
　この度は「ヴァルキリーストライク」をお買い上げいただきありがとうございます。
　このゲームであなたは「ヴァルキリー」と呼ばれる戦乙女たちを率いる「英雄」となり
ます。
　そして、世界各地に脅威をもたらす「巨大モンスター」を討伐しなければなりません。
　ただし、ただ巨大モンスターを倒すだけでは英雄とは言えません。巨大モンスター
を倒しつつ、最も強力な部隊を編成しなければ真の英雄とは呼ばれません。
　何度も繰り返し遊んで、最強のヴァルキリー部隊を編成してください！
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　本ゲームは２～４人用のデッキ構築型カードゲームです。
　　プレイヤーは迫りくる巨大モンスターに対抗すべく、戦乙女「ヴァルキリー」を集め
て部隊を編成し、巨大モンスターを攻撃します。
　モンスターのすべての弱点を破壊する（すべてのレイジデッキが尽きる）か、「ヴァル
キリー」のサプライデッキが１回ずつ尽き、全員が同じ数のターンを経過した時点で
ゲーム終了です。
　その時点で集めた「ヴァルキリー」と、モンスターを攻撃、弱点を破壊したことで得る
ことができる、「ビクトリーポイント（ＶＰ）」の合計が最も多いプレイヤーがゲームの勝
者となります。
　優れた部隊を編成、統率し、強大な敵を打ち倒しましょう！

　このゲームでは以下の５種類のカードを使用します。
ヴァルキリーカード（144枚）

ゲームの中心となる戦乙女達「ヴァルキリー」を表すカードです。
資金でコストを支払うことによって入手することができ、繰り返し使用することができます。

ファーストヴァルキリーカード（40枚）
各プレイヤーの初期山札となるヴァルキリーカードです。

モンスターカード（２枚）
ゲーム中、プレイヤー達を襲撃してきているモンスターの全景を表すカード（シート）です。

弱点カード（24枚）
敵となる巨大モンスターの弱点部位を表すカードです。
「耐久値」という数値を持っており、これを超える戦力で攻撃すれば破壊することが可能です。
破壊して入手することによって、特別な報酬や多くのビクトリーポイントを獲得することができます。
「レイジ」ごとにシャッフルして裏向きで重ね、「レイジデッキ」を作ります。

ビクトリーポイントカード（40枚）
カードの効果やモンスターを攻撃するこ
とで入手できるカードです。
ゲーム終了時の得点計算に使用し、カー
ドに書かれている得点を発生させます。

ゲームの概要と目的

カードの種類
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❶カード名：このカードの名称です。
❷レイジタクティクス：モンスターの損傷度に応じて発生する様々な作戦の
効果を表します。モンスターを攻撃し、レイジデッキが減っていくことで発生
する効果が変化します。
例：「レイジ１デッキ」にカードが残っている場合、プレイヤー全員に「レイジ
1タクティクス」の効果が適用されます。プレイヤーの攻撃によって弱点カー
ドが破壊され、「レイジ１デッキ」が０枚になったら、全員に「レイジ２タクティク
ス」が適用されます。「レイジ１タクティクス」は以降、適用されません。

❶カード名：このカードの名称です。
❷サプライコード：このカードが「サプライデッキ（Assist）」、「サプライデッキ
（Battle）」のいずれかに含まれるかを表します。
❸入手コスト：このカードを入手するために必要な資金の数です。
❹部隊シンボル：このカードが所属する部隊を表します。一部のカードの効
果の条件などに使用します。このセットでは５種類のシンボルが登場します。
❺資金/戦力：このカードを手札から使用した時に発生する資金または戦力
の数です。
❻テキスト：このカードを手札から使用した時の効果です。【】で囲われた文
は効果を発生させるのに必要な条件です。使用した時に条件を満たしていな
いカードは効果が発生しません。
❼ＶＰ：ゲーム終了時、このカードを獲得して
いると得られるビクトリーポイントを表します。

❶耐久値：このカードを破壊するために必要な戦力の数です。
❷レイジ：緑、黄、橙の３色に分かれています。緑がレイジ１デッ
キ、黄がレイジ２デッキ、橙がレイジ３デッキに使われます。
❸テキスト：このカードを破壊し、入手した時に得ることができ
る効果です。テキストがないカードも存在します。
❹ＶＰ：ゲーム終了時に得られるビクトリーポイントを表します。
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❶カード名：このカードの名称です。「人事部対獣兵器開発課」と「戦闘部歩
兵科」の２種類があります。
❷資金/戦力：このカードを手札から使用した時に発生する資金または戦力
の数です。
※「ファーストヴァルキリーカード」には「サプライコード」、「部隊シンボル」、
「テキスト」、「VP」はありません。
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　プレイヤーはお互いの手札が見えないよう、車座に座り、以下のように各カードを
配置します。
　モンスターの横に、廃棄されたヴァルキリーカードを置く「廃棄置場」をそれぞれの
デッキごとに用意します。

A
初期山札

サプライデッキ
（Assist）

廃棄置場
（Assist）

サプライデッキ
（Battle）

レイジ１デッキ

レイジ２デッキ

レイジ３デッキ

C

B
初期山札

初期山札 初期山札
D

Assist Assist Assist

Battle Battle Battle

前列

モンスター

中列

サプライ置き場

後列

廃棄置場
（Battle）

　プレイヤーのターンは左回りで順番に行います。プレイヤーは自分のターンが回っ
てきたら、以下の手順で行動します。

サプライデッキ
（Assist）

サプライデッキ
（Battle）

Assist Assist

Battle Battle

前列 中列

サプライ置き場

後列

サプライデッキ
（Assist）

サプライデッキ
（Battle）

Assist Assist Assist

あ い う

Battle Battle Battle
ア イ

あ い

ア イ ウ

前列 中列

サプライ置き場

後列

❶前列にあるサプライを
　廃棄置場に移動…。

❷中列、後列を１つずつずらし、
　後列に新たなカードを補充！

ゲームの準備 ターンの進行

「レイジ１デッキ」がなくなり、「レイジ２デッキ」が残っている場合、「レイジ２タクティクス」
の「自分の手札か捨て札にあるカードを１枚選び、ゲームから取り除いてよい。」の効果を
解決します。

手札から出すことで
「資金」を２発生さ
せ、「カードを１枚
引き、手札を１枚
選び、捨てる」効果
を解決します。

「戦力」を２発生させ、手札から出した時に【他の    か    を使用してい
る】条件を満たしているなら、「カードを１枚引く」効果を解決できます。

❶ヴァルキリーカードをサプライコードに従って分け、それぞれをよくシャッフルしてまとめ、「サ
プライデッキ（Assist）」と「サプライデッキ（Battle）」を作り、裏向きで置きます。
❷このゲームで使用するモンスターカードを１枚選びます。このゲームを最初に遊ぶ場合は「傷
ついたヨルムンガルド」を選ぶのがお勧めです。
❸弱点カードをフレームの色ごとに分け、それぞれよくシャッフルしてまとめ、「レイジ１デッキ
（緑）」、「レイジ２デッキ（黄）」、「レイジ３デッキ（橙）」を作り、裏向きで置きます。
❹各プレイヤーに初期山札となるファーストヴァルキリーカードを配ります（内訳：「人事部対獣
兵器開発課」8枚、「戦闘部歩兵科」２枚）。各プレイヤーは初期山札をよくシャッフルします。
❺それぞれの「サプライデッキ」の上から３枚のカードを、サプライ置場に置きます（それぞれ前列、
中列、後列に１枚ずつ置きます）。その後、「レイジ１デッキ」の１番上のカードを表向きにします。
　　❻各プレイヤーは自分の山札からカードを５枚引き、最初の手札にします。最初のターンプレイ
ヤーをじゃんけんなどで決定したら、ゲーム開始です。

❶侵攻フェイズ
モンスターの侵攻により、サプライ置場の前列のカードが廃棄されます。
プレイヤーはサプライのカードを「中列→前列」、「後列→中列」に押し出すようにずらし、空いた
後列に、それぞれのサプライデッキの上から１枚、カードを補充します。
※ゲーム開始時の最初のプレイヤーの第１ターンのみ、このフェイズを飛ばします。

❷レイジタクティクスフェイズ
モンスターが負っているダメージに応じた「レイジタクティクス」能力を解
決します。
「～してもよい」という能力はプレイヤーの判断で解決を行わずにフェイズ
を進めることができます。

❸プレイングフェイズ
【手札のプレイ】
プレイヤーは手札のカードを好きな
順番で使用してサプライのカードの
入手やモンスターへの攻撃を行うこ
とができます。
使用したカードはその効果を即座に
解決します。ただし、カードの効果
に【　】で括られた条件がある場合、
使用した時点で条件を満たしていな
ければ、効果は発揮されません。
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【サプライのカードの入手】
サプライのカードの入手コスト分の資金を支払い、そのカードを自分の入手エリアに置きます。
入手に必要なコストが支払えるならば、１ターン中に入手できるカードの枚数に制限はありません。
※入手やカードの効果でサプライのカードが合計６枚以下になった場合、直ちにサプライデッキ
の上からカードを補充します。
その際、「侵攻フェイズ」同様に「中列→前列」、「後列→中列」にカードを押し出し、後列にデッキ
からのカードを補充します。
２枚以上のカードを入手、廃棄する場合でも、１枚ずつ補充を行いサプライのカードは常に合計
６枚になるように補充を行います。

サプライデッキ
（Assist）

サプライデッキ
（Battle）

Assist

Battle

前列 中列

サプライ置き場

後列

サプライデッキ
（Assist）

サプライデッキ
（Battle）

Assist Assist Assist

あ い う

Battle Battle Battle
ア ウ

Assist

い
Assist

あ う

Battle
ア

Battle
イ

ウ エ

前列 中列

サプライ置き場

後列

❶「Battle」中列の
　カードを入手！

❷直ちに後列のカードを中列に押し出し、
　後列に新たなカードを補充！

【モンスターへの攻撃】
手札のカードで発生させた戦力を用いて、モンスターに攻撃を行うことができます。
戦力が発生させられるなら、１ターン中に攻撃する回数に制限はありません。
※弱点カードの耐久値を超える戦力で攻撃を行った場合、破壊した弱点カードを自分の入手エリ
アに置きます。
置いたカードのテキストの効果を解決した後、「レイジデッキ」の次の１枚を表向きにします。
弱点カードの耐久値を超えた分の戦力は、表向きになった次の弱点カードを攻撃する際に加算
することができます。
弱点カードの耐久値未満の戦力で攻撃した場合、戦力１につき、１ＶＰをＶＰカードで受け取ります。

合計戦力
8

残り戦力
2

残り戦力
2

耐久値
6

耐久値
3

耐久値
3

❺攻撃した戦力分のVPを
　VPカードで入手。
　

❹続けて残り戦力２で
　攻撃するが、破壊できず…。

❷弱点カードを
　破壊して入手！

❶合計戦力８で
　モンスターを攻撃！

❸次の弱点カードが
　表向きに！

　各プレイヤーはターン中、自分の手元にカードを置きます。
　カードが混ざって混乱しないよう、以下のように置く場所を分けることをお勧めします。

ターン中に入手したカードを
ターン終了時まで
一時的に置く場所です。

手札のカードを置
くことによって資金
や戦力を発生させ、
カードの能力を解
決する場所です。

ターン終了時、入手エ
リアにある弱点カード
とＶＰカードを置く場
所です。山札や捨て
札、手札と混ざらない
ように置きます。

ターン終了時、手札、
使用エリア、入手エリア
にあるヴァルキリーカード
を置く場所です。

ゲーム中の各プレイヤーの手元の配置の例

入手エリア

使用エリア

VPエリア

山札

手札

捨て札置場

❹ターン終了フェイズ
プレイングフェイズで行うことがなくなったら、このフェイズを開始します。
「ターン終了時」という能力を持つカードの効果を好きな順番ですべて解決します。
「～してよい。」という能力はプレイヤーが解決するかどうかを選択できます。
その後、自分の「使用エリア」にあるカードと未使用の手札、「入手エリア」にあるヴァルキリーカー
ドをすべて捨て札置場に置き、「入手エリア」にある　弱点カードとＶＰカードを「ＶＰエリア」に置
きます。
「ＶＰエリア」のカードは捨て札や山札と混ざらないように置きます。
すべてのカードを移動させたら、山札からカードを５枚引き、新たな手札にします。
山札の枚数が足りない、または０枚の時にカードを引かなければならなくなった時は直ちに捨て
札をすべてシャッフルし、新たな山札を作り、足りない分のカードをそこから引きます。
手札を引いたら、あなたのターンは終了です。あなたの左隣のプレイヤーにターンが移ります。
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　ゲームは「サプライデッキ（Assist）」、「サプライデッキ（Battle）」がそれぞれ１回ずつ０
枚になるか、モンスターの「レイジデッキ」がすべて０枚になったら終了条件を満たします。
　終了条件が満たされてから、すべてのプレイヤーが同じ数ターンを行ったらゲームは
終了します（ゲームをプレイヤーA、B、Cでプレイしている場合、Aが最初のプレイヤー
でゲームを開始し、Bのターンで終了条件を満たした場合、Cのターンを最後まで行っ
たらゲームは終了します）。
※「サプライデッキ」が０枚になったら、そのデッキの「廃棄置場」のカードをすべてシャッフ
ルし、新たなデッキとしてゲーム終了まで使用します。
　ゲームが終了したら、各プレイヤーはビクトリーポイントの計算を行います。
　プレイヤーのビクトリーポイントは「自分のデッキのヴァルキリーカードのＶＰ」、「自分
のＶＰエリアにある弱点カードとＶＰカードのＶＰ」の合計です。
　合計のビクトリーポイントの最も大きいプレイヤーが勝者となります。同点の場合、
ターンの回ってくる順番が早かったプレイヤーの勝利となります。

Ｑ1：山札が１枚しかない時に、カードを２枚引か
ねばならなくなったらどうすればよいですか？
Ａ1：山札の１枚を引き、捨て札をシャッフルして新
たな山札を作り、新たな山札から残り１枚のカード
を引いてください。
　
Ｑ2：カードを引く効果が発生しました。ですが、
山札と捨て札がともに０枚でした。どうすればいい
ですか？
Ａ2：カードを引く効果は解決できず立ち消えにな
ります。カードを引かず、ゲームを続行してくださ
い。カードの効果は可能な限り解決しますが、解決
できない場合は立ち消えになります。

Ｑ3：山札が０枚の時に「自分の山札の上を３枚見
て～」という効果が発生しました。新たに山札を作
り直していいですか？
Ａ3：いいえ。作り直しはせず、効果は実行できず
に立ち消えになります。「カードを引く」以外では山
札は作り直しません（山札が２枚しかない場合、２枚
までしか見ることはできず、山札の作り直しは行い
ません）。

Ｑ4：「ゲームから取り除く」とはどういうことですか？
Ａ4：カードの効果で「ゲームから取り除」かれた
カードは、捨て札置場やＶＰエリアには置かれず、
どのプレイヤーのものでもなくなります。取り除か
れたゲーム中はそのカードはそれ以降使用されず、

ゲーム終了時の点数計算にも追加されることがな
いので、山札や捨て札に混ざらない場所に置いてく
ださい。

Ｑ5：モンスターを攻撃して、弱点カードを破壊し
たら「レイジ１デッキ」が０枚になりました。どうなり
ますか？
Ａ5：破壊して入手した弱点カードの効果を解決し
た後、「レイジ２デッキ」の１番上の弱点カードを表
向きにしてゲームを続行します。

Ｑ6：「レイジ３デッキ」が０枚になりました。これ
以上攻撃を行うことはできませんか？
Ａ6：いいえ、攻撃を行うことは可能です。弱点
カードの入手はできませんが、戦力１につき、１ＶＰ
をＶＰカードで受け取ることができます。また、「レ
イジ３デッキ」が０枚になっても、ゲーム終了時まで
は「レイジタクティクスフェイズ」では「レイジ３タク
ティクス」を行います。
　　
Ｑ7：「２ＶＰ得る」とはどういうことですか？　この
効果で耐久値２の弱点カードを破壊して入手するこ
とはできますか？
Ａ7：２点分のビクトリーポイントをＶＰカードで入
手できる、ということです。戦力を発生させたり、弱
点カードを破壊する効果ではないので、弱点カード
に影響を与えることはありません。　　
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ゲームの終了
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