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マゴスの世界へようこそ！
本作は魔法使いになって異形の化物や他の魔法使いと戦う 
カードゲームです。
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呪文・AI カードの見方
アイコンの見方
ライフ・マナカードの見方
戦闘の基本フロー
対戦ルール
ソロゲームルール
ライフとマナに関するFAQ
呪文一覧

手番ごとにダイスを振って呪文を使
い、先に相手の体力を0にすれば勝
ちです !

2人で戦う対戦モードと、1人でAI
キャラクターと戦うソロプレイモード
の2つの遊び方を収録しています。

目次
内容物
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内容物
呪文カード
AIカード

33枚
17 枚

2枚
2枚
1枚

ライフカード
マナカード
レファレンスカード

カード 計55 枚

1点ライフキューブ
5点ライフキューブ
1点マナキューブ

30個
２個
16個

キューブ 計48個 ダイス4個

説明書1冊
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カードの見方
呪文カード

1. 呪文名
2.カードの効果
3. 通し番号
4.カテゴリ( 背景色 )
 赤：攻撃
 青：マナ回復
 白：ライフ回復

1

2

3 4

AI カード

1.キャラクター名
2. 最大ライフ
3.行動表
 AIのライフとダイスの
 出目で選択されます。
4. 通し番号

4

2
3

1



アイコンの見方
発動に必要なダイスの個数です。「X」「Y」はダイス
の目によって効果が変わる事を表しています。

相手のライフを減らします。 自分のライフを回復します。

自分のライフを減らします。 自分のライフ最大値を減
らします。

自分のマナを回復します。 自分のマナを減らします。

自分のマナ最大値を減
らします。

相手のマナを減らします。
(AIだけが使います )

起動に同じ目のダイス2
個が必要です。

任意の数値を入れます。
その値がカード全体で
使われます。

黒い矢印は効果でなく、「ダイスを置くとダメージを与
える」などの接続関係を表しています。

直ちにターン終了になります。AIの行動にある場合、そ
の行動は1ターンに1度しかできない事を表します。

複数の機能があります。ターンごとにどれか1つだけ
使えます。
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ライフとマナ
ライフとマナはプレイヤーが持つ2 つの資源です。ライフは体
力を、マナは呪文を使うためのエネルギーを表します。

減少した際にはその数だけキューブを右側へ、回復した際には
キューブを左側へ移します。

ライフカード

マナカード

1. 残りライフ
 ゲーム開始時は15
2.失ったライフ
3. 減少アイコン
4. 回復アイコン
5. 最大値減少アイコン
 最大値が減ったらその分
 だけカード上からキューブ
 を取り除きます。

1.残りマナ
 ゲーム開始時は 0 
2.失ったマナ
3. 減少アイコン
4. 回復アイコン
5. 最大値減少アイコン
 最大値が減ったらその分
 だけカード上からキューブ
 を取り除きます。

4 5

3

4 5

1 2

1 2

3
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ゲームの流れ
マゴスは一人でも、二人でも遊べます。二人で対戦する場合は
以下の手順で交互にターンを行います。

一人で遊ぶ場合は、仮想の対戦相手であるモンスターのダイス
もプレイヤーが振り、自動で行動を判定します。

振るダイスの数はターン毎に
1個増えます。最初は1個、
最大で4 個になります。

ダイスを振る

呪文発動！

ダイスが残っていれば
続けて別の呪文を使う

ダイスを使い切ったら
相手のターン

どちらかのライフが 0以
下になったらゲーム終了

呪文カードにダイスを置く
手札から呪文カードを公開
して使うか、既に公開してい
るカードを使います。

ダイスはそれぞれ1回しか
使えません。

使いたい呪文が無ければダ
イスが残っていてもターンを
終了できます。

生き残った側の勝利です。

同じ呪文カードは1ターンに
1回しか使えません。



ライフカードとマナカードを各
プレイヤーの前に並べ、ライフ
キューブ15 個をライフカード左
側に、マナキューブ 8 個をマナ
カード右側に置きます。
ダイスを振り、偶数と奇数で先
攻プレイヤーを決めて下さい。

10 枚 5 枚
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ターン 先攻 後攻
1 1個 2 個
2 2 個 2 個
3 3 個 3 個
4～ 4 個 4 個

ヒント:初めてのゲームでは双方とも「調和」「苦痛」「火球」
「共鳴」「治癒」の5 枚を使う事をお勧めします。



ソロゲームルール
ソロゲームの準備 
対戦と同様に呪文カードを選
びましょう。まず「調和」1枚
を抜き出して手元に置きます。
次に残り32 枚の呪文カードを
よく混ぜて9 枚取ります。
合計10 枚の中から好きな5 枚
を選んで下さい。

プレイヤー側にライフカードと
マナカード、AI 側にライフカー
ドを並べます。
AIカードを通し番号順に重ね、
一番上に「練習用ダミー」が見
えるようにしておきます。
これでソロゲームの準備ができ
ました。

「調和」を1枚取る

残りの呪文カードを
裏向きのまま混ぜる

混ぜたカードから
裏のまま 9 枚取る

合計10 枚の中から
好きな 5 枚を選ぶ

ライフカードとマナ
カードを準備する

AI カ ードを 通し
番 号 順 に 重 ねる

ソロゲーム開始 !
※初めて箱を開けた時、既
にAIカードは通し番号順に
並んでいます。

10 枚 5 枚



★プレイヤーのライフ
を15、マナを0にする

AI のライフをカード
に記載された値にする

AIと戦う

勝利 倒した AI を箱に
戻して次の相手へ

敗北 呪文を選び直して
同じ相手に再挑戦

準備のできた状態

ソロゲームの流れ
プレイヤーは17体のAIキャラ
クターと順番に戦います。戦い
が終わる度にライフとマナは初
期状態に戻ります。

初期状態
プレイヤーはライフ15、マナ 0
で戦いを始めます。AIのライフ
はカードごとに書かれています。

プレイヤーが勝てば呪文カード
はそのままで次の相手に対峙し
ます。倒した AI カードを箱に
戻し、次の相手が山の一番上
に見える様にして下さい。
負けたら左頁の手順で呪文を
選び直し同じAIと再戦します。
全ての敵を倒せば勝利、一度
も負けなければ完全勝利です。

★に戻る



ソロゲームでの戦闘の流れ
順番は必ずプレイヤーが先攻、AI が後攻になります。

プレイヤーのターン
1:ダイスを振る
2: 呪文にダイスを置く
3: 呪文の効果を発動する
4:ダイスがある限り2-3を反復
5:ダイスを使い切るか使いたい
呪文が無くなったらターン終了

AI のターン
1:ダイスを振る
2:ダイスの目で行動を判定
3:ターン終了

AI の行動
AIはダイス1個ごとに1回行動します。同じ目が複数出た場合
もそれぞれ処理を行います。例えば練習用ダミーが「1」を2
つ出したら合計 2のダメージです。

ダイスの数
振るダイスの数はターン
数で変わります。1ター
ン目のAIのみ例外的に
2個のダイスを振ることに
注意して下さい。

ターン プレイヤー AI
1 1個 2 個
2 2 個 2 個
3 3 個 3 個
4～ 4 個 4 個

ただし例外として、ターン終了アイコンの付いた行動は目が複
数出ても1ターンに1回しか発動しません。
また AIの残りライフによって行動パターンが変化するものもあ
ります。AIのターン中に回復や自己ダメージで残りライフが変
化しても、行動パターンが変わるのは次のターンからです。

ゲームの終了
AIのライフが 0になればプレイヤーの勝利です。ライフとマナ
を初期値に戻して次の相手と戦いましょう！
プレイヤーのライフが 0になったら敗北です。呪文を選び直し、
ライフとマナを初期値に戻して再戦しましょう。
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FAQ
Q.ライフ/マナを回復しようとしましたが、カード右側に
十分な数のキューブがありません。どうなりますか?

A.右側にある分だけ回復します。
例えばライフカードの右側に 3つしかキューブが無い時に
ライフを4回復する呪文を使うと3だけ回復します。

Q.呪文を使うためにマナを消費しようとしましたが、マナ
カードの左側に十分な数のキューブがありません。

A.その呪文は使えません。

Q.マナカードの左側にあるキューブ以上のマナダメージを
受けました。

A.ある分だけを右側に移して下さい。

Q.自分のライフ/マナの最大値が下がる呪文を使いたい
のですがカード右側に十分な数のキューブがありません。

A.足りない分は左の円から取り除いて下さい。
左の円を含めても十分な数のキューブが無ければその呪
文は使えません。

Q.カード左側にある以上のライフを失いました。

A.死にます。



呪文一覧
番号 呪文名 効果
1,2 調和 ダイスを1個置く。目の数だけマナを回復。
3,4 苦痛 ダイスを 1個置く。2ダメージを与える。

5,6 火球
ダイスを 2個置く。うち 1個の目の数だけ
マナを消費してもう 1個の目だけダメージ
を与える。

7,8 治癒 ダイスを 1個置く。目の数だけマナを消費
してライフを 4回復。最大マナ 1減少。

9,10 共鳴 同じ目のダイスを 2個置く。好きなだけマ
ナを消費して同じだけダメージを与える。

11 炎の環 ダイスを 1個置く。目の数だけマナを消費
して 3ダメージを与える。

12 瞑想 ダイスを1個置く。5マナ回復。直ちにター
ンを終える。

13 地震  ダイスを3個置く。3マナ消費して7ダメー
ジを与える。

14 霊なる炎 ダイスを2個置く。3マナ消費してダイスのう
ち1個の目の数だけダメージを与える。

15 魂削り ダイスを 1個置く。1ダメージを与える。
2マナ回復。

16 かまいたち 同じ目のダイスを 2個置く。目の数だけダ
メージを与える。

17 野性の咆哮 ダイスを 1個置く。自分のライフを 2減ら
す。その後 3ダメージを与える。

18 霊感 ダイスを 1個置く。マナ全回復。その後ダ
イスの目の数だけマナを消費する。



番号 呪文名 効果

19 嵐 ダイスを3個置く。5マナ消費して8ダメー
ジを与える。直ちにターンを終える。

20 吸血 同じ目のダイスを 2個置く。3ダメージを
与える。ライフを 2回復。

21 血の生贄 ダイスを 1個置く。最大ライフ 2減少。そ
の後ダイスの目の数だけライフを回復。

22 献身 ダイスを1個置く。目の数だけ自分のライフ
を減らす。マナ全回復。

23 煉獄火
ダイスを 2個置く。うち 1個の目の数だけ
自分のライフを減らし、その後もう 1個の
目だけダメージを与える。

24 暗殺剣 ダイスを 1個置く。7マナ消費。目の数だ
けダメージを与える。

25 三連射

ターンごとにどれか 1つ使える：
・ダイスを 1個置く。1ダメージを与える。
・ダイスを 2個置く。3ダメージを与える。
・ダイスを 3個置く。5ダメージを与える。

26 魂の刈り
取り

ダイスを 2個置く。2ダメージを与える。
ダイス目の合計だけマナ回復。

27 鮮血の迸り ダイスを 1個置く。最大ライフ 4減少。そ
の後ライフ全回復。

28 憤怒

ターンごとにどちらか 1つ使える：
・ダイスを 1個置く。1ダメージを与える。
・自分の残りライフより大きい数の目のダ
イスを 1個置く*。4ダメージを与える。

*例えば自分の残りライフが 3なら4・5・6のどれかを置く。

15
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番号 呪文名 効果

29 末日
ダイスを 4個置く。自分のライフを好きな
だけ減らす。その後相手に同じだけダメー
ジを与える。

30 炎竜剣 ダイスを 3個置く。8マナ消費してダイス
のうち 1個の目 +4のダメージを与える。

31 快癒 ダイスを 2個置く。目の合計だけマナを消
費してライフ全回復。最大マナ 2減少。

32 覚醒 ダイスを 1個置く。目の数だけ最大マナ減
少。ライフ 2回復。マナ全回復。

33 蘇生
ダイスを 1個置く。好きなだけマナを消費
して同じだけライフを回復する。最大マナ
1減少。

2015 ゲーム工房スパ帝国
spa-game.com

協力
白石もへ
弾正よしかげ
jyoan
やがもん
Owl Works


