対応してぃます。海外仕様の“ PlayStation”では使用できません。#「解説書」および 
はんたい とりあつかいfつめいL j —あんぜん J ?之ん-厂 _■■よう；4 はフ .私匕■■よつ 

“PlayStation”本体の「取扱説明書」「安全のために」をよくお読みの上、正しい使用方法でご愛用ください。 
LJんS■ぃ はあぃ かなら めん など ぃんさつ めん 

•このディスクを“PlayStation”本体にセットする場合は、必ずレーベル面(タイトル等が印刷されてぃる面）を 

上にしてくださぃ。また、中央部分を軽く押し込み、ディスクを安定させてくださぃ。■プレイ終了後 
はんたぃ と fi tiあぃ はA.たぃ お 1 かぃてん かんゼん 

“PlayStation”本体からディスクを取り出す場合は、本体のオーブンホタンを押し、xィスクの回転か完全に 
と かくしん 45こな かいtんちゅ7 J' 

止まったのを確認してから行ってくださぃ。回転中のディスクに触れると、けがをしたりティスクを傷つけたり 
ほ/1たし、 こしょラ げ/l•ぃん ぜ]/こぃ りようめん しもんよ1__ 古ずなd 

本体の故障の原因になりますので、絶対におゃめくださぃ。•ディスクは両面とも、指紋、汚れ、傷等をつけなぃよ 

うに取り扱ってくださぃ。またシール等を貼付したり、鉛筆、ペン等で文字や絵を書かなぃでくださぃ。馨ディス 
.1;ご と去 やわ ぬの なぃしゅう かぃし4う む ほうしゃじJうかる ふ t 

クが汚れた時はメガネふきのような柔らかぃ布で、内周から外周に向かって放射状に軽く拭き取ってくださぃ。 

その時、レコード用クリーナーや溶鈾等は使用しなぃでくださぃ。•ひび割れや変形したディスク、あるぃは 
ザ-，■ちゃくさぃなどはしftう ごさと-—) げんいん 1/ったぃ しよう S X <, U 'f- I- 5 C -} 

接着剤等で補修されたディスクは誤作動の原因になりますので絶対に使用しなぃでくださぃ。籲直射日光のあ 

たる疏繼機器の近く_高‘の戸斤には保管しなぃでくださぃ。また、湿気の多ぃ所も避けてくださぃ。•ケ 

-スやディスクの上に、重ぃものを齒ぃたり落としたりすると、破損しけがをすることがありますので絶対におやめ 

くださぃ。•プレイ終了後はディスクをケースに戻し、幼芦の手の届かなし、場所に保管してくだきぃ。_お客様 

の誤ったお取り扱いにより生じたキズ、破損#に関しては補償いたしかねますので、あらかじめご了承ください。 

⑩“PlayStation”本体をスクリーン投影方式のテレビ（プロジェクシヨン•テレビ）には絶対接続しないでくだ 

さい。残像光量による画面焼けが生じることがあります。•ソフトによってはメモリーカードが必要な場合が 

あります。「解説書」で確認してください。 
.けんこうしよ-〕 ちゆラい 

健康上のご注意 
とき けんこう しかん やく なんきゅ■フけいと っか ときiいみんふそ《；. 

參プレイする時は康のため、1時間ごとに約15分の休憩を取ってください。♦疲れている時や睡眠不足の時は 

プレイを避けてください。•プレイする時は部屋を明るくし、なるべくテレビ画面から離れてください。•ごく 
っよひかりしげき:} てんめっくかヌ がめんみ いちしてききんしく いしさ 

まれに、強い光の刺激を受けたり、点滅を繰り返すテレビ画面を見ていると、一時的に筋肉のけいれんや意識 
そっしっなどしょうじょう お けと けいけん かた じぜん かなり いし そ■:!■たん 

の喪失等の症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、事前に必ず医師と相談してください。また、 
ち《5うがめん h しょうじょう お ばあい ちゅうし い し しんさつ ■> 

プレイ中の画面を見ていてこのような症状が起きた場合は、すぐに中止し医師の診察を受けてください0 
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