新作チェック!!

開発スタッフが撮影した取材時
のものと、ゲーム中に同じ角度
から見たものを比較。縁石の角
度やコースの傾斜など、あらゆ
るところに気を配ってある。

コース内はもちろん、まわりに
見えるものまでもできる限り忠
実に再現してあるので、リプレ
イ時は要チェック。
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MotoGP
ナムコ プレイステーション 2 用 CD-ROM 10 月 12 日発売予定 6800 円〔税別〕

本物だけが持つ迫力！ 他の追随を許さな
い写実主義を貫く本格バイクレースゲーム

開発者がホンネで語るこのコーナー。今回も 2 作品の熱いトークをお届けしよう。
また、年末に向けての怒濤のナムコソフトラインナップも一気に紹介だ！
どれを買うか迷ってしまいそう……。

『MotoGP』というレースイベントをシミュレート。
ライダーの世界を感じ取ってもらいたい
第一開発本部

中村 勲 課長
中〜大型筐体ゲームを担当する第一開発本
部所属。88 年入社以来、『ファイナルラッ
プ』シリーズ、『スズカ 8 アワーズ』シリー
ズなどレースゲーム一筋。『MotoGP』の元
となる『500GP』を開発後、今回、初め
て家庭用ソフトの制作に関わる。鈴鹿では
実際に GP マシンでコースをまわるなど、
ご自身もバイク乗り。
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※ぞうさん：処理に時間がかかり、画面がスロ―モーションの様になって
しまうことを「処理が重い」＝「重いはゾウさん」に例えたナムコの隠語。

※画面は開発中のものです。

※画面は開発中のものです。

500GP

――業務用『500GP』のスタッフがそのまま『MotoGP』に参加されたということで
すが、初めての家庭用でも、すんなりと開発できましたか？
中村 作るべきものの目指すクオリティとか、そのために必要な作業などは、
『500GP』を作ってわかってましたから、そういう点ではやりやすかったといえます
ね。コースも業務用のものを使うことは決まっていましたし、新たなものを入れるに
しても、同じ作業方法でできるだろうと。バイクやライダーのモデルにはPS2ならこ
れぐらいのポリゴンを使えば大丈夫だろうとか、最初の見通しは立てやすかったです。
スタッフ間の作業分担や仕事のやり方もわかっていますしね。
でも、業務用のハードウェアは、純粋にゲームを動かすことに特化している。余分
なものが付いていない分、ゲームを作る部分では作り手の負担を軽減してくれるんで
す。我々はずっとその分野で制作してきたチームなんです。対してPS2は、いろんな
方向への可能性を持ったハード。その中から、レースゲーム、特にバイクというテー
マに照準をしぼって、必要な技術に磨きをかける。そこに思っていたよりも労力がか
かりましたね。ハードの能力はきちんと把握した上で制作にとりかかったんですが、
グラフィックの表示や演算速度などが、場面場面に応じて予想以上に変動してしまっ
たんですよ。最初に動かしてみた時はコマ落ち―我々は「ぞうさん※」と呼んでいる
のですが―してまともに動かなかったんです。
――バイクゲームは車ゲームよりも、いろんなものが表示されるからですか？
中村 車とほぼ同じぐらいポリゴンを必要とするバイクの上に、
『鉄拳』シリーズと
同じように関節を持って動くライダー、さらに広大なコースを表示していかないとい
けないので、
『リッジレーサーV』や『鉄拳タッグトーナメント』のコアとなる技術
を両方使わないと、とても実現できないシビアなゲームなんですよ。実際プレイして
みると、表示されるものは苦労の割に小さかったりしてわかりにくいとは思いますが、
ボディに太陽光が映り込んだりする「今やこれは当たり前」と思われる表現はすべて
盛り込んであります。コースの表示にしても、見渡せる距離を設定する場合、処理能
力を気にして短めに設定してしまうと、走った時に丘や建物がモコモコ出てきてしま
うんですよね。それも避けたかった。ポリゴンの使い方に工夫を要求されましたね。
――PSやその他のハードに移植されなかった理由もその辺にありそうですね。
中村 リプレイでもゲームシーンでも、一番ハード的に負荷がかかっているのは、ス
タートシーンなんですよ。コース内側にはピット、外側はメインスタンドという大き
な構造物がありますよね。さらにコースではスターティンググリッドに自車を含めて
21台のCPUカーがずらりと並んでいる。それが一斉にスタートするわけです。これ

MotoGP

世界各地を転戦して催されることから、 コンチネンタルサ
ーカス とも呼ばれるFIMロードレース世界選手権シリーズ＝
MotoGP。その世界をまるごとシミュレートし、圧倒的なリア
ル感を演出するグラフィックや、バイクを操る楽しみが味わ
える一作がこれ。業務用『500GP』をベースにした
「ARCADE」
、グランプリを転戦する「SEASON」
、課題をクリ
アすることでスキルアップも望める「CHALLENGE」
、タイム
アタック専用の「TIMETRIAL」など、家庭用ならではのアレ
ンジはもちろん、実車と同じようなアクセル／ブレーキワー
クを必要とするシミュレーションオンの採用など、より本格
的にバイクレースの世界にひたれるさまざまな仕掛けが満載。
「CHALLENGE」モードをクリアしていくと、あの伝説のライ
ダーも使用可能になるらしい……ぜひトライ！

をいかに切り抜けるかが今回の課題でしたね。仮想のレースゲームなどではコースを
変更したりして、ごまかすこともできますが、このゲームは「すべて現実にあるもの
を再現する、本物である」というコンセプトゆえに、そういった厳しい状況も受け入
れざるをえない（笑）
。20台以上のマシンを同時に走らせることだけでもかなりの負
荷がかかるんですけれど。これがPS2より以前の家庭用ハードではまず実現できなか
った。無理に移植すると、クオリティを下げなければならないわけで、それはこのゲ
ームのコンセプトからはずれることになってしまいますからね。
――リプレイモードもTV中継など、現実のものをかなり意識していると感じたので
すが、これもこだわりゆえ、ですか？
中村 そうですね。リプレイシーンのカメラ位置は、TV中継をかなり研究したので、
バイクレースファンに共感を得られるようなものになったと思います。また、大抵の
レースゲームのコースはマシンやプレイヤーの視点から水平方向に対して見栄えがい
いように制作されていて、上空からの視点にはあまり耐えられないと思いますが、こ
のゲームは空撮視点のリプレイもありますよ。もちろん、ゲームでないとできないよ
うな視点も用意しています。他には、観客モードなんて入れてみようかってアイデア
もありました。実際にレースを観戦するお客さんの視点で、スタンドからレースを眺
める。各コーナーに移動するには観客が行き来できる場所を実際に歩いて移動するな
んていう……周囲まで作り込んであるこのゲームなら不可能じゃないんですけれどね
（笑）
。
――業務用制作時に実際にGPマシンに試乗されたとおっしゃってましたが、その経
験はこのゲームにどのように反映されてるんでしょうか？
中村 GPマシンはちょっとアクセルを開けるだけであっというまに200kmオーバー
の領域に飛び込んでしまうんですが、普通の人にはそのアクセルを開けることすらで
きないんですよ。一般のバイクに比べればおそろしくコントローラブルで、ライダー
に不安を与えない安定した乗り物なんですが、レーシングスピードで走らせるとなる
と、目や体が追いついていかない。一発勝負でガバッとアクセルを開けるなんて恐く
てできないものなんですよ。GPマシンを乗りこなす体と精神を創りあげているトッ
プライダーだからこそあの怪物を操ることができる。これが実際に体験して改めてわ
かったことですね。本当のレースではライダーにとって直線コースは、アクセルを一
気に開け、タンクに体を預けて休める貴重な時間らしいですが（笑）
。
――プレイヤーネームに「Γ（ガンマ）
」
、
「χ（カイ）
」
、
「改」なんて文字が見受けら
れますが、その辺もやはりバイク好きゆえの選択ですか？
中村 バイクのカタログなどを参考に、
「これははずせないよな」というものをセレ
クトしてみました（笑）
。
「改」は海外版にも入れる予定です。
――海外といえば、業務用でも実際にコースに取材に行かれたそうですが、今回新た
に追加されたドニントンやツインリンクもてぎにも足を運ばれたんでしょうか？
中村 はい。業務用の時もそうでしたが、レースが行われる週に合わせて、取材に出
かけました。サーキットコースを実際にメジャーで計測したり、角度計で傾斜を測る
と同時に、周囲の風景をカメラやビデオで撮りまくりましたね。予選の時と本戦の時
は見える景色が違うので、毎日ヘトヘトになるまで取材しました。もてぎの取材の時
は、コース計測をする木曜日は晴れていたんです。ですが、週末は雨に降られちゃっ
て、コースに出て風景を撮影するビジュアルスタッフはかなり大変でしたね。雨の日
に観客席を撮影すると、傘をさしているので通常の風景とは異なるし、今回は天候の
変化をゲーム的要素で取り入れていないので、どうしても晴れのもてぎを作らなけれ
ばならない。なんとか晴れにしましたが（笑）
。ドニントンではコースサイドに壁が
なくて、自由にどこでも走れてしまうので、どこまで計測すればいいか悩みましたね。
あとは食事が口にあわなくて、スタッフを苦しめました（笑）
。
――最後に、プレイヤーへ「ここは見て欲しい」というポイントがあれば……。
中村 とにかくグラフィックですね。コースやライダー、マシンが自然にそこにある、
という写実的なリアルさでしょう。バイクやライダーのかっこよさ、早く走るためだ
けに作られたものの美しさもリプレイでじっくり見てもらいたいポイントです。最近
のレースゲームの傾向として、マシンの動きの物理シミュレートが挙げられると思う
んですが、その点は、我々は90年代半ばにある程度の完成を見ているんじゃないか
と思うんですよ。しかし、実際に起こることをひたすらリアルに突き詰めていくと、
難しくなりすぎてゲームにならないんですね。ですから、プレイヤーがどういったも
のをレースゲームに求めるかを想像しながらアレンジし、シミュレーション的要素と
ゲーム的要素を同時に取り入れています。このゲームは物理シミュレーションはある
意味当然ですが、
『MotoGP』というイベントそのものをシミュレートしたかった。
ですから、ライダーの生活はこうなんだ、こうやってサーキットを走っているんだと
いうことを感じて頂けたら嬉しいですね。
――どうもありがとうございました。
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不死乃神子とカガトを中心とした基
本的な設定。美樹本氏による魅力的
なビジュアルが印象深い。

第二開発本部
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島本昌弘さん

どんなにキャラクターが強くなっても
戦闘で一喜一憂できるものに……
――人間と神族という設定はどこから来たものなんでしょうか？
島本 原作者である寺田憲史氏の原案が、人間と神との関係にスポットを
当てたものでした。一般的にゲームに登場する神様は、絶対的な「善」で
ある場合が多いのですが、寺田さんは神にも弱い部分があったり、悪いこ
とをする時もあるだろうということを描きたかったようです。また、主人
公を2人にしたメリットは、とあるイベントの裏では実はこんなことがあ
った、というように物事を2つの面から描くことができる点ですね。この
ゲームには「自立」というテーマがあって、ひとつは「人間は神様に護ら
れている」という関係からの自立。もうひとつは、
「神の力も何者かに与
えられたもので、そのしがらみを断ち切って、神自身が自分という存在を
確かめていく」という自立です。この辺の展開も2つの視点から見ること
で、より深みが増すと思います。
――更にビジュアルは和風というか、独特なセンスですよね。美樹本晴彦
さんのビジュアルイメージにも顕著に表われていると思うのですが。
島本 RPGとしては後発のタイトルとなりますので、まず見た目のイン
パクトを持たせたかったのです。しかし、一口に和風といっても、これが
なかなかクセモノで、そういった雰囲気をどうキャラクターに持たせたら
よいか、ビジュアルスタッフは苦労していました。美樹本さんのビジュア
ルは、最初に頂いたラフ画から水墨画風というか筆で書いたものが多く、
それが世界観構築のアイデアになりましたね。更にそれを受けてスタッフ
は、日本だけでなくアジア〜中近東あたりのテイストを取り入れて、キャ
ラクターに幅を持たせたいという意見を美樹本さんに伝え、現在のビジュ
アルが出来上がっていきました。開発後期のイラストには、アジア〜中近
東のテイストがより顕著に出ていると思います。ただ、あくまで目指した
ものは異世界の構築ですので、そのまんまにならないように気を配りつつ、
アレンジを加えてもらいました。

©2000 NAMCO LTD.
©株式会社 寺田憲史事務所

カムライ−神来−
ナムコ プレイステーション用 CD-ROM

――キャラクタービジュアルはスムーズに決まったんでしょうか？
島本 カガトに関しては美樹本さんは配色に苦労したとおっしゃってまし
たね。白にすると目立たなくなるんで、いろいろ試行錯誤されたそうなん
ですが、決定稿ではかなりハデになりました。和風をテーマにすると背景
が自然と地味になりがちなんです。そういうことを考えると、私もこれぐ
らいハデな方がいいかなと思いますね。ビジュアルを実際にドット絵に起
こすスタッフはアレンジにかなり気を配っていたようです。最初の頃に作
っていたものは頭身が短く、ギャグっぽくなってしまってシリアスなスト
ーリーに合わなかったので、4．5頭身ぐらいに変更したり。戦闘中のアク
ションやポーズなどにも、かなり気合いを入れて頑張ってくれていました。
――戦闘システムもかなり異色なものになっていますが？
島本 当初は「AIを使った戦闘」としか決まっていなかったのですが、人
間族と神族の世界というシナリオを起こした段階で、立場の違う2つの種
族が戦ったり、歩み寄ったりしていく展開と、AIを組み合わせるいいアイ
デアはないかと考えました。そうして生まれたのが、
「MIND」と「WILL」
（＝「心理」と「意志」
）というシステムです。各々のキャラクターには感
情があり、戦闘中は自分の意志で判断・行動し、また戦闘後は彼らの意識
が影響して攻撃的な性格になるか防御を意識するか…といった変化が起こ
る。こうした戦いを重ねることで、育ち方に変化が出るようになっていま
す。RPGでプレイヤーが意識するのは、やはりキャラの強さなんですね。
そして、戦闘の中で「勝手に行動するな！」とか「お、ナイスフォロー！」
といった具合に、シナリオに無いドラマがプレイヤーごとに生まれるよう
にしたかった。どんなにキャラが強くなっても、プレイヤーが一喜一憂す
る戦闘システムを作りたかったのです。プレイヤーの皆さんには「今、こ
のキャラは自分の事をどう思っているんだろう」なんて想像しながら遊ん
でもらえると嬉しいです。
――どうもありがとうございました。

10 月 5 日発売 5800 円〔税別〕

神族と人間、
「不死乃神子」と「カガト」……対極す
る2人を中心に展開するカットバック・スプリクト･シ
ステムを採用したオリジナリティあふれるRPG。世界
観、シナリオ原案は寺田憲史氏、キャラクターデザイ
ンには美樹本晴彦氏を起用した話題作がこの『カムラ
イ−神来−』だ。独特の和風的世界観で構成されるポ
リゴン（背景）とドット絵（キャラクター）の融合は
見事の一言。
片側の立場のキャラクターのエピソードが展開して
いる間、他のキャラたちは何をしていたのかや、立場
の違いから起こる物事への解釈の違いなど、神と人間、
それぞれの立場のエピソードが生み出す物語の2面性

※画面は開発中のものです。

第二開発本部所属。91 年入社。『スーパー
ファミスタ』をはじめ『ファミスタ』シリ
ーズを数多く担当した後、『幽々白書』や
PS 版『タイムクライシス』などのライン
に関わる。RPG を担当するのは、この
『カムライ−神来−』が初で、長年の夢だ
った。４コママンガ「野球くん」も島本さ
んの作品である。

によって、ストーリーは王道を行く一本道ながらも、
奥深い厚みを持ったものになっているのが大きな特徴。
また、AIを効果的に使い、キャラクターに意志（WILL）
を持たせ、行動させることで戦局に影響を与えるWILL
システム。そしてキャラクターの心理（MIND）が成
長に影響を与えるMINDシステムと、RPGでもっとも
多くの時間を過ごす戦闘にもユニークな仕掛けを導入。
同じパーティを組んでプレイしていても、主人公の行
動ひとつで戦闘の流れやキャラクターの成長度が変化
するので、戦闘向きのキャラ、防御向きのキャラなど、
メイキングの楽しみが味わえる。

神と人間、2 つの立場の違う者たちが、ときには争い、ときに
は共に戦う。相反する 2 つの価値観がぶつかり合うシナリオも
このゲームの大きな魅力のひとつといえるだろう。

戦闘中の主人公の行動がパーティメンバーの AI に影響を与え、
キャラクターの成長度が変化する。またその後の行動も変わって
いくので、ひとつひとつの戦闘が重要だ。

フィールドはポリゴン、キャラクターはドット絵を採用。それ
ぞれの手法のメリットを最大限に活かし、オリジナリティあふ
れる世界観を構築することに成功。

戦闘後にはこのようにどのキャラクターが主人公に対してどん
な感情を抱いているかを表示してくれる。戦闘時に適切な行動
をとらないと嫌われてしまうぞ。

※画面は開発中のものです。

スマッシュコート
スマッシュコート3
3
ナムコ プレイステーション用 CD-ROM

2000 年 11 月発売予定 価格未定

60
60年代テイストが満載！
年代テイストが満載！
定番テニスゲームは更に進化を遂げる!!
定番テニスゲームは更に進化を遂げる!!
ストリートテニスをテーマにし、海外のストリ
ートコートやプレイヤーのファッションなど、ビ
ジュアル面でテニスゲームに新たな風を吹き込ん
だ前作『スマッシュコート2』
。シリーズ最新作と
なる『〜3』は、60年代テイストがビジュアルコン
セプトと、また新たな試みに挑戦している。
鋭意制作中の本作だが、さっそく新情報をゲッ
トしてきたので解説しよう！
新モード「ミッション 10」は、名司会者、エ
ド・ライアンのTV番組コーナー ミッション10
への出場者として、10種類のテニスクリニックの
課題に挑戦するという一人でプレイしても楽しい
モード。すべてクリアすることでどんなことが起
こるのか、はプレイしてのお楽しみ。
さらに、テニスを使った楽しいミニゲームも充
実！ 今回紹介する（写真右下）
「スカッシューテ
ィング」は、スカッシュコートに登場するモンス
ターをラリーで撃破していくというもの。ミニゲ
ームを数多くこなせば、テニスのプレイスキルも
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向上して一石二鳥！
また、従来からあるエキシビションモードなど
も、前作同様スクロールを押えた遊びやすいもの。
最大4人同時プレイ可能なので、友達とワイワイ盛
り上がって遊んでもらいたい。
『スマッシュコート』シリーズなら忘れてならない
のがスーパーショット。今作はどんなビックリす
るようなショットが用意されているのかも楽しみ
なところ。ファンならずとも要チェックだっ!!
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7(セブン)〜モールモースの騎兵隊〜
ナムコ プレイステーション 2 用 DVD-ROM

2000 年冬発売予定 価格未定

ローテーション・バトルシステムと
ローテーション・バトルシステムと
高密度グラフィックがキモのＲＰＧ!!
高密度グラフィックがキモのＲＰＧ!!

乞うご期待!!
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はるか昔……アクラリンドの大地を大いなる
災厄が見舞った。人に仇なす魔物の影が、大地
をその隅々に到るまで覆い尽くす。滅びの日が
近づいていたその時、世界を創造した 2 人の御
使いによって選ばれた 7 人の勇者により、世界
から魔物は追い払われた。
そして1000年の時が過ぎた今。いつの頃から
か、怪異が頻発し、見慣れぬ魔物が出没するよ
うになっても、過去の災厄を知らぬ人たちは、
それがどこから来るのか知るわけはなく、再び、
試練の時が訪れる……!!
というストーリーで始まる世代交代RPGと銘
打つ本作。戦闘では、最大7人の仲間を横4×前
後3のマスに任意に配置。そして、1ターン終了
毎に、そのまま戦うか隊列を入れ替えるか選ぶ
ことができるのだ。これが本作ならではの「ロ
ーテーション・バトルシステム」だ。
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※画面は開発中のものです。

テイルズ
テイルズ オブ
オブ ファンタジア
ファンタジア
なりきりダンジョン
なりきりダンジョン
ナムコ ゲームボーイ（カラー対応）用 ROM

11 月 10 日発売 4500 円（税別）

特殊な能力を身につけるコスチュームを
着こなし、一人前の なりきりし を目指せ!
みならいけんし の特技「あきさ
ざめ」
。特技炸裂！

ナムコ定番RPGシリーズとして名高い『テイルズ〜』シ
リーズ。その新作として『〜ファンタジア』の続編にあた
るのがこの『テイルズ オブ ファンタジア なりきりダ
ンジョン』
。舞台は前作の主人公・クレスが活躍した時代
から100年後。プレイヤーは双子の男の子と女の子＝ディ
オとメルの親代わりとなり、彼らを一人前の なりきりし
に育てるのが目的だ。
なりきりし とは、コスチュームを着替えることで、そ
の職業固有の能力が使える不思議な力の持ち主だ。今回は
そのコスチュームのゲット方法について解説しよう。

コスチュームにはそれぞれコスチュームポイント（以下
CP）というものが設定されている。CPは戦闘によって得
られるもので、いっぱいになると初めてそのコスチューム
を着こなした（マスター）ことになる。コスチュームはお
店で売っているが、より高級な職業に就くためには、
「オ
ーダーメイド」で新しいコスチュームを作る必要がある。
オーダーメイドするためには複数のコスチュームをかけ合
わせるのだが、マスターしたものしか、かけ合わせられな
いので注意しよう。また、同じコスチュームでもかけあわ
せ次第で、複数の職業のコスチュームが作れるぞ。

試練をクリアすると、ディオとメルから
質問が。答えによって性格が変わる。

『テイルズ オブ エターニア』アニメ化決定!!

＋
©藤島康介 ©NAMCO LTD.

＝

OR

同じコスチュームの組み合わせでも、複数の分岐がある。
みならいけんし と まほうつかい の組み合わせでは、
がくしゃ と りょうりにん などが作れる。

風のクロノア
風のクロノア 2
2

〜世界が望んだ忘れもの〜
〜世界が望んだ忘れもの〜

ポケットキング
ポケットキング

ナムコ プレイステーション 2 用ソフト 発売日未定 価格未定

ナムコ ゲームボーイ（カラー対応）用 ROM 発売日未定 価格未定

風の村に住む好奇心旺盛でやんちゃな主人公
「クロノア」
、クロノアの幼ななじみで親友のリ
ングの精「ヒューポー」をはじめとした魅力的
なキャラクター、3Dなのに2D感覚でプレイで
きる親切システムや多彩なアクションで高評価
を得た傑作『風のクロノア』の続編がついに
PS2でリリースされることが決定！ 当然グラ
フィックはパワーアップし、アクションもハイ
テンポな気持ちの良いものになっているのは間
違いない……。だが、前作をプレイしている人
達が一番気になるのではないか、と思われるの
は、涙なしには語れないストーリー!! 前作以上
にスケールアップしたシナリオが鋭意制作中な
ので、発売を楽しみに待っていよう！

PS用ソフト『ナムコアンソロジー2』にも収
録された『キング オブ キングス』
。もとはファ
ミリーコンピュータ用カセットで1988 年 12 月
19日に発売された。剣と魔法の世界を舞台にし
た、戦術シミュレーションゲームの決定版だ。
その本格的シミュレーション要素はそのままに、
新たなシナリオ＋ストーリー性を持たせた続編
的内容となりそうなのが『ポケットキング』
。気
軽にどこでもプレイできるのはとてもうれしい
し、24種類だったキャラクターはどれだけ増え
るのか？ シナリオの中身は？ 気になる内容
は続報に期待せよ!!

一国の王として、国を守
り広げていく戦略性はそ
のまま引き継がれている
模様。

発売が待たれる『テイルズ オブ エターニア』だが、こ
こでアニメ化決定というビッグなニュースが入った！
いのまたむつみ氏原案のエターニアキャラクターはも
ちろん、アニメオリジナルのキャラクターも登場。ゲ
ームとはまた違った展開が期待できそうだ。制作は
「機動戦艦ナデシコ」
「ラブひな」でお馴染みの
（株）ジー
ベックが担当し、WOWOWにて放送されるぞ。ノワーズ
でも続報が入り次第、発表していくのでお楽しみに！

〜攻め COM ダンジョン〜

ドルルルアーガ

ナムコ ゲームボーイ（カラー対応）用 ROM
12 月 15 日発売 4500 円〔税別〕

名作『ドルアーガの塔』の世界観を引き継ぐ
召喚アクションRPG。勇者ギルが美しい国、バ
ビリムを築いてから100年後。バビリムは、他
国による侵略の危機にさらされていた。ギルの
子孫である王子ギルスは、バビリムを救うべく
立ちあがる。スペルカードを握りしめて……。
ダンジョンクリア形式を採用した本作は、あら
かじめ一定数のスペルカードでデッキを組んで
おき、ダンジョン内でカードを使うことにより
クリーチャーを召喚できる。敵のジュエルをゲ
ットすればダンジョンクリアだ。
カードにはパワーが設定
されている。規定パワー
内でデッキを構成せよ。

戦闘画面。ユニットごと
に優劣があるので、部隊
配置も大切だ。効率を考
えよう！

※画面は開発中のものです。

クリーチャーは同フロア
中しか移動できない。戦
略を立ててカードを使え。

