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「スペルカードストライク」は東方Project（©上海アリス幻樂団）に登場
する「スペルカード」の力を使い、１対１で遊ぶ対戦型のカードゲームです。
５×４の「ステージ」にスペルカードの持ち主である少女を「ストライカー」
として呼び出して、弾幕ごっこを繰り広げます。
盤面を利用した攻防は、まさに戦略シミュレーションゲームそのもの！

魅せろ！ 必勝の陣形（フォーメーション）！ 
決めろ！ 必殺の一撃（スペルカードストライク）！

「スペルカードストライク」は東方Project（©上海アリス幻樂団）に登場
する「スペルカード」の力を使い、１対１で遊ぶ対戦型のカードゲームです。
５×４の「ステージ」にスペルカードの持ち主である少女を「ストライカー」
として呼び出して、弾幕ごっこを繰り広げます。
盤面を利用した攻防は、まさに戦略シミュレーションゲームそのもの！

魅せろ！ 必勝の陣形（フォーメーション）！ 
決めろ！ 必殺の一撃（スペルカードストライク）！

ゲームを遊ぶのために必要なものゲームを遊ぶのために必要なもの
スペルカードストライクを遊ぶためには、1枚のオプションカードと
51枚のスペルカードをまとめた「デッキ」が必要になります。
1つのデッキには同じ名前のカードを3枚まで入れることができます。

なお、スペルカードストライクはカードの位置が重要になるゲームです。
付属のプレイマットの使用を強く推奨します。

ゲームの終了条件ゲームの終了条件
どちらかのプレイヤーが以下のいずれかの条件を満たした
とき、ゲームはそのプレイヤーの勝利で終了します。
①　スコアを15以上得る。
②　相手のストライカーが0体になる。
③　相手のデッキが0枚になる。

1. カードの見方1. カードの見方
1 カード名…カード名… カードの名前です。スペルカードは上段に書かれる「ストライカー名」

と、下段に書かれる「スペルカード名」の二つを合わせたものが
カード名となります。

2 属性…属性… カードが持つ力の属性です。複数の属性を持つカードも存在します。

3 スペルタイプ／種族…スペルタイプ／種族…ストライカーやスペルカードの持つ、さまざまな特徴です。
4 召喚コスト…召喚コスト…スペルカードをストライカーとして召喚するときに必要なコストです。
5 Rank…Rank… ストライカーとしての、おおまかな強さです。スコア置き場にあるときのス

コアとしても扱います。
6 所属…所属…ストライカーの所属する勢力や場所を表します。
7 攻撃範囲…攻撃範囲…ストライカーの攻撃が届くエリアです。
8 POW／DEF…POW／DEF… ストライカーの攻撃力と防御力です。アイコンで表記されます。

POWは攻撃力を表し、主に攻撃に使用します。
DEFは防御力を表します。一度にDEF以上のダメージを受け
たストライカーは撃破され、相手のスコア置き場へ加わります。

9 補正値…補正値… オプションにのみ表記されます。装備したストライカーは、この値だけ
POW／DEFが上昇します。

10 テキスト…テキスト…カードが持つ能力です。ストライカーとしての能力「アビリティ」と、
スペルカードとしての能力「スペルカード」が存在します。

11 イラストレーター名…イラストレーター名…カードのイラストを手がけたイラストレーターの名前です。

スペルカードスペルカード オプションオプション
このゲームで主に使用するカードです。
ストライカーとして「召喚」したり、ス
トライカーに「宣言」させることで特別
な能力を使用することが出来ます。

このゲームで主に使用するカードです。
ストライカーとして「召喚」したり、ス
トライカーに「宣言」させることで特別
な能力を使用することが出来ます。

ストライカーの強化カードです。
オプションを装備したストライカーは
「エース」となり、ステータスの上昇や
追加のアビリティを得ることができます。

ストライカーの強化カードです。
オプションを装備したストライカーは
「エース」となり、ステータスの上昇や
追加のアビリティを得ることができます。

ストライカーが攻撃や移動などの、アクションが可能な
状態を「未行動状態」。
アクションを行い、消耗した状態を「行動済み状態」と
呼びます。これらの状態はカードの向きで表します。

未行動状態未行動状態 行動済み状態行動済み状態
■ ストライカーの状態■ ストライカーの状態
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2. プレイシートの見方2. プレイシートの見方
1 ステージとエリア… ストライカーが戦う場のことを「ステージ」と呼びます。ステージは5×4の

合計20の「エリア」に分かれており、1つのエリアには1体のストライカー
のみが存在できます。また、ステージには特別な名前や役割を持つエリアもあ
ります。

2 スコア置き場… 撃破されたストライカーやスコアコストの支払いに使用された、相手のカードを置
く場所です。ここに置かれたカードはRankと同じだけのスコアを持ち、勝利条件
の一部となります。裏向きのカードはスコア1として数えます。

3 山札… あなたのデッキを、裏向きで置いておく場所です。山札が0枚になると敗北となります。

4 捨て札… ゲーム中に使用したり、捨てたりしたカードを表向きで置いておく場所です。スコアコスト
の支払いに必要となります。

A ベースライン… 各プレイヤーがストライカーの召喚を行うことができる、4つのエリアです。

B ゲートエリア… 各プレイヤーのエースの初期配置エリアです。このエリアに存在するストライカーは
コマンダーフェイズの最初に、ステージから退場させることもできます。

C テリトリー… 各プレイヤーの領域となる、8つのエリアです。一部の効果で参照することがあります。

D センターライン… どちらのテリトリーでもない、4つのエリアです。
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3. ミニマップと属性の見方3. ミニマップと属性の見方

神 信仰と奇跡、神に関係のある力を表します。
防御的な力や、広範囲への影響を得意とします。

魔 魔法や呪い、悪魔に関係のある力を表します。
攻撃的な力や、相手の妨害を得意とします。

霊 冥界や魂、幽霊に関係のある力を表します。
ステージ以外の場へ干渉することを得意とします。

妖 幻想郷に住む妖怪の特徴を利用した力を表します。
妖怪ごとにさまざまな効果を持ちます。

無 他のいずれにも属さない、技術や道具の力です。

属性には神・魔・霊・妖の四種類と、いずれにも
該当しない無属性が存在します。

■属性の種類■属性の種類

範囲
攻撃やスペルカードが影響を及ぼすエリアを表します。

起点
攻撃やスペルカードの宣言を行うストライカーを表す
黒点です。範囲はこの起点を基準として決定されます。

対象
何に対して影響を与えるのかを表します。
ストライカーの攻撃は常に対象が敵1体となるため、
攻撃範囲のミニマップに対象は表記されていません。

攻撃やスペルカードの効果などには、その効果を
適用する範囲を示すミニマップが記されています。

■ミニマップと範囲■ミニマップと範囲

4. テキストに使用されるアイコン4. テキストに使用されるアイコン
テキストにはカードが持つさまざまな能力が書かれています。
これらの能力を理解し、使いこなしましょう。

常 常時発動能力
このアイコンが記された能力は、常に効果を発動し続けています。
効果を発揮するための条件が設定されているものもあります。

A アクションタイミング能力このアイコンが記された能力は、あなたのストライカーフェイズ
中に使用することができます。

R リアクションタイミング能力このアイコンが記された能力は、他のストライカーの宣言に対応
して使用することができます。
詳しくは「Ⅱ’. リアクションチェイン」を参照してください。

ターン持続能力
このアイコンが記された能力は、そのターンの間効果が続きます。

チェイン持続能力
このアイコンが記された能力は、そのチェインの間効果が続きます。
詳しくは「Ⅱ’. リアクションチェイン」を参照してください。

装備持続能力
このアイコンが記された能力は、解決時に対象に重ねて置きます。
スペルカードが装備されている間、効果が続きます。

ルール持続能力
このアイコンが記された能力は、解決時にルールカード置き場に
置きます。ルールカード置き場に存在する間、効果が続きます。

その能力を使用可能なタイミングと、その能力が
いつまで持続するのかを表すアイコンです。

■使用タイミングと持続時間■使用タイミングと持続時間

上記は「咒詛『蓬莱人形』」のテキストです。この能力は
「アクションとリアクションのどちらでも使用が可能で」
「コストは宣言を行ったストライカーの符力と、捨て札からスコア1」
「1体のDEFを＋1する効果が、ターン終了時まで続く」効果です。

その能力を使用するための、さまざまなコストです。
ストライカーの召喚にも同様のコストが存在します。
符力コスト
未行動状態のストライカーを、行動済み状態にすることで支払うこ
とができるコストです。符力コストの中には属性を指定するものも
存在し、それらは該当の属性を持つストライカーを行動済みにする
ことで支払うことができます。

術者コスト
能力を使用するストライカーのみが支払うことのできるコストです。
符力コスト同様、属性を指定するものが存在します。

手札コスト
手札のカードを指定された枚数、捨て札に送ることで支払うことの
できるコストです。手札が1枚もない場合には、支払うことができ
ません。

スコアコスト
捨て札の一番上のカードを、裏向きで相手のスコア置き場に加える
ことで支払うことのできるコストです。
捨て札にカードが1枚もない場合には、支払うことができません。

■コストの要求■コストの要求

青色のウィンドウに書かれる、スペルカードとしての能力です。
手札にあるときに使用することができます。ほぼすべてのカード
が、この能力を最低1つ所有しています。

緑色のウィンドウに書かれる、ストライカーとしての能力です。
ストライカーとしてステージに存在するときに使用することがで
きます。

スペルカードスペルカード

アビリティアビリティ

テキストの上部に書かれる、能力の大別です。
■能力の種類■能力の種類

5. ゲーム内で使われる用語5. ゲーム内で使われる用語
対象…攻撃やスペルカード、アビリティの効果を受けるもの。各行動は適切な対象が

存在しない場合、宣言を行うことも、効果を発揮することもできません。
攻撃の対象は必ず敵ストライカー1体ですが、スペルカードやアビリティには
エリアや捨て札、装備などを対象にするものも存在します。

術者…スペルカードやアビリティの宣言を行ったストライカーのこと。
範囲の基準となるほか、術者のPOWを参照する効果などが存在します。

隣接…1つのエリアに対し、その周囲に存在する8つのエリアのこと。ストライカー
の移動範囲となるほか、隣接していることを条件にする効果などが存在します。

撃破…ストライカーが倒されること。
DEF以上のダメージを受けたり、スペルカードの効果によって撃破が起こります。
撃破されたストライカーは、表向きで相手のスコア置き場へ加えられます。

打ち消す…宣言を無効化すること。
打ち消された宣言はいっさいの効果を発揮せず、また使用したコスト
なども戻りません。

前進・後退…ストライカーを縦方向に1エリア移動させること。
前進であればそのストライカーにとって相手のベースライン方向
へ、後退であれば自分のベースライン方向へ移動します。移動先
のエリアに既にストライカーが存在する、ステージの外である、
などで移動ができない場合、前進・後退は失敗します。

装備…装備持続能力のスペルカードを適用すること、または適用されている状態。
ターンをまたいで効果が持続する反面、装備が外れたら即座に効果を失う。
ストライカーが装備できる枚数に制限などはありませんが、既にオプションを
装備しているエースはスペルカードを装備することができません。

次に…直後に書かれた条件を満たしたときに、一度だけ発揮する効果。
ダメージを増減したり、何かを防ぐ効果などが存在します。

かわりに…直前に書かれた条件を満たしたときに、それを無効化して直後に書かれ
た効果を発揮します。

召喚…ストライカーをステージに呼び出すこと。
1人のプレイヤーが扱うことのできるストライカーは6体までです。既に6体
のストライカーが存在する場合は召喚は失敗し、カードは捨て札に送られます。

退場…ステージのストライカーを捨て札に送ること。
コマンダーフェイズに、ゲートエリアのストライカーに対して行うことができま
す。退場させてからより強いストライカーを呼び出すことで、6体の制限の中で
ストライカーの戦力を強化することができます。

ゲームの流れゲームの流れ
①　あなたのデッキから、エースストライカーとなるスペルカードとオプションカードを1枚ずつ選んで、　裏向きでゲートエリアに配置します。
②　デッキをよくシャッフルして、山札として裏向きに配置します。
③　先手・後手を、ダイスの出目やコイントスなどのランダムな方法で決定します。
④　山札から6枚のカードを引いて、手札にします。
⑤　エースとオプションを表向きにして、先手プレイヤーのターンからゲームを開始します。

Ⅰ.リフレッシュフェイズⅠ.リフレッシュフェイズ
ターンの準備を行うフェイズです。ターンプレイヤーは以下の行動を順番通りに行います。
※先手プレイヤーの第 1 ターンのみ、このフェイズを飛ばして進行します。
ターンの準備を行うフェイズです。ターンプレイヤーは以下の行動を順番通りに行います。
※先手プレイヤーの第 1 ターンのみ、このフェイズを飛ばして進行します。
①　あなたのストライカーすべてを未行動状態にします。
②　手札を望む数だけ捨てることができます。
③　手札上限枚数（通常は 6 枚）まで山札からカードを引きます。

Ⅱ. ストライカーフェイズⅡ. ストライカーフェイズ

攻撃、アビリティ、スペルカードを宣言した場合、
各ストライカーはそれに対応して宣言を行うことができます。

攻撃、アビリティ、スペルカードを宣言した場合、
各ストライカーはそれに対応して宣言を行うことができます。

ターンプレイヤーが、召喚したストライカーにさまざまな行動を取らせることのできるフェイズです。
以下の行動を望む順番で、望む回数行います。
※お互いのプレイヤーの第 1 ターンのみ、このフェイズを飛ばして進行します。

ターンプレイヤーが、召喚したストライカーにさまざまな行動を取らせることのできるフェイズです。
以下の行動を望む順番で、望む回数行います。
※お互いのプレイヤーの第 1 ターンのみ、このフェイズを飛ばして進行します。

ターンプレイヤーがこれ以上の行動をしない場合、次のフェイズへ進みます。ターンプレイヤーがこれ以上の行動をしない場合、次のフェイズへ進みます。

①　移動
未行動状態のストライカーは、隣接する（周囲8方向）空きエリアに移動ができます。
移動を終了する場合、ストライカーを行動済み状態にします。
追加行動
移動後のストライカーは行動済み状態になる前に、続けて一つだけ他の行動を宣言する
ことができます。敵ストライカーを攻撃範囲に収めてからの攻撃や、スペルカードの威力
をより発揮できる位置取りなど、うまく活用してください。

②　攻撃の宣言
未行動状態のストライカーは、敵ストライカー1体に対して攻撃の宣言を行うことができ
ます。攻撃範囲が適正なら、複数の味方ストライカーで同時に攻撃を行うことができます。
攻撃を行う味方ストライカーすべてを行動済みにすることで、攻撃の宣言を完了します。

攻撃の対象となった敵ストライカーは【攻撃を行ったストライカーのPOWの合計】ダ
メージを受けます。また、相手プレイヤーは攻撃に対して回避行動を行うことができます。
手札を任意の枚数、相手のスコア置き場に裏向きに置くことで攻撃のダメージをその枚数
分だけ減らすことができます。この行動をグレイズと呼び、リアクションチェイン（後述）
の前に一度だけ行うことができます。

③　アビリティの宣言
一部のストライカーが持つ、特殊な能力を使用します。
アビリティを使用するストライカーを選択し、コストを支払うことで宣言を完了します。

④　スペルカードの宣言
手札のスペルカードを、ストライカーに使用させることができます。
使用するスペルカードと、その宣言を行うストライカーを選び、コストを支払うことで
宣言を完了します。

霊夢の攻撃は妖夢に届かない。
魔理沙は攻撃が可能だが、POW が 3 なので
DEF4 の妖夢を撃破することができない。

霊夢が移動しつつ攻撃を宣言することで、
魔理沙と協力して妖夢を攻撃できる！

Ⅱ’ . リアクションチェインⅡ’ . リアクションチェイン
ストライカーフェイズで行われた攻撃やスペルカードの宣言に対して、
各ストライカーは対応（リアクション）宣言を行うことができます。
また、リアクションに対してリアクションを行うこともできます。この
対応の連鎖を、「リアクションチェイン」または略して「チェイン」と
呼びます。

・リアクションタイミングで宣言できる
　（　 のアイコンが記されている）
・チェイン中になんらかの宣言を行っているか、
  他の宣言の対象になっているストライカーを対象に含む

この二つの条件を満たすスペルカードやアビリティを、
リアクションとして宣言することが出来ます。

宣言が行われた場合、その相手プレイヤーからリアクションを行
うか、パスをするかを選択します。繰り返し交互に宣言やパスを
行っていき、おたがいのプレイヤーが続けてパスを行った場合、
チェインに組み込まれた宣言の解決に入ります。

このとき、宣言とは番と逆の順番で（後に宣言したものから）
効果を解決していきます。また、効果を解決するときに「宣言を
行ったストライカー」か「宣言の対象」のいずれかが存在しない
場合、その効果は発生しません。

右の図は、チェインが発生したときの流れの一例となります。
参考にしてください。

ストライカーフェイズで行われた攻撃やスペルカードの宣言に対して、
各ストライカーは対応（リアクション）宣言を行うことができます。
また、リアクションに対してリアクションを行うこともできます。この
対応の連鎖を、「リアクションチェイン」または略して「チェイン」と
呼びます。

・リアクションタイミングで宣言できる
　（　 のアイコンが記されている）
・チェイン中になんらかの宣言を行っているか、
  他の宣言の対象になっているストライカーを対象に含む

この二つの条件を満たすスペルカードやアビリティを、
リアクションとして宣言することが出来ます。

宣言が行われた場合、その相手プレイヤーからリアクションを行
うか、パスをするかを選択します。繰り返し交互に宣言やパスを
行っていき、おたがいのプレイヤーが続けてパスを行った場合、
チェインに組み込まれた宣言の解決に入ります。

このとき、宣言とは番と逆の順番で（後に宣言したものから）
効果を解決していきます。また、効果を解決するときに「宣言を
行ったストライカー」か「宣言の対象」のいずれかが存在しない
場合、その効果は発生しません。

右の図は、チェインが発生したときの流れの一例となります。
参考にしてください。

R

妖夢（DEF：4）を倒すために、
霊夢と魔理沙（POW：3＋3）が同時に攻撃！

③

①

魔理沙（DEF：4）を倒して攻撃を止めるために、
妖夢が人符「現世斬」（4ダメージ）を宣言！

②

②

霊夢だけでも妖夢が倒せるように、紫が
怒符「怒れる忌狼の面」（POW：＋2）を宣言！③

①
ここでおたがいのプレイヤーがパスを行った場合、
実際の効果の解決は③→②→①の順番で行われる。
その結果……

③　怒符「怒れる忌狼の面」で霊夢のPOWが5に上昇する。
②　人符「現世斬」で魔理沙がDEF以上のダメージを受け、
　　撃破されて相手のスコア置き場へ置かれる。
①　魔理沙がいないため、霊夢のみで攻撃。POWと同じ5
　　ダメージ、妖夢はDEF以上のダメージを受け撃破される。

リアクションチェインの実例
↓宣言の順番

解決の順番↑

チェインに組み込まれた効果がすべて解決したあとは、
ストライカーフェイズへ戻ります。

Ⅲ. コマンダーフェイズⅢ. コマンダーフェイズ
ストライカーを召喚して、戦力を整えるフェイズです。ターンプレイヤーは以下の行動を順番通りに行います。ストライカーを召喚して、戦力を整えるフェイズです。ターンプレイヤーは以下の行動を順番通りに行います。
①　あなたのゲートエリアに存在するストライカーを退場させることを選ぶことができます。
　　退場させる場合、そのストライカーは捨て札に置かれます。
②　手札からストライカーとして召喚するスペルカードを公開します。
③　召喚コストを支払い、公開したカードを空いているベースエリアに召喚します。
※一人のプレイヤーが召喚できるストライカーは、エースを含めて 6体までです。
　また、召喚するカードは②の時点で決定しているため、召喚したばかりのストライカーで他の召喚するストライカーのコストを支払うことはできません。

Ⅳ. エンドフェイズⅣ. エンドフェイズ
相手のターンに備えるためのフェイズです。ターンプレイヤーは以下の行動を順番通りに行います。相手のターンに備えるためのフェイズです。ターンプレイヤーは以下の行動を順番通りに行います。
①　ターン持続能力をすべて消滅させます。
②　手札を望む数だけ捨てることができます。
③　手札上限枚数まで山札からカードを引きます。
④　あなたのストライカーすべてを未行動状態にします。 相手のターンへ！
キーワード能力キーワード能力
《　》で囲まれたアビリティは「キーワード能力」と言い、よく使われる能力を一つの単語にまとめたものです。
以下に代表的なキーワード能力と、その効果を記載します。

《遮断》ｘ…「このストライカーは条件ｘを持つ宣言能力の対象にならない。」
特定のスペルカードや、アビリティに対して強いことを表す能力です。
ｘには使用タイミングやカードのスペルタイプが該当します。
ｘ次第ですが、強力な防御性能を誇るアビリティです！

《加勢》ｘ…「ストライカーフェイズの開始時、条件ｘを満たしている場合、
 手札にあるこのカードをコストを支払わずに召喚してもよい。」
ストライカーフェイズにストライカーを召喚する事ができる能力です。
召喚したストライカーは即行動できるので、奇襲や助っ人に！

《接射》ｎ…「攻撃の対象と隣接している場合、攻撃のダメージ【＋ｎ】。」
遠距離攻撃だけでなく、接近戦も得意であることを表す能力です。

《覚醒》ｎ…「相手のスコアが10以上の場合、「ステータス：＋ｎ」する。」
ピンチの際に能力が向上します。

《蒐集》ｎ…「あなたのターン開始時にあなたのテリトリー外に存在する場合、
 相手はスコアｎを支払う。」
前線を維持することで、直接的にスコアを稼げる能力です。


