1.フラグメントディグレインとは

２．
カードの見方

３．
フィールドの見方

本ゲームは『 ボードゲーム × カードゲーム 』をコンセプトとした２人対戦用ＴＣＧで

４．
ゲームの流れ

ゲームは以下のフィールドで進行します。カードを出す場所をゲートといい、自分は

す。あなたはリーダーとなり、相手リーダーの HPを０にするか、相手がカードを引け

にカードを出すことができます。

※

１回の対戦をウェイブといいます。ウェイブ前にお互い以下の手順を行います。

には出せません

なくなればゲームに勝利できます。まずは以下を準備してください。
目印アイコン
■ゲーム開始に必要なもの

デッキ

リーダー

プレイシート

相手のゲート
相手がカードを出せる場所
目印アイコン

初期位置にリーダー

デッキをシャッフ

リーダーを表にし、ＢＰ初期値分

を裏側で出し先攻・

ルしカードを５枚

デッキの上からＢＰへ裏側でカー

後攻を決める。

引いて手札とする。

ドを移動する。※カードは確認可

準備完了後、先攻側からターン（以下の６つのフェイズ）を開始します。

ドロー

リーダー以外で構築した

自分の分身となる最重要

本紙の表面を２枚向かい

40 〜 60 枚のカードで、

カードで、デッキとは別

合わせたフィールドで、

同名カードは 3 枚まで。

に１枚用意。

公式サイトから印刷可。

カード名

デッキには３枚まで同名カードを入れることができます。

カテゴリー

カードの所属する世界です。カード効果などで参照します。

ファクター

カードの持つ属性です。コストとして消費する際に参照します。

同じファクターか

アドイン

コスト

トリガー

のコストに消費可

のみ

？？

カードを使用するために必要なファクター数（最大６個）です。
表記された数と同じファクターを手札かフラグメントからフィ
ールド外に移動（コストを消費）し、そのカードを使用します。
で指定されたコストはどのファクターでも代用できますが、
など

テキスト

カード効果やカードテキストです。

影響範囲

現在位置 ▲ から攻撃（反撃）できる場所です。

ATK

ユニットが持つ攻撃力の数値です。

戦いをサポートする使い

防御や妨害を行う使い切

HP

リーダーとユニットが持つ数値です。

要な銀色カード。

切りの青色カード。

りの赤色カード。

BP

リーダーが持つ数値で【初期値 / 追加可能最大値】を表します。

バトルフェイズ

ドローフェイズ
デッキの上からカードを１枚手札に加えます。これをドローといいます。

相手のゲートへ移動したりユニットで相手に攻撃宣言できます。移動は影響範囲に

ントへ送られますが、ユニットや一部の特性を持つカード（後述）は残り続けます。

関係なく隣接する６カ所のゲートいずれか１ヵ所へ移動できます。
※以下図を参照

センターゲートを支配（存在）している数だけＢＰ
自分のゲート

の裏側カードを表にします。これを チャージ とい

自分がカードを出せる場所

い、支配している数だけ必ずチャージします。

初期位置

ゲーム開始前にリーダーを裏側で置く場所。

リーダーフェイズ

BP

ゲーム開始前にＢＰ
（バトルポイント）を置く場所。ゲーム

１ターンに１度、以下の手順でリーダースキルを使用できます。※使用しない事も可

開始時に裏側横向きで並べ、ゲーム中は効果等でリーダーの
持つ最大値まで追加可能。

■リーダー

隣接ゲートへ移動できます ※フリーズ時も可

■ユニット

そのターン生成されたユニット以外はユニット
●移動

ターゲートに表側縦向きで使用します。ユニット

センターゲー
はゲートに残り（生成）そのゲートを支配します。
トも使用可

トリガーは手札
から使用不可

カードを裏でロックセットする

●攻撃宣言

●移動直後に攻撃宣言

※相手ターンでは自動で反撃宣言（後述）
攻撃の処理は以下の手順で行います。 ※リーダー以外はターン終了時ＨＰが全回復

1.攻撃(反撃）
宣言

自分のゲートへロックセット（裏側横向き）し
コストがあってもこの時点では消費しません。

フラグメント

最初に、影響範囲の相手リーダー・ユ
ロックセット センターゲート
（裏側横向き） はセット不可

【Ｂ】アクティブセットの「カードを使用」または表側カードの「効果を 使用」

ードを使用できます。トリガーはこの方法でのみ使用でき、

攻撃宣言した場合は反撃宣言されます。

アクティブセット
（裏側縦向き）

攻撃宣言した自分ユニットのＡＴＫ分、対象ＨＰにバトルダメージを与え、反撃
宣言されている場合は相手ユニットのＡＴＫ分バトルダメージを同時に受けます。

３.バトル判定

■ゲートのカード枚数制限
１つのゲートには以下順に各１枚ずつカードを出せます。センターゲートは

不可

手札から使用宣言した効果処理前のアドイン
支配しているリーダー・ユニット・デバイス
装着しているインストール特性
装着しているクラッキング特性

デッキ

デッキを裏側で置く場所。

ロックセット・アクティブセット

チャージするカードは自分が好きに選
チャージ

チャージＢＰ以下の数

ＢＰ−１

フリーズ

スキルを選択する。

先頭の数値分チャージＢＰを裏側にし、その後リーダー

※上図スキルは消費１

をフリーズ（横向きに）して使用を宣言する。

ゲーム開始直後は、そのターンによって以下制限が課せられます。
先攻１ターン目

相手リーダーにバトル・効果ダメージを与えられない。
メインフェイズに手札からカードを１枚しか出せない。

後攻１ターン目

相手リーダーにバトル・効果ダメージを与えられない。

※ユニット・デバイスにはバトル・効果ダメージを与えることができます。
リーダー以外

ロックセットをアクティブセット

７枚以上の手札は６枚に

■カード効果の分類

ＨＰが全回復。

し、リーダー のフリーズを解除。

なるようフラグメントへ。

カードテキストには以下の種類があり、種類によって処理が異なります。

５．
その他のルール
■ゲートの支配

●強制：必ず宣言する効果

● 割込み：処理中でも宣言無しに介入できる効果

●任意：任意で宣言できる効果 ●永続
■チェイスについて

リーダー・ユニット・デバイスは自身のゲートを支配し、相手に以下を適用します。

：宣言無しに常に適用される効果

※トリガー・クイック特性のみ

以下●の宣言時、その処理前にトリガーやクイック特性の使用を宣言して後から

センターゲート

そのゲートでカードを使用できない。

宣言された効果を先に処理できます。この宣言し返すことをチェイスといいます。

相手のゲート

そのゲートでカードを使用・セットできず、元々セットカード

自分の宣言後は相手、相手の宣言後は自分が先にチェイスできます。相手がチェ

がある場合は支配されている限りロックセットになる。

イスしなかった場合は続けてチェイスでき、お互いチェイスがしなくなったら処
理していきます。 ※割込みや永続等、宣言無しの効果にはチェイスできません。

■カードの特性
カードには特性と呼ばれる特殊な効果が存在し、テキスト上部に記載されています。
アクティブ

生成されたターンでも移動と攻撃が可能です。

（旧：奇襲）

アクティブセットのユニットを生成した際もこの特性を得ます。

デバイス

ユニットのように生成します。攻撃・反撃・移動はできません。

インストール

対象に装着し、対象と共に移動します。ゲート全体から対象を選

●カードの使用・セット完了の宣言時
●リーダースキルや効果の宣言時（効果処理前）
●ユニットの生成宣言時（ゲート支配前）
●バトルフェイズの移動・攻撃・反撃の各宣言時
●各フェイズの開始宣言時・終了宣言時

チェイス順

Ａ
Ｂ
Ｃ

択でき、同じ対象に１枚のみ装着可能です。装着した対象が存在
クラッキング

■バトルの無効について
等で離れた場合そのバトルは無効となりユニットの行動は終了となります。

れる場合はそれらを表側にします。

■ゲーム開始時に発生する制限について

ターン終了を宣言し、お互い以下の手順を行います。その後相手ターンに移ります。

リーダーがフリーズしていない場合、シート表面の条件を満たした分だけＢＰを

攻撃宣言後バトル処理までにどちらかの対象がそのゲートから移動、セット、破壊

通常は裏向きですが、ゲームが進むこ

値が先頭に記載された

ＨＰが０になったカードは破壊されフラグメントへ送られます。この時、自分の
チャージし、そのユニットの行動は終了となります。

※自分はこのカードをいつでも確認ができます。

使用したカードや破壊されたカードを置く場所。カードはコ
ストとして消費できる。お互い確認しやすいよう横に並べる。

※右図は相手ユニットの影響範囲外か

２.バトル処理

ユニットの場合はアクティブ特性を得ます。
これらは【Ａ】と異なり２枚制限は無く可能な限り行えます。

言します。相手ユニットの影響範囲で

ら攻撃宣言し、相手は反撃宣言不可

コストがある場合は消費し、アクティブセット（右図）のカ

また、表側カードの持つ効果を使用することもできます。

ニット・デバイス１体を選択し攻撃宣

上図の場合はＢＰを２チャージ

※カードはいつでも確認可

ごとに以下●から１つを選択できます。

コストがある場合は消費し、自分のゲートかセン

ます。全てのカードがセット可能で、カードに

チャージフェイズ

目印アイコン

エンドフェイズ

以下【Ａ】
【Ｂ】の行動を順不同で行えます。使用したカードは効果処理後にフラグメ

カードを表で使用する ※トリガー以外

エンド

お互いカードを出せる場所

以外で指定されたコストは同じファクターで

場に残って相手と戦う重

【Ａ】手札から２枚まで「使用」または「ロックセット」 ※先攻１ターン目は１枚

バトル

センターゲート

なければ消費できません。
（コスト表記が無い場合はコスト不要）

メインフェイズ

メイン

リーダー

自分のリーダー・ユニット・デバイス（※後述 ）が

■デッキに入れられるカードの種類

ユニット

チャージ

クイック

しなくなるか、新しいカードが対象に装着されると破壊されます。

■その他

ゲートに装着され残り続けます。指定がない限りゲート全体を対

禁止制限リスト、カード毎のルール、製品のご購入等は公式

象に選択でき、同一ゲートに１枚のみ装着可能です。同じゲート

サイトをご確認ください。（以下ＵＲＬかＱＲコードより）

に新しいカードが装着されると破壊されます。

https://eternity-satellite.com/ﬂagment̲dig̲rayn/

相手ターンでもトリガーのようにセット状態から使用できます。
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