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リ
ー
グ
制
に
つ
い
て

　対戦が終了するとリザルト画面に進みます。ここ
では、その対戦での敵味方を含めたプレイヤー８人
の個人順位が発表されます。個人順位に応じて、所
属するリーグが昇降格していきます。好成績をおさ
めて、TOPのリーグを目指しましょう！

　個人順位に応じ
て上下していく各
リーグ内にはEか
らAまでのランク
が存在します。た
だし、頂点である
ヴァーミリオンリ
ーグにのみSが存
在します。

対戦終了時に得られるもの

　対戦で獲得したソウルの合計に
応じて、全国ランキングの順位が
変動します。

　ソウルの蓄積など、特定条件を
満たすことで特別称号を獲得する
ことができます。

　個人順位に応じて入手できる通
貨や素材で、武器を作ったり着せ
替えパーツを購入したりできます。

全国ランキングの変動 称号の獲得 戦利品の入手

公式モバイルサイトを使ってもっと『LoVRe:3』を楽しもう

●NESiCAのカードナンバー（SERIAL No.）は他人に知られないようにご注意ください。
●NESiCAには、ICチップが内蔵されています。曲げたり、濡らしたりしないでください。また、強い衝撃を加えたり、強い磁気、磁界に近づけたりすると
　データが破損して使用できなくなることがあります。
●NESiCAの紛失、盗難、破損、ならびにNESiCAに記録されているデータの破損につきましては、本製品設置店ならびに当社は一切責任を負いません。
●購入直後にNESiCAの動作不良があった場合は、カードを購入された販売店にお問い合わせください。
●NESiCAに関するお問い合わせについては、【タイトーサポートセンター：http://support.taito.co.jp/】へご連絡ください。
●その他のお問い合わせについては、「スクウェア・エニックス サポートセンター」へご連絡ください。

スクウェア・エニックス サポートセンター　http://support.jp.square-enix.com/

※上記サイトでは、各種検索機能を利用して、製品サービスのサポート情報を確認できます。
　ご意見やご要望などもスクウェア・エニックス サポートセンターをご利用ください。

※筐体、カードデザインおよび画面写真は開発中のもので、実際とは異なることがあります。
※本書に掲載された内容や仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

NESiCA注意事項

製品・サービスに関するサポート情報はこちらまで

公式モバイルサイトへはこちらから URL:http://lov3.lordofv.net/

©2007-2015 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

スタートアップガイド

R E S U L T
リザルト

　公式モバイルサイトでは、最新情報をお届けするのはもちろん、自分の情報の確認、、ランキングの閲覧、
着せ替えパーツの購入、ギルドの開設など楽しい機能が満載！　ギルドはギルドメンバーの情報が見れたり、
ギルド内対戦が行えたりと『LoVRe:3』をさらに楽しむための要素が盛りだくさん。

解説漫画も
あります！

昇
格
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『LORD of VERMILION Re:3』でプレイヤーの 分身となる“紅蓮の子”たち 　16人の中から1人を選択してプレイを開始すること
となります。変更はできないので慎重に選びましょう。

スタートガイド 目次

ギデオン
CV：梶裕貴

スキピオ
CV：寺島拓篤

アンジェラ
CV：福圓美里

ディード
CV：佐藤利奈

バルド
CV：東地宏樹

琥珀
CV：日野聡

ヒルダ
CV：茅野愛衣

黒曜
CV：釘宮理恵

アズーラ
CV：三木眞一郎

ヴォルフ
CV：森川智之

イージア
CV：小林ゆう

アルス
CV：諏訪部順一

イスカル
CV：石田彰
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CV：斎藤千和
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CV：堀江由衣

テレーゼ
CV：悠木碧
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サテライト（筐体）の操作方法…… 8

勝敗のつけ方… ……………………… 10
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解説マンガ  画：郁橋むいこ 画面の見方……………………………… 12

ユニットの基本情報…………… 14

試合を優位に進める切り札…… 16

ユニットについて…………………… 19

降魔について… ……………………… 23

リザルト… ………………………………… 24

古い塔の伝承あり
煉獄と呼ばるるその塔
頂に至りしモノ未だ在らず

塔を極めし者あらば　創世の神と出会い
無限の支配者とならん

その王の姿　紅蓮なるが故に
異世界異の言葉にてかく呼ばわる

「ロード・オブ・ヴァーミリオン＜紅蓮の王＞」と
レムギア年代期第3章
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基礎知識
ゲームの始め方

B A S I C  D A T A

　プレイに必要なのは「NESiCA」と
呼ばれるICカード、プレイヤーカード、
使い魔カードの３種類。店内で販売して

いるNESiCAと、メインユニットで販
売中のスターターパックを購入すれば、
最低限必要なものはそろいます。

※店内のICカード販売機
にてお買い求めください。

●闘技場（全国対戦）：プレイヤーが４対４の
オンライン対戦を行います。相手は同程度の実
力（リーグ）のプレイヤーから選ばれ、結果に
応じてプレイヤーの所属リーグが変動します。
●運命の扉／記憶の扉：CPUとの対戦を行う
ストーリーモード。記憶の扉はクリア済みのス
テージをプレイできます。
●演習場：全国対戦と同様のルールで、リーグ
変動なしの模擬戦を行います。
●カスタマイズ：チャットボイスや着せ替えパ
ーツを付け替えたり、戦闘に用いる武器を変更
したりと、プレイヤーのカスタマイズを行える
モード。新たな武器の錬成もできます。

ゲームの始め方から決着のつき方まで、覚えておきたい知識を解説！ここが『LoVRe:3』
を学べる
   LoV学園ですね！

あなた
新入生ね？

あれ？　
どこかから
声が…

教材？ 忘れたの？ そこの
メインユニットで
    買ってきてね

ハーイ
（素直）

まずは
スターターパックを
手に入れよう！

さあ！ じゃあ
教室に
行くわよ！

スターターパック

メインユニット

      すぐに授業が
はじまるわよ！ きちんと
教材は持ってきた？

アンジェラ

人獣 オキュペテ

※ブースターパックは2015年12月より販売開始予定です。

NESiCAを入手！ カードをそろえる！
（プレイヤーカード＆
  ユニットカード）

スターターパック
（使い魔カード5枚、
プレイヤーカード、取扱説明書）

ブースターパック
（使い魔カード10枚）

スリーブパック
（カードスリーブ48枚）

あとは
サテライトへ！

選べるゲームモード

メインユニットで購入できるもの

STEP1 STEP2 STEP3

POINT

メインユニット

サテライト

NESiCAリーダーに
NESiCAをかざすプレイ料金を投入

スタートボタン

画面の「START」をタッチするか、スタートボタンを押すと
ゲームスタート。ゲームモード選択画面へ

12

3

『ロード オブ ヴァーミリオン Re:3』
について学ぼう！

新米紅蓮の子

指導係
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対
戦

対
戦
後

ゲームの主な流れ
　ここでは、本作をプレイす
る際の大まかな流れを解説。
基本的には準備を経て対戦に
臨み、対戦後にアイテムなど
の報酬を得たのち、サテライ
トから排出されるカードを手
に入れて終了となります。

　初回プレイ時のみ、かな、
カナ、漢字、英数字などを組
み合わせて付けた名前をNE 
SiCAに登録します。登録後
は名前を変更できませんので、
よく考えて決めましょう。

　準備終了後は、他プレイヤーとのマッ
チングが行われます。マッチング成立後
は敵味方のプレイヤー情報や登録カード
を確認する画面が表示され、そののちに
対戦開始となります。８人がそろうまで
はCPUとの模擬戦が行われます。

　480カウントの制限時間内で、４対４のチーム戦
を行います。勝敗の決定方法や対戦時の流れはP.10
〜11をご参照ください。対戦が終わるとリザルト

（Ｐ.24）画面に移行し、武器の練成などに必要なメ
モリアや霊珠、通貨のヴィースを獲得できるほか、闘
技場の場合は結果に応じてリーグの変動があります。

　ゲームスタート後は、まずどのモ
ードをプレイするかを決定します。
闘技場や演習場、運命の扉、記憶の
扉を選んだ場合はそのままカードの
登録を経て対戦準備に移行し、カス

タマイズを選んだ場合は、完了後に、
再度ゲームモードを選択することに
なります。ただし、カスタマイズは
1回のプレイにつき一度までしか選
択できません。

　対戦で用いるプレイヤーカード１枚、使い魔カード７枚、
降魔カード１枚の最大９枚を登録します。プレイヤーカード
は必須。その他は規定枚数に足りない場合に警告が表示され
ますが、なくてもプレイ自体は可能です。また、降魔カード
を登録しない場合、自動で特定の降魔が登録されます。

　リザルト画面で対戦の報
酬を受け取ると、NESiCA
に対戦結果が保存されます。
そののち、筐体から１プレ

イにつき１枚のカード
が排出され、ゲーム

終了。ここまでが
１プレイの流れ

です。

　対戦の準備を行います。主
人公の種族（P.20）を登録
後、使用する武器、アルティ
メットスペル（P.16）の順
に登録が行われますが、いずれも一度登録
したあとは次回対戦時まで変更できません。

主人公の種族を選びます。登録カードが2種族以
内だとマナ（P.15）にボーナスがあります。

所持している武器の中から主人公の武器を選択。その
種類に応じて主人公のジョブ（P.21）が決まります。

５種類のUSの中から１種類を選びます。USは1回の対戦で１
度しか発動できない代わりに強力な効果を備えています。

プレイヤーの登録

マッチング（対戦相手の決定、確認）

対戦開始（リザルト）

ゲームモードの選択

カードの登録

カード排出

各種対戦準備

種族選択

武器選択

アルティメットスペル（US）選択

1

5

6

2

3

7

4

対
戦
準
備

じゃあ この筐体に
座って まずは名前を
       入れてね！

私の名前
は…っと

イタイのヤーン！！！

いざ 出撃ー！

よろしく
お願いします

1限目はキマが
  教えるよー！

そしたら カードをぶっぱーん！ 
ってやったら種族とアルティメット
スペルをしゅばーんと決めて
しゅぴーんだよー！ よーし
   準備はできたね！

あら〜？
あなたたち
大丈夫?？

ゲームの流れを覚えよう！1限目 操作

海種 キマ

数
分
後
…
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サテライト（筐体）の操作方法
ゲーム画面が表示されるモニター。直接画面をタッチす
るか、ドラッグ＆ドロップをするなどで自分のユニット
を操作することができます。

対戦中はここにカードを置いてプレイします。カードを
オフェンシブゾーンに置いているかディフェンシブゾー
ンに置いているかで使い魔のアクションが変わります。

ゲームが終了した際、ここから
１プレイに１枚の使い魔カード
が排出されます。

対戦中に押すと、アルティメッ
トスペルが発動します。対戦時
以外ではキャンセルボタンの役
割となります。

対戦中、カードを選択
してから押すと、その
その使い魔の持つ、ア
ーツなどの特殊技を発
動できます。ただし使
用には条件を満たす必
要があります。

対戦中、ボタンを押し
ながら複数のユニット
をタッチするとまとめ
て選択できます。対戦
時以外は決定ボタンと
なります。

プレイ料金を投入する場所です。
料金は店舗によって異なります。

ゲーム開始や物語のイベントの
スキップ、アーツボタンで発動
する特殊技のロックができます。

プレイの際は、この上に自分の
NESiCAをかざしてプレイヤ
ー情報を読み取ります。

ユニットのカードアイコ
ンをタッチしたまま引っ
張ってから青い魔法陣の
上で指を離すと、ユニッ
トを召喚できます。

２本指で線を描くように
タッチすると四角形の選
択範囲が発生し、その範
囲内のユニットを同時に
選択できます。

ゲームモードやユニット
の選択や、ユニットの移
動先の指定など、何かを
選択するときはタッチモ
ニターをタッチします。

タッチモニターで可能な操作 プレイスクリーンで可能な操作

サテライト各部の名称
タッチモニター

プレイスクリーン

使い魔カード排出口

アルティメットスペル
ボタン（キャンセルボタン）

アーツボタン
（表示切り替えボタン）

シフトボタン
（決定ボタン）

シフトボタン
（決定ボタン）

プレイ料金投入口

スタートボタン

NESiCAリーダー

ドラッグ＆ドロップ

デュアルタッチ

タッチ
タッチ!

タッチしながら引っ張って

離す！

オフェンシブゾーンにカードを
置くと、ジョブごとにスマッシュ
アタック（P.21）が可能

ディフェンシブゾーンにカードを置くと、ユニットの
ジョブごとに特殊なアクション（P.21）が可能

ディフェンシブゾーン

オフェンシブゾーン

このゲームは
    4対4で戦うのよ

バトルに勝利する条件は アルカナ
ストーンをより多く破壊すること！

タイムアップ時は
その時点でより多くの
アルカナストーンゲージが
残っているほうの勝ちよ

勝
利
条
件

敵軍アルカナストーンを3つすべて破壊する！

TIMEが0になったとき
アルカナストーンゲージが敵軍より多い！

うまく条件を満たすためには 強力な使い魔を
育てて戦うことが重要よ！

ルールもわからないのに
出撃したの？ もう、ミリアが
　　　教えてあ・げ・る♥

戦いかたを覚えよう！2限目 ルール

魔種 ミリア

2本指で引っ張った
部分が選択範囲に！
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対戦の進み方勝敗のつけ方

アルカナストーンにかかわる情 報の見 方 ユニットの基 本 的な行動と操 作 方法

　対戦時は敵味方が４人ずつのチームに分かれて戦い、お
互いのアルカナストーン破壊を目指します。アルカナスト
ーンの数は敵味方３つずつ。すべて破壊すれば勝利、逆に
すべて破壊されてしまうと敗北です。ゆえに、アルカナス
トーンをめぐる攻防は勝敗に直結するものとなります。

　自ユニットを選択したあと、移動先の場所をタッチする
と、ユニットがその場所に移動します。マナタワーの魔法
陣をタッチした場合はユニットはマナをため始めます。

　制限時間は480カウント。時間内に敵味方どちらもア
ルカナストーンをすべて破壊し切れなかった場合は、タイ
ムアップ時点のアルカナストーンゲージ残量が多いほうが
勝利となります。アルカナストーンにかかわる情報の見方
は下記のとおり。

　自ユニットを選択後、敵ユニットをタッチすると、対象
に攻撃を開始します。マナタワーなどの施設の根元のサー
クルをタッチすれば、その対象の破壊・制圧を行います。

　対戦の大まかな流れは下記の
とおり。まずは初期マナでユ
ニットを召喚し、次いでマナを
ためるための施設・マナタワー
を制圧します。そこでユニット
召喚に必要なマナをためつつ、
ためたマナで自軍の戦力をさら
に増強していく流れです。その
のちは十分に強くなった自軍ユ

ニットでアルカナストーンの破
壊に向かうのが望ましい形です
が、そもそも相手が強くなるの
を阻止することも重要。ユニッ
トの召喚にも何をするにもマナ
が必要ですので、相手のマナた
めを妨害するために、自ユニッ
トで積極的に相手のマナタワー
を”荒らし”に向かいましょう。

　対戦で勝つためには、相手より早く、相手より強いユ
ニットをそろえることが重要です。ジョブの相性やコス
ト、アビリティなどを考慮のうえで相手に有利なユニッ
トを召喚し、自軍を強力な部隊に育てましょう。

　対戦中は、一定の条件を満たすことで、アルティメッ
トスペルやアーツなどの特殊な技を使うことができます。
いずれも状況を一変させるだけの力を持つ行動ですが、
使用にマナが必要だったり、１回の対戦で１度しか使え
ないなどリスクもありますので、使う際は最適なタイミ
ングを見定める慎重さも必要となります。

　対戦時は敵味方ともに自軍を強くするとい
う目的のために動きます。つまり、自軍がマ
ナをためている間は相手もマナをためている
ということ。対戦を有
利に進めるには、相手
にマナをためさせない
よう敵軍マナタワーへ
妨害に向かうことが必
要になります。

　ＨＰが０になったユ
ニットは死滅し、カー
ドアイコンに、再召喚
可能になるまでのカウ
ントが表示されます。

◆相手より早く、強いユニットをそろえる
◆ユニットをそろえようとしている相手を妨害する
◆敵のユニットを倒し、安全な状況を作ってから
　アルカナストーンを破壊する

◆アルティメットスペル（P.16）
◆アーツ（P.20）　◆降魔（P.23）

❶ユニットを召喚 ……………………………… P.14
❷マナタワーを制圧 …………………………… P.15
❸マナをためる ………………………………… P.15
❹戦力の増強（強力なユニットの召喚・覚醒） … P.17
❺敵を妨害し、ユニットを倒す
❻アルカナストーンの破壊 ……………… P.15
❼決着！

勝つためのポイント

特殊技の例

“勝つ”にはどうしたらいいの？ 使いこなせば超強力！ な特殊技

ベストタイミングで使えば戦況が一変することも！

相手の妨害は重要！

ユニットが死滅すると……

POINT POINT

POINT

相手のアルカナストーンをすべて破壊する タイムアップする

味方チームのアルカ
ナストーンゲージ。
青色で表示されます。

相手チームのアルカ
ナストーンゲージ。
赤色で表示されます。

アルカナストーンは
味方が青、相手が赤
で表示。ユニット選
択後にタッチすると
破壊可能です。

施設を破壊・制圧す
る際に表示されるメ
ーター。これが１周
するごとに破壊や制
圧が進みます。

自軍アルカナ
ストーンゲージ

敵軍のアルカナ
ストーンゲージ 移動 攻撃（施設の制圧、破壊）

アルカナ
ストーン

施設攻撃時の
メーター

 決着のつけ方は２通り！
1 2

ユニットを選択
してから……

ユニットを選択
してから……

移動先を
タッチ！

攻撃対象や
施設根元の
サークルを
タッチ！
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選択中のユニットに指示している
行動とターゲット［ターゲットインフォ］

マナゲージ
➡P.15

画面の表示範囲

カードアイコン情報

フィールドにある施設の紹介ミニマップ情報

自軍・敵軍と対戦全体の情報

ユニット情報

チャットボタン
（カテゴリーボタン）

選択中のユニット［タッチインフォ］

状態の変化

TIME

現在命令している行動
アルカナストーン

マナタワー

ゲート

サークル

青い魔法陣施設

アルティメットスペルゲージとLV

アーツ使用コスト/
アーツアイコン

➡P.20OK表示

覚醒状況

HPゲージ

各アルカナストーンゲージ

現在のバトルスタイル

総アルカナストーンゲージ

BATTLE　戦闘

ゲート

アタッカー

ディフェンダー

マジシャン

マナモン

アルカナストーン

マナタワー

MANA　マナ吸収

TOWER　マナタワー制圧 HEAL　マナタワーに駐留

A.STONE　アルカナストーン破壊 RETURN　ゲートに帰還

MOVE　移動

召喚/（超）覚醒コスト

施設

ユニット

プレイヤー情報

プレイヤー/使い魔/降魔の名前

HPゲージ

ユニットサークル

ATK＆DEF

現在指示している行動

状態の変化

ユニットのジョブ

転醒力ゲージ

チャットテキスト

ゲーム画面
G A M E  S C R E E N

右上の　　　をタッチすると、カードの裏面を確認できます。ま
た、カードをタッチするとユニットの選択をキャンセルできます。

ターゲット表示されている部分をタッチすると、
指示している行動をキャンセルできます。

ゲーム画面に表示されて
いる範囲が白い枠で表示
されます。

アビリティやアーツの効
果によって変化した、ユ
ニットの状態です。

480から対戦が始
まり、カウントが０
になるとタイムアッ
プになります。

３つのアルカナストーンそれ
ぞれの破壊状況がゲージで表
示されます。青が自軍、赤が
敵軍です。

左側4人が自軍、右側４人が敵軍になります。各プレイヤー
キャラの顔をタッチすると、プレイヤー情報が確認できます。

青は自分、緑は味方チーム、赤は敵チー
ムです。０になると死滅します。

このサークルをタッチすることでユニッ
トを選択できます。青は自ユニット、緑
は味方チームのユニット、赤は敵チーム
のユニットを示します。また、ジョブに
よって形が異なります。

ユニットの現在の攻撃力（ATK）と防
御力（DEF）です。

各ユニットに指示している行動が、ユニット
の下に表示されます。「マナ吸収」は、吸収
の進み具合を表すゲージ代わりにもなります。

両軍ともに３つ存在します。敵軍のアルカナス
トーンをすべて破壊すると勝利です。

フィールドに５つ存在し、はじめはすべて中立
状態です。制圧した軍の色に変化し、制圧後は
召喚、マナ吸収、駐留が可能になります。駐留
したユニットは駐留したマナタワーからのみ再
出撃できます。

ゲームスタート地点で、ユニットの召喚や帰還
が可能です。帰還したユニットは自軍ゲートや
マナタワーのどこからでも再出撃できます。両
軍ともに４つ存在。制圧や破壊はできません。

帰還や駐留、破壊、制圧といった施設へのユニ
ットの指示はここをタッチすることで行えます。

自軍のゲートやマナタワーの周辺に展開されま
す。ユニットの召喚やマナの吸収（マナタワー
のみ）が可能な範囲を示します。

自分が対戦前に選択したアルティメットス
ペルと、そのレベルが表示されます。レベ
ル１以上で使用可能になります。

チャットを発信すると、
チャットボイスとともに
吹き出しで表示されます。

３つのアルカナストーンゲージ総残量を
示すゲージです。このゲージが対戦終了
時に多かった側の勝利となります。

３つの枠は左から「召
喚」、「覚醒」、「超覚醒」
できることを表し、それ
ぞれを行うと対応した枠
が点灯します。

ユ ニ ッ ト を 召 喚 /
（超）覚醒するため
に必要なマナ量を示
します。●１つが
10マナです。

青は自軍、赤は敵軍、黄色は中立（両軍ともに属さ
ない）の施設を表します。

青は自分、緑が味方チーム、赤が敵チームのユニッ
トとなります。ジョブによって形が異なります。ア
イコンの大きさは、ユニットの強さに応じて変化し
ます。

　フィールド全体の状況が表示されるマップです。
タッチするとその場所へカメラが移動します。ユニ
ットや施設といったものもすべて表示されます。

マークの形がジョブの
種類を表します。
○：アタッカー
□：ディフェンダー
△：マジシャン

味方チームに向けて定
型文でのチャットがで
きます。

※施設の破壊と制圧についてはP.15へ

画面の見 方
ゲーム画面から読みとれるさまざまな情報を理解しよう！
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基本操作
ユニットの基本情 報

C O N T R O L  M E T H O D

　プレイヤーキャラクターや使い魔のことを総称してユニッ
トといいます。ユニットをフィールドに呼び出すことを召喚

　マナは、「ユニットの召喚」、「ユニットの覚醒／超覚醒」、
「アーツの使用」といったゲームを進めるうえで確実に消費

　自ユニットを選び、敵軍のアルカナストーンや、敵軍／中
立のマナタワーをタッチすると、破壊や制圧の指示を出すこ

　マナゲージは、自分の現在のマナの量を表
します。時間が経過して自然入手マナタイマ
ーが1周するごとに５マナたまり、90マナ
までためておくことができます。マナタワー
の本数が多いほど、早くマナがたまります。

といいます。ここでは、ユニットがもつさまざまな要素を説
明していきます。

する、とても重要な要素です。以下の3つの方法をフルに活
用し、いかに効率よくマナをためるかが勝敗を左右します。

とができます。破壊や制圧は、複数のユニットで一緒に行う
ことが可能で、ユニット数が多いほど早くゲージが進みます。

召喚や覚醒・超覚醒が表示できる状態になる
と、「召喚OK」「覚醒OK」などがカードア
イコン上に表示されます。

●（●1つ＝10マナ）の数が、召喚や（超）
覚醒に必要なマナを表しています。

▲召喚から超覚醒まですべて
の状態でアビリティを持って
いる使い魔も存在します。

▲主人公のアビリティは装備
している武器によって変える
ことができます。

◀
何
も
し
な
く
て
も
、
時
間
の
経
過
と
と

も
に
少
し
ず
つ
マ
ナ
が
た
ま
り
続
け
ま
す
。

▲自軍が制圧したマナタワーの魔法陣で、ユ
ニットはマナを吸収することができます。

●1つ＝10マナ、半分
で5マナを指します。

マナタワーの制圧状況を
表し、ゲージがすべて青
色になると制圧完了です。
制圧を中断すると、青色
部分が徐々に減少します。
敵軍マナタワーの奪取も
可能です。

1周するごとに破壊や
制圧が行われます。

◀自ユニットをタッチして、自軍魔法陣
上をタッチするとマナ吸収を開始します。

◀
時
間
の
経
過
に
よ
っ
て
フ
ィ
ー
ル
ド
に

現
れ
る
「
マ
ナ
モ
ン
」
を
倒
す
と
、
マ
ナ

を
入
手
で
き
ま
す
。

ユニットの動かし方や、できることなどを学ぼう

※アルカナストーンの破壊状況は
画面上部のアルカナストーンゲージ
でも確認可能

　ユニットを召喚／覚醒／超覚醒するにはそれぞれマナを
消費します。消費するマナはユニットによって異なります。
なお、主人公については、覚醒/超覚醒にはマナを消費し
ますが、召喚にはマナを消費しません。

「召喚OK」とカードアイコンのうえに表示されているユ
ニットを、自軍ゲートやマナタワーの青い魔法陣上にドラ
ッグ＆ドロップすることで召喚できます。なお、ゲーム開
始時のみ主人公はあらかじめ召喚されています。

「覚醒OK」や「超覚醒OK」とカードアイコンのうえに表
示されているカードアイコンを、フィールド上のそのユニ
ットのサークルにドラッグ＆ドロップすると、マナを消費
してユニットが覚醒／超覚醒します。覚醒／超覚醒したユ
ニットは見た目が大きくなり、能力がパワーアップします。

　ユニットの多くは、召喚／覚醒／超覚醒した際に発動す
る「アビリティ」という能力を持っています。どの状態の
ときに、どのようなアビリティを発動するかは、そのユニ
ットのカード裏面に記載されています。なお、発動したア
ビリティは、基本的にユニットが死滅しない限り持続しま
す。

　ユニットの一部には、緑のアーツボタンを押すことで使
用できる「アーツ」という特殊技を持っています。アーツ
には記載されているマナを消費します。アーツはアビリテ
ィとは違い、効果時間はそれぞれで異なります。

コストについて

マナをためる

施設の破壊と制圧

マナゲージの見方

召喚の仕方

覚醒/超覚醒の仕方

アビリティについて

アーツについて

OK表示

自然入手マナタイマー マナの現在値/最大値

マナゲージ

制圧度ゲージ破壊/制圧タイマー

召喚

時間の経過

アルカナストーンの破壊 マナタワーの制圧

マナタワーで吸収する

マナモンを倒す

覚醒/超覚醒

召喚/（超）覚醒コスト

　ユニットを自軍ゲートに帰還させるか、制圧したマ
ナタワーに駐留させると、その間徐々にHPを回復し、
マナを消費せ
ずに再出撃で
きます。

　ディフェンダーを「ガーディアンス
タイル」にして施設サークル内に移動
させると、シールドを張って、施設を
防衛することが可能です。（→P.21）

帰還/駐留について
敵軍が施設の破壊や制圧をしていたら

マナタワーでのみマナ吸収できるが……

POINT

POINT

POINT

魔法陣の上に
ドラッグ＆ドロップ

そのユニットの上に
ドラッグ＆ドロップ

　マナ吸収時に敵に攻撃されると、
スーパークリティカルという大ダ
メージを負いますので注意しまし
ょう。



16 17

リザレクション：死滅中の自ユニット全員の復活カウントを減らし、召喚コストを下げる。さらにLvが上がると、覚醒コスト、超覚醒コストが下がる。

キュアオール：自ユニット全員のＨＰを回復し、一定時間防御力が上がる。さらにＬｖが上がると、効果が上がる。

リターンゲート：自ユニット全員を帰還させてＨＰを回復し、一定時間移動速度が上がる。さらにＬｖが上がると、効果が上がる。

クイックドライブ：自ユニット全員の移動速度を一定時間上げる。さらにLvが上がると、効果時間が長くなる。

パワーライズ：自ユニット全員の攻撃力と防御力を一定時間上げる。さらにLvが上がると、強化される値が大きくなる。

試合を優位に進める切り札

　アルティメットスペルは、１度の対戦で各プレイヤーが1
回使用可能な切り札です。時間の経過とともにアルティメッ
トスペルゲージが増えてレベルがアップします。レベル1以
上のときにアルティメットスペルボタンを押すと発動可能で
す。なお、レベルが上がるほど、効果が強力になります。

『LoVRe:3』から新たに加わった要素「転醒力」。
対戦中に時間経過やプレイの結果によりたまってい
く転醒力ゲージを使用することで、死滅してしまっ
た使い魔を甦らせたり、降魔を召喚することが可能。
降魔を召喚しない限りはずっとたまります。高いコ
ストの使い魔が死滅してしまったときなどに使って
いきたい。

　使い魔転醒は、死滅したと
きの覚醒状態までにかかるコ
ストを軽減してくれます。そ
のため、超覚醒で死滅した使
い魔は召喚状態で死滅した使
い魔より多くの転醒力を消費
します。また、召喚コストが
高い使い魔ほど転醒にかかる
マナも増えていきます。

　転醒力ゲージがMAXの状態で召喚可能となる、
アルティメットスペルに並ぶもう一つの切り札、
降魔。こちらも『LoVRe:3』からの新要素です。

9体目のユニットとして操作することができるた
め、呼び出すことで対戦を優位に進めていくこと
ができるでしょう。

◀
下
記
の
降
魔
と
の

二
者
択
一
と
な
る
た

め
、
使
い
ど
こ
ろ
は

よ
く
考
え
て
決
め
て

い
き
た
い
と
こ
ろ
。

▶死滅してしまった使い魔
を少ないマナで再召喚可能
にする転醒のしくみを理解
しよう。

▲転醒力がたまっている状態で
使い魔が死滅すると

▲死滅してしまったカードアイ
コンの上に「転醒OK」と表示
される。

▲転醒させたい使い魔のカード
アイコンを選択し、赤ボタンを
押しながら緑ボタンを押すと、
少ないマナで再召喚可能に。

転醒ゲージがたまっていると 転醒可能！ 使い魔転醒

P.23へ

　マナを消費することで行える覚醒と超覚醒は、いつど
のユニットで行うかという選択が戦況に非常に大きな影

響を及ぼします。ここでは、勝敗のカギを握るユニット
の覚醒・超覚醒について紹介します。

　新要素である降魔。9体目のユニットとして呼び出せ
ば自分のチームの強力な手助けとなってくれるでしょう。

ここでは、その降魔の召喚の方法や運用する際の注意点
について説明します。

試合に勝つために、ユニットの強みを生かそうSTEP UP

超覚醒を目指そう

周囲のユニットを吸収して魔神化 死滅したら再召喚不可能

サイズも大きく！

能力が上がる！ アビリティも発動！

死滅したら召喚からやり直し……

降 魔

使 い 魔

▶覚醒／超覚醒さ
せた使い魔を死滅
させないように動
くことは重要です。
HPが減ったらこ
まめに帰還／駐留
しましょう。

▲降魔は召喚時、主人公の周囲のユニットすべてと融合して
「魔神」となります。魔神は融合したユニットが多いほど強く
なりますが、一定時間後は分離し、降魔単体となります。

▲注意点として、一度降魔は死滅すると、その対戦では二度と
召喚することはできません。さらに、魔神化状態で死滅すると、
融合した使い魔も死滅、もちろん降魔も再召喚はできません。

召喚時 超覚醒時

召喚後、召喚と同じマナを消費することで
覚醒・超覚醒が可能！ ユニットごとのアビリティも発動するぞ！

死滅すると、一定時間召喚不可能。
かけたマナがすべて無駄に……

覚醒・超覚醒で能力値が上昇！

POWER UP

SIZE UP

　対戦において重要な要素として、ユニットのほかにアルテ
ィメットスペルや転醒力、降魔召喚といったものがあります。

試合を大きく動かすことが可能な切り札であるこれらの要素
をここでは紹介します。

戦局を変える「アルティメットスペル」

新たな要素「転醒力」を使いこなそう

9体目のユニット「降魔」
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ユニット
U N I T

ユニットのアーツやバトルスタイルなど特性を駆使した戦い方を学ぼう！

オモテ

ウラ（アーツあり） ウラ（アーツなし）

使い魔の名前

ATK（攻撃力） DEF（防御力）

アーツの説明 カードナンバー

アーツの効果範囲 イラストレーター名

ジョブ

タイプ

レアリティ

種族

フレーバーテキスト

アビリティの詳細

アーツ名とアーツ使用マナ量

召喚コスト

アビリティ

使い魔カードの見方

　使い魔のジョブ。アタッカー、デ
ィフェンダー、マジシャンの3種類
あり、それぞれ特徴が異なります。

　使い魔のカテゴリーや職業を表し
たもの。アビリティやアーツの効果
に影響することがあります。

　カードの希少度です。以下の順に
希少度が高くなります。下記以外に、
VERMILION RARE、STRANGER
などの特別枠があります。

　種族は5つあり、デッキの種族数
によって初期マナの量が変化します。

　使い魔のキャラクターや世界観など、
使い魔について紹介する文章です。

　上から、召喚時、覚醒時、超覚醒時
に発動するアビリティの内容について
記載されています。何も書かれていな
い場合は、その状態で発動するアビリ
ティはありません。

　アーツの名前と発動に必要なマナの
量です。アーツは、すべての使い魔が
所持しているわけではなく、アーツの
記載がある使い魔のみが使用すること
ができます。

　使い魔の召喚時に必要なマナの量の
こと。また使い魔によっては、召喚後
に召喚時と同じ量のマナを消費するこ
とで覚醒や超覚醒を行えます。

　それぞれの使い魔が持っている基本
能力のことです。上から、召喚時、覚
醒時、超覚醒時に発動します。アビリ
ティ名が記載されていない使い魔はア
ビリティを持っていません。どの状態
のときにどんな能力が発動するのかは、
使い魔によって異なります。カードの
ウラ面には、アビリティの効果などが
詳細に記載されています。

ULTIMATE RARE
SURER RARE
RARE
COMMON

高

低

データ
　アーツを持たない使い魔の場合は、
さまざまなデータが書かれています。

そして ジョブは
３つに分かれて
いるの　しっかり
覚えてね

でもじつは そのほかにも
もっと強力な味方も
いるのよ

使い魔は5つの種族の
どれかに属しているわ3限目は種族と

ジョブについての
授業よ

種族とジョブを覚えよう！3限目 使い魔

不死 ベドラム

移動速度が速く、
ダッシュアタック
ができる

施設をシールドで
防御でき、スロウアタック
ができる

遠距離攻撃ができ、
スプレッドショット
ができるエクシエル ジョン・アターソングラディボロトル

3つのジョブには
相性があるから
それぞれの有利・
不利を知って
戦いましょうね

ユニットについて
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　使い魔には、人獣、神族、魔
種、海種、不死の５つの種族が
あり、それぞれの特徴は右記の
とおり。また種族以外にも３つ
のジョブがあり、３すくみの関
係になっています（P.18のマ
ンガを参照）。なお、種族ごと
にジョブの偏りがあり、その特
性を理解し生かすデッキ構成が
重要です。

　プレイスクリーンの奥側か手前
側か、どこにカードを配置するか
によって、ユニットのバトルスタ
イルを変更できます。このバトル
スタイルには、攻撃重視と防御重
視の２つのスタイルがあり、ジョ
ブによって効果が異なるので、う
まく切り替えて戦いましょう。

　ファイタースタイル時にカードコマンドを入力すると、特
殊攻撃「スマッシュアタック」を繰り出します。スマッシュ

アタックの種類やカードコマンドの操作方法は、ユニットの
ジョブによって異なります。

　アーツは、一部のユニットが
持っている特殊技です。効果は
それぞれ異なり、ユニットを選
択して、アーツボタンを押すと
マナを消費して発動します。ま
た、アーツにはマテリアルやア
ームズなど特殊なものもありま
す。なおアーツは効果終了後
wait時間が発生し、その間は
アーツを使えません。

　プレイヤーキャラクターは、武器を装備することでジョブ
と攻撃力、アビリティ、アーツが決まります。武器はカスタ

マイズ画面で錬成が可能で、使用する武器は対戦前のプレイ
ヤーキャラクター武器選択画面で、毎回選ぶことができます。

5つの種族の特性を覚える バトルスタイルを駆使しよう

スマッシュアタックで、より強力な技を繰り出そう！

アタッカー

ディフェンダー

マジシャン

ダッシュアタック

スロウアタック

攻撃し続けると
範囲拡大!!

一気に一定距離を移動!

スプレッドショット

アーツを使って戦おう

プレイヤーキャラクターについて

　カスタマイズでは、
武器の錬成、称号の
変更、プレイヤーキ
ャラクターの着せ替
え、対戦中に使用す
るチャットボイスの
変更を行えます。

　武器錬成は、メモリアと
ヴィースを消費して行い、
武器はランダムに作成され
ます。錬成には、通常錬成
と霊珠錬成があり、霊珠錬
成ほうが良質な武器が作成
される確率が高くなります。

自分好みにカスタマイズ 強い武器を手に入れよう！POINT POINT

種族 各ジョブの2つのバトルスタイルの特徴

人獣 　アタッカーとディフェンダーが多い。マナの吸収が早く、
比較的使いやすいアビリティを持つ使い魔がそろっている。

神族 　アタッカーとディフェンダーが多い。防御面に優れた使い
魔が多く、打たれ強い種族。

魔種 　アタッカーとマジシャンが多い。攻撃面では非常に優れて
いるが、防御面ではややもろいので扱いには注意が必要。

海種 　アタッカーとマジシャンが多い。召喚コストを下げる使い
魔がいるため、覚醒・超覚醒は早いが、やや打たれ弱い。

不死 　ディフェンダーとマジシャンが多い。ほかの種族にはない、
個性的なアビリティを持つ使い魔がそろう。 各ジョブの2つのバトルスタイルの特徴

ジョブ オフェンシブゾーン ディフェンシブゾーン

アタッカー
ファイタースタイル
　移動速度の速さを生かした、近距離攻撃を行います。
カードコマンドを入力すると、ダッシュアタックができます。

フリッカースタイル
　敵ユニットをはじきとばす攻撃を行えます。ただし、フ
リッカースタイルの間は攻撃力と移動速度は低下します。

ディフェンダー
ファイタースタイル
　近距離攻撃を行います。カードコマンドを入力すると、
スロウアタックができます。

ガーディアンスタイル
　防御力が上昇し、味方チームのタワーやアルカナストー
ンをシールドで防御できます。攻撃力と移動速度は低下。

マジシャン
ファイタースタイル
　遠距離攻撃を行います。カードコマンドを入力すると、
スプレッドショットを発射します。

シュータースタイル
　通常よりも攻撃間隔が早くなり射程が伸びますが、攻撃
力と移動速度が低下します。

アーツの種類

アーツ

　必要なマナを消費することで、敵にダメージを与えたり、
自身を強化したりと、さまざまな能力を発動する。

【マテリアル】必要なマナを消費し発動することで、さま
ざまな効果を持つマテリアルをフィールド上に設置する。

【アームズ】設定されたさまざまなアクションを、マナを
消費することなく発動することができる。

チェンジ 　使い魔を選択してマナを消費することで、フォームが入
れ替わり、アビリティが変化する。

トランス 　トランスを持つ使い魔同士で憑依し、自身の持つアビ
リティを受け渡せる。トランス後は能力値も上昇。

デッキ内種族数 初期マナ
1種族 35マナ
2種族 35マナ
3種族 30マナ
4種族 25マナ
5種族 20マナ
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る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 ▲欲しいジョブの武器を

錬成することができます。

　ゲーム開始時に持っている
マナのこと。デッキ内の種族
の数で初期マナが決まります。

▲マテリアルには耐久力があ
り、使い魔でマテリアルに攻
撃をすると、破壊が可能です。

一定の距離を一気に移動し、通常よりも大きなダメージを与える！

敵ユニットの移動速度を低下させ、さらに通常よりも大きなダメージを与える！

敵ユニットをまとめて攻撃できる、広い範囲の大きな攻撃を放つ！

　一定距離を移動し続けると、ユニ
ットが青いオーラをまといます。

　カードを一定の角度以上傾けても
とに戻すと青いオーラをまといます。

　カードを一定時間、動かし続ける
と青いオーラをまといます。

　オーラをまとった状態でカードを
上か下に動かし元の位置に戻します。

　オーラをまとった状態で、敵ユニ
ットを攻撃します。

　オーラをまとっているときに敵ユ
ニットも攻撃すると発動します。

　進行方向に一定距離ダッシュし、
強力な攻撃を放ちます。

　通常よりも高いダメージを与え、一
定時間敵ユニットの移動速度を低下。

　威力は落ちますが、範囲内の敵ユ
ニットをまとめて攻撃できます。

　奥の明るいゾーンにカ
ードを置くと、攻撃重視
のバトルスタイルに。

　手前の暗いゾーンにカ
ードを置くと、防御重視
のバトルスタイルに。

オフェンシブゾーン

ディフェンシブゾーン

初期マナについて

プレイヤーキャラクター武器選択画面

武器並び替え

持っている
武器一覧

選択中の
武器詳細

　アタッカー・ディフェ
ンダー・マジシャンの武
器が表示されています。
ここで選ぶ武器が、プレ
イヤーキャラクターの対
戦中のジョブ、攻撃力、
アビリティになります。

　選択中の武器の名前と
ランク、ジョブ、攻撃力、
アビリティ、アーツの消
費マナ量と効果などが詳
細に表示されます。武器
のランクはS〜Dまであ
り、ランクが高いほど高
性能。なお、アビリティ
は味方ユニットを強化す
るもの、敵ユニットの能
力を低下させるものなど、
多岐にわたります。

1

1

1

2

2

2

3

3

3

スロウ!!攻撃!!

攻撃!!
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ハイアーツ名と
使用カルマ

オモテ 降魔の名前

DEF（防御力）

ATK（攻撃力）

ジョブ

タイプ

降魔の種族

カルマアビリティ

降魔カードの見方

　降魔のジョブ。降魔にもア
タッカー、ディフェンダー、
マジシャンの３つが存在しま
す。

　降魔のタイプ。アビリティ
によっては、タイプが発動や
効果に影響することがありま
す。

　降魔の種族は、主人公が種
族選択画面で選択した種族と
同様になります。

　降魔召喚時の所持カルマの
数と、対戦中にカルマがたま
っていく速度を表します。
SLOW・NORMAL・FAST
の3種類があります。

　降魔はアビリティの右に記
載された数のカルマがたまる
と、そのアビリティを発動し
ます。降魔はそれぞれが最大
３つのアビリティを所有して
います。

　ハイアーツは1対戦中に1
度のみ発動することができま
す。召喚直後にはWAITがあ
り、すぐには使用できません。

　降魔は最大までためた転醒力ゲージをすべて消費するこ
とで召喚できます。強力な能力をもつ一方、一度召喚する
とその対戦中は二度と使い魔転醒とUSを使用できなくな
ります。また、降魔は死滅すると再召喚できません。

降魔召喚（魔神化）の流れ

▲転醒力ゲージが最大の状態で
赤ボタンを押すと、融合範囲が
出現。融合する使い魔を選択。

▲赤ボタンを押したままで青ボ
タンを押すことで魔神化、選択
したユニットと融合。

▲主人公と合体して魔神に。た
だし、一定時間経つと分離。

▲以降は降魔を1体のユニット
として操作可能。

◀
降
魔
が
持
つ
ハ
イ
ア
ー
ツ
は
１
対
戦

に
１
度
し
か
使
用
で
き
な
い
が
強
力
！

魔神化方法 魔神化 一定時間経過すると分離 １体のユニット（降魔）に

●転醒力ゲージMAXで召喚
●転醒力ゲージが、カルマゲージに変化
●USと使い魔転醒が使用できなくなる
●死滅すると降魔は再召喚不可能

P
O

IN
T

初期カルマと
カルマ上昇速度

降魔？

降魔は“転醒力”を
消費することで召喚できる
　とても強力なユニットよ
　　　　　　　でも降魔を選ぶとU

アルティメットスペル

Sは
　　　　　　　        使えなくなるの
　　　　　　　　　　　　 転醒力は時間経過や
　　　　　　　　　　　 獲得したランキングポイント
　　　　　　　　　　　　によってたまっていくわ

それじゃ 最後は降魔に
ついてお勉強しよっか！

神族
セルディッド

強力な降魔を呼び出そう！4限目 降魔

召喚すると主人公と降魔が
合体して魔神化！　
しばらくすると
分離して 降魔を
１つのユニット
として動かせる
ようになるわ

自信がついて
きました！

それでは 思いっきり
『LoVRe.3』を
楽しみましょう！

これで
バッチリです！

どう？
わかった？

降魔について
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