




モンスター進化系譜図 

GAガーゴイル 

GBゴブリン 

ORオーク 

DRドラゴンニュート 

SK スケルトン 

Gl G.スネーク 

GL ゴーレム 

CYサィクロブス 

HAハーピィ 

SL スライム 

AS A.スフインクス 

Mlミノタウロス 

















Role Playing Game 

ラスM\ルマゲドン 
HANDBOOK 
ゲームハンドつ 



はじめに 

「エッ？ パジノ？ アレ、この魔法なんだったっけ？ え一っと、メダとい 

うのは……」 

本書はごく他愛もないキッカヶで産声を上げることになった。要するに、魔 

法の索引があったら便利なんだけどなあ……これである。 

ブレイングレイの『ラストハルマゲドン』はたいへんユニークなゲームだ。 

ファンタジーRPGでお馴染みのモンスターを主人公に据えたことは横に置く 

として、例えば、体力、敏捷性、攻撃力といったパラメータにまで経験値とレ 

ベルを持たせたこと。さらに戦い方によって得られる経験やジン（ゴールド） 

を区別したこと。善悪は別にしても、凡百のRPGにはない斬新なアイデアがい 

くつか盛り込まれている。こうしたアイデアを積極的に取り入れるのは、最近 

めっきりファミ：？ンにお株を奪われている国産パソコンRPGに、「喝/jを入れ 

る貴重な試みだ。 

一方、このゲームには尋常ではない数の「名前」が登場する。エイリアン名、 

アイテム名はもとより、魔法名、特殊能力名、モンスター名、数えるのも億劫 

なほど膨大な「名前」がディスプレイを飛び交う。たぶん、冒頭のセリフが頭 

をめぐったのは僕だけではないはずだ。 

そこで、同病相憐れむ式に、同胞への一助になればとの願いから本書を執筆 

することにした。プレイヤーの良き相棒となるよう、できるだけ情報を盛り込 

んだつもりだが、本書を傍らにおいて『ラストハルマゲドン』の世界をより楽 

しんでもらえれば幸いである。 

なお本書の執筆にあたっては、協力を快諾して下さったブレイングレイの松 

本康治氏をはじめ、同社諸氏にたいへんお世話になった。とりわけ、膨大なプ 

ログラム用の資料から有用なデータを手書きでまとめて下さった恩田やよいさ 

んには一方ならぬ御尽力をいただいた。また、関係者の方々には、原稿の遅れ 

によって多大な御迷惑をおかけした。この場を借りて、感謝と謝罪の意を表し 
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■才ープニングストーリー 
人類が滅び、地上の生物もすベて土と化したある星。その荒涼とした大地に 

魔族と呼ばれる異形の生物が現れた。 

魔族は12の異なる種族から構成された集団である。もともと彼らは地表に住 

んでいたのだが、何らかの理由で魔界と呼ばれる地底に移住し、人類が地上を 

支配する以前から地底に君臨していたという。地上の災厄を逃れた魔族たちは、 

人類が減んだことを知った今、地の底から帰ってきたのだ。 

彼らは何回かの調査を行い、地上の環境が彼らの記憶していた時代と違って 

いることを知った。月に一度地底を揺るがす大きな震動とともに、「サルパンの 

破砕日」と命名された異常現象が地表を襲うのだ。ある種族にとってその長い 

日は到底生存できない危険な一日だが、皮肉なことに別の種族にとってはその 

日だけが適応できる貴重な一日だった。「サルパンの破砕日j以外の日々も以前 

と同じ環境ではなかったのだ。人類の滅亡でもたらされた地上は、魔族の共有 

の意識を嘲笑うかのように、その共同生活を引き裂くことになった。 

そんなある日、地表の調査に携わった魔族の二人の身に思いがけない出来事 

が待っていた。調査も終りに近づき、このスケルトン族とミノタウロス族の二 

人は地表の復帰を無邪気に喜んでいたが、突然闇の中を光が一閃してスケルト 

ンの頭が砕け散ったのだ。そして瞬間的に振り返ったミノタウロスの上半身が 

破裂した。二体の骸から離れた場所には銃器を手にした異様な生命体がたたず 

んでいた。天空から異星体が来襲したのである。 

この事件を空から目撃したガーゴイル族の一人は、スケルトンの口からころ 

がり出た目玉をかすめ取って魔界へと飛び去った。 

魔界では12種族の代表が一同に会し、協議をはじめていた。スケルトンの目 

玉に記録されたホログラムを見て、魔族は異星体の来襲を深刻な現実として受 

け止めた。その矢先、ホログラムを持ち帰ったガーゴイルの身に異変が生じた。 

協議に立ち会っていたガーゴイルが突然苦しみはじめたかと思うと、肩から細 

い肉色の管が数本突き出して彼の頭に刺さったのだ。そして、すでに意識を失 

って直立しているだけのガーゴイルの口が動きはじめた。 

「この者の声帯を借りていう。我らはチリウス星系連合……j 
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そのメッセージは、131番目の植民星となることを魔族に求める異星体からの 

降伏勧告だった。瞬間的に反発した魔族の一人が肉色の管を引きちぎると、ガ 

ーゴイルの体は血を吹いて倒れ、異星体の宣戦布告を告げてこと切れてしまっ 

た。 

動揺しながらも魔族の協議は再開されたが、しばらくすると今度は大きな震 

動が魔界をふるわせた。スクリーンに映し出された地表の光景、それは一条の 

光が天から注がれ、その光の中に巨大な石版がそそり立っている、というもの 

だった。石版には魔族にも読める文字でこう記されていた。 

「星の軸を戻し、安息の地に換えたるもの、地表の長となり平定を誓うものと 

する」 

石版は魔族の言葉を理解する何者かが存在することを物語っていた。 

なおも魔族の代表者たちの協議は続いた。人類の滅亡で手を伸ばせば届くと 

ころにまで近づいていた地表だが、実際には大きな障害と謎が秘められていた 

のだ。屈強の異星体、苛酷な環境、石版の存在……。地上への進出に疑問を投 

げかける種族も現れた0しかし、魔族の心に一度灯された地表への憧憬は誰に 

も止めることはできなかった。とりわけ「サルパンの破砕日」のみに活動を許 

されるゴーレム族の代表は、地上に強く執着した。 

そして魔族は、大地を獲得するために異星体と戦い、地表の謎を解明する調 

査隊を派遣することに決定した。12種族から一人ずつ選ばれた猛者たちは、今 

魔界から地上へと出発したのである。 







このゲームは、12種のモンスター(キャラクタ)をすベて育てるRPG 

だ。12種のモンスターは、特性、修得魔法、特殊能力、装備アイテム、 

合体対象など、じつに多彩な要素によって、じつに個性的に設定され 

ている。 

プレイヤーにとって苛酷なのは、そうしたひとクセもふたクセもあ 

るモンスターたちを、予備知識の少ないゲームスタート前に3つのパ 

ーティに割り振らなければならないことだ。そして、そのパーティ編 

成はゲームが終るまで（終っても）変わることがない。 

もっとも、マニュアルのヒントにはパーティ編成のコツが明記して 

あるし、どんなパーティでもゲームが終えられるよラに、十分設定が 

配慮されている。このパーティでなければゲームが終えられないとい 

った狭さはない。ただ、モンスターの性質を知っている方がスムース 

にゲームを進められることは明らかだ。 

そこで、ここではそれぞれのモンスターについて熟知してもらえる 

ように、徹底的にその要素と性質を解説しよう。パーティ編成に関し 

ては手遅れかもしれないが、少なくともゲームを進める上では大切な 

指針を見い出せるはずである。 

8 



_基本パラメータ 
特性や修得魔法のような種族に共有の性質と違って、モンスターの個々の性 

質は7つのパラメータで表される。『ラストハルマゲドン』の大きな特徴のひと 

つは、これらのパラメータのそれぞれにレベルと経験値があることだ。さらに 

この経験値は、戦闘時にプレイヤーが選ぶ戦い方によって、どのパラメータの 

経験値が上がるかが決っている。 

このため、プレイヤーの戦闘での性格がモンスターの成長に反映されること 

になるが、実際は好き勝手に成長させていられるほど甘くない。例えば、特殊 

攻撃に頼って戦っているとH Pの上限がいつまでも上がらないし、肉弾戦ばか 

りでは新しい魔法を覚えない。すべてのパラメータを成長させる必要はないも 

のの、ある種のパラメータに関しては意識的にその経験を積むための戦術を採 

らなければならない。要するに、どんな手段に頼っても敵を倒せばいい、..とい 

う従来のRPG感覚での戦い方は通用しないということだ。 

次に経験値の獲得法も含め、7つのパラメータにづいて紹介しよう。 

[体力] 

モンスターのH Pに直結する重要なパラメータで、数値はH Pの上限値を表 

す。レベルアップ時に上限が引き上げられるが、増加量には種族による差はな 

い。経験は主に接近攻撃で得られるが、防御を選択しても若干得られる。 

なお、HPの現在値が0になれば当然死ぬが、回復には次の4通りの方法が 

① シ*ルキーの魔法を唱える。 

② ギゾマの玉などの治療アイテムを使う。 

③ 昼、夜などのパーティ交替時。 

④ 魔界に行く （1日1回限り）。 

パーチィ交替時には、メンバー全員のHPが上限まで回復し、魔界の場合は 

加えて死んだモンスターも復活する。 



[魔力] 

モンスターのMPに直結し、数値は上限値を表す。体力同様、レベルアップ 

時の増加量に種族の差はないが、レベルが上がると魔法そのもののランクが上 

がって強力になるほか、レベル4、8、12の場合は原則として新しい魔法も覚 

える（詳細は魔法の章を参照）。ただし、経験は魔法を使うことによってしか得 

られない。どの魔法でどれくらいの経験が得られるか、詳細は不明だが' 敵の 

HPを奪う攻撃魔法の場合にかなり大きな経験値が獲得できるようだ。 

MPの回復には次の3通りの方法がある。 

① ドラの指輪などの治療アイテムを使う。 

② 4、夜などのパーティ交替時。 

③ 魔界に行く（1日1回限り）。 

体力同様、パーテイ交替時および魔界に行った場合は、メンバー全員が上限 

まで回復する。 

[攻撃力] 

敵に与えるダメージに関係する。レベルが5、9、13に達すると、原則的に 

特殊攻撃がランクアップする（詳細は特殊能力の章を参照）。経験は、魔法を使 

わない戦闘ならすべて得られるが、特殊能力の場合に飛躍的に上昇する。 

[防御力] 

敵から受けるダメージの他、回避率にも関係する重要なパラメータ。防具を 

着用できないモンスターにとっては、とくに気になるハ。ラメータである。いく 

つかの種族は、レベル9に達すると、特殊防御がランクアップする（詳細は特 

殊能力の章を参照)。経験は敵の攻撃を回避した場合や防御を選択した場合、ア 

イテムを使用したときに得られるが、なかなか上がりにくいのがキビシイとこ 

ろ。防具を装備できないモンスターは、ある時期意識的にこのパラメータを上 

げる必要に迫られるだろ 
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モンスターの章 

[気力] 

モンスターの体力が著しく減少した時にのみ、効果を発揮する妙なパラメー 

夕。クリティカルヒットに関係する。経験は接近攻撃と遠距離用武器をつかう 

場合に得られるが、さほど成長を気にする必要はない。 

[悪運] 

モンスターのラッキー度を表すパラメータ。戦闘から逃げ出す時や、天変地 

異に襲われたときのダメージ回避率に関係する。経験は、主に逃げる場合のほ 

か、アイテムを使ったときにも得られる。数値が高いに越したことはないが、 

レベルアップが難しく、やっきになって成長させる必要はない。 

[敏捷性] 

モンスターの機敏さを表すもので、敵からの攻撃の回避率に関係するほか、 

戦闘時に攻撃順序も決める重要なパラメータ。このゲームでは単純にこの数値: 

の大きい順に行動するので、この取り決めを念頭において、戦闘時に攻撃パタ 

ーンを考えるとよい。経験は主に接近攻撃で得られ、戦闘を逃げ出すときにも 

得られる。 

これらの7つのパラメータは、表レベルアップに__した経験値の値にしたが 

ってレベルアップしていくが、各ハ。ラメータの経験値を足したものが総合経験 

値となり、レベルアップしていく。つまり、どの八ラメータを伸ばしても総合 

レベルは上がっていくということだ。このことは、合体を目前に控えているよ 

うなモンスターの場合、とにかく自分が最も経験の得やすい戦闘を行った方が 

近道になることを意味する。 

例えば、レベル16のスケルトンの場合、経験の得にくい魔法を使うより、得 

意の接近攻撃や特殊能力で早くレベル17を迎え、魔法の伸びやすいミノタウロ 

スと合体後に魔法を伸ばしていく方が得策だ。 
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パラメータ関連表 

パラメータ 関係事項 経験値獲得法 レベル関係事項 

体 力 HP 接近攻撃、防御 

魔 力 MP 魔法 魔法の修得 

攻擊力 
ダメージ 接近攻撃、特殊能力 

遠距離用武器、アイテム 
特殊攻撃の修得 
アイテム擭得 

防御力 被ダメージ 防御、アイテム 特殊防御の修得 

気 力 体力減少時 
の特殊な力 

接近攻撃、遠距離用武器 

悪 運 天変地異時 
の回避率等 

逃げる、アイテム 

敏捷性 命中率、 
攻撃回避率 

接近攻撃、逃げる 

総合経験値 各パラメータの経験値の和 合体、名称の変更 

籲ブレイン指数 
モンスターについては、種族に共通のものとしてプレイン指数という. 5つの 

パラメータがある。種族の性格を5つの角度からパーセント表示したものだ。 

*好奇心 

*殺戮度 

*自己顕示欲 

*残酷度 

攀理解力 

このうち、好奇心と理解力はゲーム中のイベントに関係する重要なパラメー 

夕で、ことにそれぞれが30%以上のモンスターはイベントでのキーマンとなる。 

そのほかのパラメータは大きな意味はないので、無視して差し支えない。 



■レベルアップ 

LV 経験値 総合経験値 しV 経験値 総合経験値 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 ! 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

0 
20 
80 

180 
320 
500 
720 
980 

1，280 
1，620 
2,000 
2,420 
2,880 
3,380 
3,920 
4,500 
5,120 
5,780 
6,480 
7,220 
8,000 
8,820 
9,680 

10.580 
11，520 
12.500 
13,520 
14.580 
15,680 
16,820 
18,000 
19,220 
20,480 
21，780 
23，120 
24.500 
25,920 
27,380 
28,880 
30,420 
32,000 
33,620 
35,280 
36,980 
38,720 
40.500 
42,320 
44，180 
46,080 
48,020 

14; 
560 

1，260 
2,240 
3,500 
5,040 
6,860 
8,960 

11,340 
14,000 
16,940 
20，160 
23,660 
27.440 
31，500 
35.840 
40.460 
45.360 
50.540 
56,000 
61，740 
67,760 
74,060 
80.640 
87,500 
94.640 

102,060 
109,760 
117,740 
126,000 
134.540 
143.360 
152.460 
161.840 
171.500 
181.440 
191，660 
202,160 
212,940 
224,000 
235,340 
246,960 
258,860 
271,040 
283.500 
296,240 
309,260 
322,560 
336，140 

51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

. 65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 

50,000 
52,020 
54,080 
56，180 
58.320 
60.500 
62.720 
64.980 
67.280 
69.620 
72,000 
74,420 
76,880 
79,380 
81，920 
84.500 
87,120 
89.780 
92.480 
95,220 
98,000 

100,820 
103,680 
106.580 
109.520 
112.500 ! 
115.520 
118.580 i 
121，680 
124,820 
128,000 
131，220 
134.480 
137.780 
141，120 
144.500 
147,920 
151，380 
154,880 
158,420 
162,000 
165.620 
169.280 
172.980 
176.720 
180.500 
184.320 
188,180 
192,080 
196,020 

350,000 
364,140 
378,560 
393,260 
408,240 
423.500 
439,040 
454,860 
470,960 
487,340 
504,000 
520,940 
538,160 
555,660 
573,440 
591，500 
609.840 
628.460 
647.360 
666.540 
686,000 
705.740 
725.760 
746,060 
766.640 
787.500 
808.640 
830,060 
851.760 
873.740 
896,000 
918.540 
941.360 
964.460 
987.840 

1，011，500 
1,035,440 
1，059,660 
1，084，160 
1,108,940 
1，134,000 
1，159,340 
1，184,960 
1，210,860 
1,237,040 
1，263,500 
1，290,240 
1,317,260 
1，344,560 
1,372,140 
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•特性 
モンスターは、種族ごとに独特の特性がある。これは最初から最後までその 

モンスターにっいてまわり、基本的に変化しない（ただし、合体することで他 

種族の特性が身につ'<.}。このため、パーティ編成ではこの特性が大切なキーポ 

イントとなる。 

特性は15種あるが、その中にはスキルのような能力に関わるものと、モンス 

ターの性質のようなものとが混在している。おおむね能力に関わるタイプがゲ 

—ム上では重要。次にこれらの特性を紹介しよう。 

なお、武器作成と防具作成はマニュアル上やゲーム操作上では分かれている 

が、この特性を持つモンスターは必ず両方とも兼備しているので、ここでは簡 

明にするため一緒fc tて扱う。 

武器作成•防具作成 

エイリアンを倒したときに得られるジンをもとに、武器や防具を作り出す能 

力で、重要な特性のひとつ。パーティ編成しだいでは不用にもなるが、ゲーム 

後半ではスムースにプレイを進める上で防具作成がものをいってくるはず。パ 

—ティ内の1匹はこの能力を備えていたい。 

道具作成 

ジンをもとにいろいろなアイテムを作り出す能力。序盤から中盤にかけては 

どうしても治療アイテムに頼らなければならないので、やはりパーティ内に1 

匹はこの特性がほしい。 

飛行可能 

空を飛ぶ能力で、きわめて重要な特性だ。まず、石版探しや無用な戦闘を避 

けたいときに便利だし、あるアイテムの入手に絶対必要となる（特殊アイテム 

のマーマンベイが手に入ればその例ではない）。ちなみにパーティ内にこの能力 

を持つものが1匹いれば全員が空を飛べる。 



石化無効 

石化攻撃を受けても石化しない特性。石化攻撃を持つエイリアンそのものが 

少ないので、ほとんど気にしなくていい。 

毒無効 

毒を受けない特性。ゲーム序盤は多少有効だ。 

マヒ無効 

マヒにならない特性。 

水に強い 

水域に入ったときにダメージが少なくなる。 

水に弱い 

水域に入ったときのダメージがやや大きい。ごくまれに水の攻撃を持つエイ 

リアンがいるが、弱点として心配するほどでもない。 

火に強い 

火の攻撃に体する耐性がある。 

火に弱い 

火の攻撃に弱い。この攻撃を持つエイリアンもごくまれだが、運が悪いとか 

なりのダメージを受けるかもしれない。 

記憶力 

3D表示のダンジョン内で通過点のマップが見れるたいへん便利な特性。た 

だ、別のフロアやダンジョンの外に行ってから戻ってくると、また一からやり 

直しになるので注意を要する。同じフロアを探索している分には、パーティの 

入れ替えがあっても継続してマップが見れる。 
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ワナ外し 

ダンジョン内のワナの被害を無条件に受けずに済む能力。序盤はともかく、 

全般にワナのダメージは小さいので、この特性は軽視して差し支えない。 

武器防御 

相手の接近攻撃のダメージを半減させる特性。 

千里眼 

パーテイが地表上のどこにいるかをマップで見れる特性。めったに使わない 

が、まれに現在位置を忍したいときには、役に立つ（当り前か……）。 



•パーティ 
『ラストハルマゲドン』ではまずパーティ編成だけは決めておかなければゲー 

ムが始まらない。このパーティ編成は結局、昼、夜、サルパンの破砕日の各グ 

ループの2つの枠に、6種族のモンスターを割り振るだけだが、それでも90通 

りの選択幅がある。 

もちろんプレイヤーはその範囲内でどのよう¢2ハs—ティを組もうとかまわな 

い。下手にパーティを組むとゲームを終えられないvといったアコギなゲーム 

デザインにはなっていないので、その辺の心配は無用だ。 

もっとも、編成次第ではそれなりに、ゲームの進めやすさ、進めにくさは変 

わってくる。基本的にはプレイヤーの好みや考えに従ってパーチィを組んで遊 

ぶのが最も楽しいはずだが、ここではあまりつまづきたくないという横着な人 

向けに、比較的ゲームが進めやすいパーティ編成について紹介しておこう.。 

特性の項でもふれたが、まずモンスターの特性を重視してハ。ーティを組むの 

がやりやすい。特に、飛行能力、道具作成、武器.防具作成を3つのグループ 

に分散させるのがコッだ，記憶力も分散している方が都合がいい。 

さら3 D表示ダンジ_ョンの脱出魔法を持てるスケルトンとスライムを分 

散させることと、防具装着不能なモンスターを1グル”プに固めないようにす 

ることも気を使った方がいい。具体的には次のようになる。 

昼のパーティ 

參才ーク 武器.防具、防具可 

•ハーピィ 飛行 

〇スケルトン 道具、脱出魔法、防具可 

他I匹（サイクロプスまたはG■スネーク） 

夜のパーテイ 

•ガーゴイル 道具、飛行 

•ゴブリン 武器•防具、防具可 

A.スライム 脱出魔法 

他I匹（サイクロプスまたはG.スネーク） 
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サルバンのパーティ 

參ゴーレム 

•スフィンクス 道具 

.©ドラゴン 飛行 

ノタウロス 武器•防具、防具可※ 

注）•は固定^ Dft有力。△はちょっと有力の意味。また、防具に関して、 

※は一部可能の意。 

「なんだ。たったの2通りかjと思うかもしれないが、これはあくまで横着者 

(あるいは臆病者tいってもいい）用のサンプルだ。ちょっと変わったパーテ 

ィでプレイしてみたいという異端派や、不利を承知でたたき上げてみたいとい 

うマズラオ派、いろいろな八リエーションで再挑戦して骨の髄まで遊びたいマ 

ルビ派は、それぞれ自分の考えでパーティを組んでほしい。 

たとえば、魔法重視型パーティ、特殊能力重視型パーティ、ブレイン指数重 

視型パーティ、レベル34の合体後に最強軍団となるような大器晩成型パーティ、 

とにかく初期にムチャクチャ苦労するような「生まれは悪かった」パーティな 

どなど、可能か不可能かは別にして無責任にお勧めしておこう。 
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•ステータス 
モンスターのステータスには次の8通りがあり、エイリアンとの戦闘時にそ 

の特殊攻撃などによって、さまざまな状態に変化する。 

Good 良好 

Po(ison) 毒 

Pa (ralyze) マヒ 

St (one) 石化 

Ma(d) 発狂 

SI (eep) 睡眠 

Si (lent) 無霉 

Dead 死亡 

Good以外の状態になると当然モンスターの行動に障害が出てくるが、それら 

の状態には戦闘後に回復するものや、重複してかかるものもある。また、反対 

に優先度が決っていて、重複しないものもある。 

たとえば、重複しない何らかの障害を受けているときに、それより優先度の 

高い状態の攻撃を受けると、優先度の低い状態の障害は無効になり、優先度の 

高い状態となる（発狂の状態で石化されると、発狂は無効になって石化になる）。 

しかし逆の場合は、優先度の高い状態のままだ。治療する場合も、優先度の高 

い状態を治すだけでGoodになり、それ以前の優先度の低い状態に戻ることはな 

い0 

ちなみに、障害を取り除くには治療魔法や治療アイテムを使用する。このほ 

か、魔界に行けば1日に1回だけは無条件に治してくれる。 

Good (良好) 

「俺たち健康優良児/」という状態。ゲーム中のイベントには、全員がGo 〇 

dでなければ発生しないというイジワルなものもあるから、モンスターの健康 

には十分配慮しよう。 
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Poison (毒）略号：Po 

魔界周辺に出没するモスキーによって、初期のモンスターはたいていこの洗 

礼を受ける。戦闘中の1ターン毎あるいは移動などによって、体力が一定値減 

るほか、攻撃力と防御力が通常の半分になる。また、Dead以外の状態と唯一重 

複する点も特徴。 

Paralyze (マヒ）略号：Pa 

コールドスリープ•ルームのクルトなどによってこの状態になる。攻撃も防 

御も不能になるが、よくあるRPGと違って魔法だけは使用できる。 

Stone (石化）略号：St 

Deadにつぐ、できないづくしの重度の障害。ザーガイカがこの特殊攻撃を持 

っている。なお例外として、この状態にあるときだけは、毒を受けない。 

Mad (発狂）略号：Ma 

戦闘時にプレイヤーから制御不能になる。コマンドを選択しても、攻撃•防 

御•魔法の中からランダムに選んで勝手に行動してしまう。敵に関しても同じ 

症状となる。宇宙船のデグボリカがこの攻撃を持っている。 

Sleep (睡眠）略号：SI 

石化と並んで、できないつ'くしの障害を受けるが、効力は戦闘中だけ。また、 

戦闘中_fこ回復することもあるが、何ターン継続するかはランダム。キュアーが 

この攻撃を持っている。 

Silent (無言）略号：Si 

魔法だけが使用不能になる。ただ、その効力が、戦闘後も継続する点がタチ 

の悪い'！::ころ。戻らずの塔のウレデミがこの攻撃を持っている。 

Dead (死亡） 

文字通り最悪の状態だが、魔界に行けば1日に1回だけは治してくれる。全 

員死亡したときはもちろんゲームオーバー。 
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•トラップ 
『ラスト.ハルマゲドン』では、エイリアンとの戦闘以外でもダメージを受け 

ることがある。大別すると、 

1. 3 Dダンジョンなどに仕桂卜けられたトラップ 

2. 海や沼の歩行 

3. 地表を歩いているときK不意に起きる天変地異 

の3つだ。 

天変地異で非常{こ不運だった場合をのぞけば、いづれも大したダメージは受 

けないのでプレイ中はほとんど気に止める必要もないが、初期のモンスターや 

瀕死のモンスターの場合には若干の注意を要するだろう。 

次にこうした危険因子についてまとめておこう。 

トラップ 

宇宙船や戻らずの塔をは匕め、3D表示の建物内にまれに仕掛けられている。 

パーティの中に < ワナ外し >の特性を持つものが生存していれば、全員回避で 

きる。また、ミノタウロスのマホネッドやゴーレムのホワジャの魔法をかけて、 

事前に回避できるようにすることも可能だ。 

弓矢 — 5ポイントのダメージ 

落し穴 — 3ポイントのダメージ 

つり天井 _ 8ポイントのダメージ 

毒ガス 全員毒（Po)状態になる 

海•沼 

地表の水域は歩行可能だが、たいていのモンスターは一歩進む毎にダメージ 

を受ける。このダメージは、モンスターの耐水性によって差がある。もちろん 

飛行するか、共通アイテムのマーマンベイを持っていれば、回避可能だ。 



海 

水に強い ダメージは受けない 

中性 一歩毎に一1のダメージ 

水に弱い 一歩毎に一 3のダメージ 

沼 

水に強い 一歩毎に一1のダメージ 

中性 一歩毎に一 3のダメージ 

水に弱い 一歩毎に一5のダメージ 

天変地異 

地表を歩いていると、何の前触れもなく突然天災が襲ってくることがある。 

これは不可避だが、悪運のパラメータが大きいと回避できる可能性が大き_ くな 

る。 

天変地異には次の6種がある。 

暴風 

地割れ 

大津波 

雷 

嵐 

名称は違っても効果はまったく同じで、ダメージは乱数で現在の体力の20%、 

25%、33%、50%のいづれかになる。 

なお、0 ~254までの乱数の値が悪運のパラメータの値より小さい場合は、ダ 

メージを受けずに済む。 



ガーゴイル 

初期値 

体力（HP) 25 

魔力（MP)10 

防御力 35 

攻擊力 35 

気力 15 

悪運 8 

敏捷性 10 

ブレイン指数（％) 

好奇心 5 

殺戮度 30 

自己顕示欲 25 

残酷度 10 

理解力 30 

活 動夜間 

武 器G 

防 具X 

特 性道具作成•飛行 

魔 法グランドチャコ（魔L1)、タラ（魔L1)、アド（魔L 4>、 

才サジ（魔L8)、キラ（魔L12) 

特殊攻擊ガーグクロー、ウイングカッター 

特殊防御プロテクトウイング（防L1)、ウイングパリア（防L9) 

装備武器ソード系 

装備防具なし 
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道具作成の欠かせない:t#性に加え、飛行能力を備えた夜間活動モンスター。 

多彩な攻撃パターンを持つが、防御が弱蠢9それを補う意味で、タラの間接魔 

法がある。魔法は比較的成長しやすいが、特殊攻撃は単体攻撃のみで中盤以降 

はあまり頼りにならない。防御力をレベル9まで強化しt'vウイングバリアを 

獲得したい9 

なお、グランドチャコの魔法を備え、ブレイン指数の理解力も30%あるので、 

いくつかのイベントで、キーマン的な役割も果たす。 

防御のオークか？ 攻擊魔法のミノタウロスか？ 

ガーゴイル LI7 し34 

し5 バルログ + HA ガープyス 
+ AS シルプレース 

+ CY ルポルクス 

L9 デビル + OR グルローク 
+ SK ローケルグ 

+ GL グラッツ 

L 13 デーモン + MI リゴレイグ 
+ GI ゴルネイグ 

+ SL リグレー厶 

GA:ガーゴイルGB:ゴブリンOR :オークDR:ドラゴンニュートSK :スケルトンGI : G.スネーク 
GL:ゴーレムCY:サイクロプスHA:ハーピィSL:スライムAS :A.スフィンクスMl:ミノタウロス 

メ •、ー ピィとの合体は、特殊能力による全体攻撃が身につく点が多少魅力だが、 

あいかわらず防御に悩まされるなどメリットは少ない。ただし、レベル34の合 

体で記憶力の特性が確実に備わるのが特徴。またサイクロプスと合体した場合、 

ジャイアントメイルの着用が可能になる。 

オークとの合体は、何といっても防御力の強化が魅力。戦闘時の不安がなく 

なることで、魔法も自在に唱えられるようになる。反面、レベル34での合体は 

魅力が乏しい。メ 9ツトは、せいぜい特殊能力による遠距離攻撃が可能になる 

<らいだ。 

ミノタウロスとの合体では、攻撃魔法の充実が目編^防御もFャイアントメ 

イルなら装備できるので、前項のオークとどちらを選ぶか悩ましいところだ。 

ただ、2度目の合体にはオークの場合同様、目*ったメリットはない。 
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ゴブリン 
初期値 

体力（HP) 2〇 

魔力（MP) 8 

防御力 30 

攻撃力 25 

気力 15 

悪運 8 

敏捷性 13 

ブレイン指数（％) 

好奇心 40 

殺戮度 10 

自己顕示欲 15 

残酷度 30 

理解力 5 

活 動夜間 

武 器◎ 

防 具◎ 

特 性武器防具作成.ワナ外し.火に弱い 

魔 法メイヤー（魔L1)、ピド（魔L4)、ジエロ （魔L8) 

特殊攻擊なし 

特殊防御なし 

装備武器ほぼすベて 

装備防具ほぼすベて 
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武器•防具作成のほか、ヮナ外しのありがたい特性を備える夜間活動モンス 

ター。ほとんどの武器、防具を使用できるファイタータイプで、特殊能ガは一 

切ないものの、接近戦では頼りになる。魔法では、メイヤーが間接攻撃として 

なかなか有効。 

また、ブレイン指数の好奇心40%は、序盤のイベントに関係する。 

どれも甲乙つけ難し……。パーティ構成で判断する。 

ゴブリン _^_ 

し5 ホブゴブリン + AS ニルボフス 
+ GI ルブネク 

+ GL ポルゴム 

L9 バグベア + MI ソルブレット 
+ GA ガルゴレッド 

+ SK ブレールド 

L 13 グレムリン + CY スポークリン 
+ DR ポークラゴン 

+ HA ハープクリス 

GA:ガーゴイルGB:ゴプリンOR:才ークDR:ドラゴンニユートSK :スケルトンGI : G.スネーク 
GL:ゴーレムCY:サイクロプスHA:ハービィSL:スライムAS:A.スフィンクスMl:ミノタウロス 

A .スフィンクスとの合体は、特性面、魔法、特殊攻撃とも一応ムラなく備 

わるのが特徴。ただし、レベル34での合体にはほとんどメリットはない<5 G • 

スネークがビュアを覚えるのはまず遠い話と考えるのが妥当だ《 

ミノタウロスとの合体では、やはり攻撃魔法の充実が魅力。安定した防御の 

中で、最大限に魔法を活かせる。レベル34では道具作成の能力が加わり、間接 

攻撃魔法のガーゴイルか、脱出魔法と遠距離攻撃のスケルトンか、の選択にな 

る。どちらにしろ大差はないので、好みやパーティ構成次第といったところだ。 

サイクロプスとの合体は、A •スフィンクス同様バランスよく成長するが、 

特殊攻撃の方が充実する点で異なる。レベル34では、飛行能力が加わるが、ド 

ラゴンニュートの攻撃力の方に軍配が上がるだろう。 



オーク 
初期値 

体力（HP) 23 

魔力（MP)1〇 

防御力 30 

攻撃力 25 

気力 10 

悪運 | 

敏捷性 15 

ブレイン指数（％) 

好奇心 30 

殺戮度 20 

自己顕示欲 10 

残酷度 30 

理解力 10 

活 動昼間 

武 器'◎ 

防 具_ 

特 性武器防具作成.ワナ外し.火に弱い 

魔 法ピド（魔L1)、ジエロ （魔L4>、メイヤー（魔L8) 

特殊攻擊なし 

特殊防御なし 

装備武器ほぼすベて 

装備防具ほぼすベて 
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夜間活動のゴブリンと対をなす昼間活動モンスター。武器.防具作成とヮナ 

外しの特性があり、武器、防具ともほとんど使用できるファイタータイプ。特 

殊能力は一切なく、魔法も逃亡時にしか用をなさない（間接攻撃の魔法メイャ 

—は修得が遅く、ピドだけで魔法のレベルを上げるの,は至難)。 

なお、ブレイン指数の好奇心30%は、ゴブリン同様、序盤のイベントに関係 

する。 

第一次合体は期待薄。レベル34時に望みを托す。 

1_^_1 1_^_1 1_134_ 

し5 オグレ + GI ケンスカール 
+ DR スカルゴラ 

+ CY クロスケード 

し9 トロル + GL ログオーク 
+ MI ログダルク 

+ SK ロゲノレトン 

L 13 トロット + SL エルオーク 
+ AS エルフイクス 

+ GA Iルガルク 

GA:ガーゴイルGB:ゴブリンOR :オークDR:ドラゴンニュートSK:スケルトンGI : G.スネーク 
GL:ゴーレムCY:サイクロプスHA:ハーピィSL:スライムAS:A.スフィンクスMl:ミノタウロス 

G •スネークとの合体では、とりあえず特殊攻撃が備わるだけで、ほとんど 

メリットはない。攻撃魔法ピュアを覚えられるかどうかも疑問。レベル34では、 

記憶力と多少特殊攻撃の成長の早いサイクロプスか、飛行と多少特殊攻撃の威 

力が上で、攻撃魔法の充実が約束されているドラゴンニュートかの選択になる。 

ゴーレムとの合体も、遠距離攻撃の殊能力が加わるだけで、どこかもの足り 

ない。レベル34では、道具作成のスケルトンより、攻撃魔法のミノタウロスの 

方が断然優位だろう。 

スライムとの合体も、やはり遠距離攻撃が加わるだけ。レベル34で、道具作 

成能力が備わり、治療魔法主体のA •スフィンクスか、間接攻撃魔法もあるガ 

—ゴイルか、を選ぶ。 
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ドラゴンニュ 
初期値 

体力（HP) 20 

魔力（MP)13 

防御力 30 

攻撃力 35 

気力 15 

悪運 8 

敏捷性 10 

ブレイン指数（％) 

好奇心 15 

殺戮度 25 

自己顕示欲 15 

残酷度 15 

理解力 30 

活 動随時 

武器X 

防具X 

特 性飛行•火に強い 

魔 法マイキ（魔L1)、 

.ルキー（魔L 8)、 

特殊攻擊ファイヤーボール、 

特殊防御アイアンスケール 

装備武器なし 

装備防具なし 



飛行能力の特性を備えた随時活動モンスター。魔法と特殊攻撃には絶大のパ 

ワーがあり、おもしろいようにレべノレが上がるが、やはり防御が弱点，加えて、 

序中盤の体力獲得にも苦労する。とにかくマイキを使いながらモタのレベルを 

上げて、防御魔法のもとで戦うようにするか、防御力をひたすら強化するしか 

ない。防御面では、最強の防御能カファイャースケールの獲得が課題となる。 

なお、ブレイン指数の理解力30%は、序盤のイベントに関係する。 

防具着用は第二次合体までお預け。最初の合体で、レベル34での防御が決る。 

ドラゴンニュート 1 ^ L—34 - 

し5 ワイバーン + GI ガードエンズ 
+ HA エルピアー 

+ MI アルターエン 

し9 ブロンズドラゴン + GA ガリグノー ド 
+ SK アリグトン 

+ SL ガリグレム 

L 13 ロイヤルドラゴン + GL Iゴールグ 
+ CY オルグプス 

+ GB 才ーブリン 

GA:ガーゴイルGB:ゴブリンOR:オークDR:ドラゴンニュートSK :スケルトンGI : G.スネーク 
GL:ゴーレムCY:サイクロプスHA:ハーピィSL:スライムAS:A.スフィンクスMl:ミノタウロス 

G•スネークとの合体では、最強の攻撃魔法ピュアの獲得が魅力。もっとも、 

レベル34になっても防御面はせいぜいジャイアントメイルのみ。他の合体に比 

ベると手薄な感は否めない。また、間接攻撃魔法が特徴になるハーピィの場合 

は、まったく防具なしとなる。ところで、ミノタウロスとの合体で生じるアル 

夕ーエンは、ピュアとクレーパの魔法のひどい重複はあるが、いわば攻撃魔法 

の権威で、ゲームを離れて考えると大いに魅力的なキャラクタではある。 

ガーゴイルとの合体は、道具作成能力と攻撃魔法に多少パリエーションが加 

わるのが特徴。レベル34では、防具の装備を考えてスケルトンを選ぶのが妥当。 

ゴーレムを相手に選ぶのは、最も防御に力点をおいた合体といえる。とりあ 

えず武器防御の特性が加わり、さらにレベル34では完全武装のゴブリンか、ジ 

ャイアントメイルのサイクロプスかを選ぶことになる。弱点の補強という点か 

ら考えると、このゴーレムとの合体が最も自然だろうP 
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スケルトン 
初期値 

体力（HP) 20 

魔力（MP)10 

防御力 25 

攻撃力 30 

気力 10 

悪運 5 

敏捷性 15 

ブレイン指数（％) 

好奇心 10 

殺戮度 5 

自己顕示欲 15 

残酷度 40 

理解力 10 

活 

武 

防 

特 

魔 

動随時 

器Q 

具，〇 

性道具作成.毒無効.水に弱い 

法ダヂ（魔L1)、ピド（魔L1)、キー（魔L4hピンウッド（魔L 

8) 

特殊攻擊ボーンブーメラン 

特殊防御なし 

装備武器ほぼすベて 

装備防具アーマー、シールド 
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道具作成の重要な特性を備える随時活動型モンスター。オークやゴブリンに 

比べると見劣りするが、装備できる武器.防具はともに戦闘員としては十分。 

最強の飛び道具も扱える。半面、魔法と特殊攻撃は形ばかりといった惑が否め 

ない。とくにレベル8で覚えるピンウッドの魔法（ダンジョン脱出）は便利な 

ものだが、ダヂとピドでレベルを上げてU《のはかなりシンドイ。特殊攻撃で 

は、破壊力はそこそこでも、遠距離攻撃が可能な点が救いだろう。 

魔法優先ならミノタウロス、特殊攻擊も欲張るならガーゴイル。 

スケルトン Ll7 L34 

し5 ナイトスケルトン + GB ケルトリン 
+ GI ケルトネーク 

+ HA ルハープ 

し9 デュラハン + MI ノーツトロス 
+ AS ノー ツィング 

+ SL スルーツイム 

L 13 Uッチ + GA オグリグス 
+ CY オグラブス 

+ GL メルゴリーズ 

GA:ガーゴイルGB:ゴブリンOR :オークDR:ドラゴンニュートSK :スケルトンGI : G•スネーク 
GL:ゴーレムCY:サイクロプスHA:ハーピィSL:スライムAS:A.スフィンクスMl:ミノタウロス 

ゴブリンとの合体は、武器•防具作成、ヮナ外しといった特性面のプラスに 

加え、防御の強化が期待できるが、能力の重複がおもしろくない。レベル34で 

は、飛行と特殊攻撃を備えるハーピィと組む方が妥当だが、メ ij:货卜は小さい。 

ミノタウロスが相手の場合は、強力な攻撃魔法を得て、合体の魅力が最大限 

に活かされる。レベル34では、特殊能力による全体攻撃を若干補強する意味で、 

A •スフィンクスの方がやや有利だ。 

ガーゴイルとの合体では、飛行と間接攻撃などの攻撃魔法のパリエーション 

が備わる。ミノタウロスとの合体に比べるとやや見劣りするが、その分2回目 

の合体で、サイクロプスの特殊能力による強力な全体攻撃が得られる。 
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G•スネーク 
初期値 

仔力（HP) 20 

魔力（MP) 8 

防御力 35 

攻撃力 35 

気力 10 

悪運 5 

敏捷性 10 

ブレイン指数（％) 

好奇心 10 

殺戮度 25 

自己顕示欲 20 

残酷度 35 

理解力 10 

活 動随時 

武 器X 

防 具K 

特 性毒無効•水に強い 

魔 法ダヂ（魔LI〉、ピド（魔L1)、キー（魔L 4)、イレーヌ（魔L 

8)、ピュア（魔L12) 

特殊攻擊スネークファング、二ードルテール 

特殊防御ブロンズスケール（防L1)、フロストスケール（防L9) 

装備武器なし 

装備防具なし 
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12種族の中でも厄介者という感の強い随時活動モンスター。とにかく、毒を 

受けないのが唯一の取柄かと思うほ■ど、武器ダメ、防具ダメ、魔法ダメのダメ 

ダメづくしで、特殊攻撃だけが平均程度fcいうモンスターだ。ピュアは最強の 

魔法だが、ダヂだけで12レベルまで引き上好'るのは至難。武器はアゾヶト剣で 

カバーし、防御はフロストスケールを頼みにするしかない。パーティ内にお荷 

物を2匹作らないように上手に振り分けたい。 

レベル17での半防備か、レベル34での完全防備か。 

G•スネーク LI7 L34 

15 ストアウォーム + GL ネークレ厶 
+ GA クレグレーグ 

+ DR ネルグラグ 

L9 ヒドラ + CY ネークロプス 
+ AS アクルクス 

+ SL スレ厶ラー 

L 13 キングヒドラ + HA ケループ 
+ MI ループロン 

+ SK クルプレト 

GA:ガーゴイルGB:ゴブリンOR:オークDR:ドラゴンニュートSK :スケルトンGI : G.スネーク 
GL:ゴーレムCY:サイクロブスHA:ハーピィSL:スライムAS:A.スフィンクスIVH:ミノタウロス 

ゴーレムとの合体ではとりあえず武器防御が身に-〇< が、防御はまだ不十分 

なはず。ゴーレムの間接攻撃魔法を活かし切れる状態になるかどうかは微妙だ。 

レベル34も、無防備状態から脱せない。その代わり、攻撃魔法の充実は約束さ 

れる。 

サイクロプスとの合体は、この時点で最も防御が充実する。加えて記憶力を 

得て、特殊能力による強力な全体攻撃も可能になり、ピュアの獲得も有望にな 

る。反面、レベル34での合体は、どちらをと_つても魅力が乏しい。 

ハーピィとの合体は、飛行能力を得るが、防御の面では最低。若干特殊能力 

による全体攻撃が備わるのが唯一のメリット。その代わり、レベル34ではスケ 

ルトンの充実した防御力を得られる。また、ミノタウロスでもジャイアントメ 

イルが装備でき、攻撃魔法の充実は^!実となる。 
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レイン指数（％) 

好奇心 2C 

段戮度 3£ 

自己顕示欲 15 

特殊攻擊 

特殊防御 

装備武器 

装備防具 



サルバンの破砕日に活動し、武器防御と素手での攻撃力が5割増しになるの 

が特徴のモンスター。魔法は間接攻撃が主体で、そこそこ役に;to。一方、特 

殊攻撃は遠距離の敵にダメー ジを与えられるのが自慢だ。 

レベル34でドラゴン、サイクロブス、ミノタウロスのどれを選ぶかがカギ。 

ゴーレム 117 L34 

し5 クレイゴーレム + 0R レムゴール 
+ DR リムラオグ 

+ CY スクレツグ 

し9 リビングスタチュー + AS リスクフイン 
+ GI リクネスク 

+ GA ガーグリフス 

L 13 タロス + SK ゴーリンスク 
+ HA オルヒーパ 

+ MI リングトロス 

GA:ガーゴイルGB:ゴブリンOR :オークDR :ドラゴンニ.A—卜SK:スケルトンGI : G.スネーク 
GL:ゴーレムCY:サイクロプスHA:ハーピイSL:スライムAS:んスフィンクスMl:ミノタウロス 

オークとの合体は、ワナ外しや武器.防具作成、完璧な防御力の獲得と、そ 

のメリットは大きい。攻撃魔法や特殊攻撃とは無縁だが、十分おつ*？はくるは 

ず。また、レベル34になれば、特殊攻撃の成長がやや早いサイクロプスか、魔 

法、特殊攻撃とも充実したドラゴンニa•—卜かを選択できる身分になる。 

A•スフィンクスとの合体は、ハ。ーティ内に同じ種族を2匹持つことにな*}、 

いわば二枚角のメ タトはあるものの、重複のデメリットが大きい。何より防 

御の手薄さが気になるところ。レベル34になっても防具は身につけられず、少々 

魔法にバリエーションが増えても、それを活かし切れないかもしれない。 

スケルトンとの合体も、防御の点ではまずオークとの合体にひけを取らない。 

レベル34では攻撃魔法のミノタウロスを選べるので、これまたドラゴンニュー 

卜やサイクロプスと申乙つけ難いところだろう。 



サイクロブス 
初期値 

体力（HP) 20 

魔力（MP)13 

防御力 30 

攻擊力 25 

気力 10 

悪運 5 

敏捷性 0 

ブレイン指数（％) 

好奇心 20 

殺戮度 25 

自己顕示欲 15 

残酷度 20 

理解力 20 

活 動随時 

武 器△ 

防 具△ 

特 性記憶力*千里眼•ヮナ外し 

魔 法ヌーハ*一（魔L1)、ジャギ（魔L 4)、タラ（魔L 8)、アド（魔L 

12) 

特殊攻擊ライトニングアロー 

特殊防御レストグレア（防L1> 

装備武器クラブ系 

装備防具ジャイアントメイル 

38 



記憶力、千里眼、ヮナ外しのそれぞれ便利な特性を備えた随時活動モンスタ 

一。武器、防具とも若干使えるが、3万ジンのジャイアントメイルを手に入れ 

るまでは、意識的にヌーバーの魔法などで自分の身を守る必要がある。逆にク 

ラブ系の武器を持つと（ほかにはアゾット剣しか持てないが)、ダメージが5割 

増しになる。魔法と特殊能力はそれぞれ安定した効果が望め、ライトニングア 

ローは重宝する。もっとも、ゲーム後半ではちょっと力不足となるか？…… 

スケルトンが本命。防御に自信があれば、ドラゴンニュートで攻撃力の拡充を。 

サイクロプス Ll7 L34 

L5 ティタナクロプス + SK クロプシー 
+ GI ウラブネーク 

+ GL クログプート 

し9 クレアボワンス + SL スリクプス 
+ GA リクプゴス 

+ GB プリプラー 

し13 アルゴス + DR ゴアクロブス 
+ 0R ゴアクオード 

+ AS スインプラー 

GA:ガーゴイルGB:ゴブリンOR :オークDR:ドラゴンニュートSK :スケルトンGI : G.スネーク 
GL:ゴーレムCY:サイクロプスHA:ハーピィSL:スライムAS:A.スフィンクスMl:ミノタウロス 

スケルトンとの合体は、道具作成の特性が加わり、さらに防御が安定するの 

が最大の魅力。魔法や特殊攻撃ではほとんどメリットはないが、弱点の補強の 

意味でこれがまず妥当な線。レベル34でも大した成長は望めないが、根気よく 

魔法を使っていれば遠からずG .スネークのピュアも覚えるだろう。 

スライムとの合体には、魅力がほとんどない。ただレベル34に達したときに 

ゴブリンを相手に選ぶことで、前項のスケルトンを上回る完璧な防御を獲得で 

きる。もう一方のガーゴイルは、飛行や道具作成、間接攻撃の魔法などが備わ 

るが、ありがた味は薄いだろ今.& 

ドラゴンニュートとの合体は、飛行能力のほか、魔法や特殊攻撃の拡充が期 

待できるが、防御面は現状のまま。ちょっともの足りない感じが残る。もっと 

も、レベル34ではオークの完璧な防御力を身につけられるのが強み。A.スフ 

インクスの方は、若干の魔法のバリエーシ3ンが増すだけで、魅力は乏しい。 
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八ーピイ 
初期値 

体力（HP) 20 

魔力（MP)15 

防御力 30' 

攻撃力 30 

気力 10 

悪運 5 

敏捷性 15 

ブレイン指数（％) 

好奇心 25 

殺戮度 15 

自己顕示欲 15 

残酷度 30 

理解力 15 

活 動昼間 

武 器X 

防 具X 

特 性飛行 

魔 法ノーイ（魔L1)、ネア（魔L4)、ニナ（魔L8) 

特殊攻擊ウイングカッター、ビーストボイス 

特殊防御ウイングストーム（防L1)、フェザーストーム（防L9) 

装備武器なし 

装備防具なし 
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飛行能力を備える昼間活動モンスター。武器、防具ともまったく使えないた 

め、やはり防御が問題となる。間接攻撃の魔法ノーイを有効に使いたい。特殊 

攻撃では全体攻撃のきくビーストボイスの最強版バンシーボイスが魅力だが、 

ゲーム後半ではあまり効果が望めないだろう。 

S3 
迷わずゴブリンで防御を補強したい。 

ハーピィ U7 し34 

し5 グレートハーピィ + AS イーパクス 
+ CY パクロクース 

+ SK イスケルパ 

し9 グリフオン + GI パスネーク 
+ GA パラゴネル 

+ 0R パネオルガ 

L 13 フェニックス + GB ハブリン 
+ GL ハブゴレム 

+ GI リブネード 

GA:ガーゴイルGB:ゴブリンOR :オークDR:ドラゴンニュートSK:スケルトンGI : G■スネーク 
GL:ゴーレムCY:サイクロブスHA:ハービィSL:スライムAS:A.スフィンクスMl:ミノタウロス 

A •スフィンクスとの合体は、道具作成と治療魔法を含む魔法の強化が特徴 

になるが、あいかわらず防御の難がつきまとう,。レベル34で、スケルトンを選 

ベば防御に不安はなくなるものの、キラの魔法を得ないかぎり、接近戦以外の 

攻撃力の貧困さはぬぐえないだろう。反対に、.サイクロプスの方は防備が手薄 

な分、攻撃が充実する。 

G •スネークとの合体は、やはり防御面が欠点。攻撃魔法のピュアの獲得も 

相当根気がいるので、まずメリ:ットはナシとみる方が無難だ。レベル34になれ 

ば、オークの完璧な防御が得られるが、それまで丸腰で持ちこたえるのは結構 

つらいはず。なお、ガーゴイルを選ぶのは、終生無防備を貫く形になり、これ 

はイバラの道といえる。 

ゴブリンとの合体では、攻撃面でのメリットは皆無ながら、完璧な防御が目 

玉。まずこれを選択して間違いになることはない。惜しむらくは、レベル34に 

なる感激が薄いことだ。 



スライム 

初期値 

体力（HP) 

魔力（MP) 

防御力 

攻擊力 

気力 

悪運 

敏捷性 13 

ブレイン指数（％) 

好奇心 40 

殺戮度 20 

自己顕示欲 10 

残酷度 20 

理解力 10 

活 動随時 

武 器次 

防 具X 

特性マヒ無効•火に弱い.武器防御 

魔法デカダン（魔L1)、ピド（魔L 

(魔L 8)、ルサリ（魔L12) 

特殊攻擊ボルトシ，ック、セルショット 

特殊防御アシッドプロテクト（防L1) 

装備武器なし 

装備防具なし 



武器防御の特性を備える随時活動モンスター。武器、防具とも使えず、魔法 

もあまり期侍できないが、特殊能力で遠距離攻撃ができるセルジ3ットはゲー 

ム序盤で役に立つはず。魔法では、ピンウッド（ダンジョン脱出）を覚えてお 

きたいが、修得までは結構根気がいる。また、武器防御の特性を持つとはいえ、 

ゲーム後半ではやはり防御が課題となる。 

なお、ブレイン指数の好奇心40%は、序盤のイベントに関係する。 

手堅いゴブリンか、攻擊重視のサイクロブスか。 

スライム Ll7 L—3—4 

L5 I ブラックプティング + GB ブリームス 
+ GL ブリーグド 

+ DR プリムゴン 

し9 グレイウーズ + CY サムロプス 
+ SK アムレプス 

+ HA ロアサーピ 

し13 シヤンプルマウンド + GA スリムイル 
+ AS リムスヒーク 

+ GL スリグレード 

GA:ガーゴイルGB:ゴブリンOR :オークDR:ドラゴンニュートSK :スケルトンGM G.スネーク 
GL:ゴーレムCY:サイクロプスHA:ハーピィSL:スライムAS:A.スフィンクスMl:ミノタウロス 

ゴブリンとの合体は、ヮナ外しや武器•防具作成の特性に加え、何といって 

も完璧な防御力が魅力。レベル34でドラゴンニュートを選べば攻撃にも幅がで 

き、申し分のないモンスターとなる。 

サイクロプスとの合体は、防御をジャイアントメイルで間に合わせ、いち早 

く攻撃力を得ようという人向き。記憶力のおまけもある。レベル34になれば、 

スケルトンの防御力も期侍できるので、パーティによっては実戦的な選択にな 

るだろう。 

ガーゴイルとの合体は、防御を放棄した格好になり、あま'りおすすめできな 

い。道具作成や飛行などの特性がどうしても必要という、のっぴきならない事 

情がないかぎり、この合体はデメリットが大きすぎる。レベル34の合体のメリ 

ットもほとんどない。 
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A-スフィンクス 

武器X 

防具X 

特 性道具作成.記憶力 

魔 法シヱルキー（魔L1)、デカダン（魔L1)、イレーヌ（魔L4)、 

キラ（魔L 8 )、，べク（魔L12 ) 

特殊攻擊ダークフォッグ、ビーストボイス 

特殊防御スティールボディ（防L1) 

装備武器なし 

装備防具なし 
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モンスターの章 

道具作成と、便利な記憶力の特性を備えるサルバンの破砕日活動のモンスタ 

-〇武器、防具とも使えず、体カアップと防御が大きな課題となる。魔法は、 

治療、攻撃、防御とバランスが取れているものの、攻撃魔法のキラを覚えるま 

でがひと苦労する。一方、特殊攻撃はゲーム後半までは頼りになる。 

なお、ブレイン指数の理解力30%は序盤のイベントに関係するが、他のパー 

ティがすでに解決しているか もしれない。 

防御の安定でオークが本命。スライムは最悪/ 

A•スフインクス 1_- 
L34 

L5 スフインクス + DR フイラゴン 
+ GB フイラグリン 

+ GI ,ラゴネーグ 

し9 マンテイコア + 0R スインゴーア 
+ SK ケルゴーア 

+ GL レリゴリム 

L 13 キマイラ + SL スクリム 
+ CY クロサロップ 

+ SK ミルノラス 

GA:ガーゴイルGB:ゴブリンOR :オークDR:ドラゴンニュートSK:スケルトンGI : G.スネーク 
GL:ゴーレムCY:サイクロプスHA:ハーピィSL:スライムAS:A.スフィンクスMl:ミノタウロス 

ドラゴンニュートとの合体では、攻撃の幅が広がるものの、防御が最大の欠 

点《防具の不備を背負いながらでは、せっかくの攻撃力が活かし切れない危険 

がある。レベル34でゴブリンを選択すれば防御も完璧になり、完成度の高いモ 

ンスターになるが、それまでに相当の苦行を覚悟する必要がある。 

オークとの合体は、防御が安定し、ワナ外しのおまけもある無難な選択。ま 

だ修得していなければキラのマスターに専念する余裕も生まれる。レベル34で 

の合体に旨味はないが、ゴーレムの方がややノ、•ランスがよさそうだ。 

スライムとの合体は、3つの中で最悪の選択になる。あえてメリットを探せ 

ば、ダンジョン脱出の魔法ピンウッドの獲得といったところ。レベル34になれ 

ば防御力が得られるとはいえ、それなら最初からドラゴンニュートを選んだ方 

がマシ。 
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5 ノタウロス 
初期値 

体力（HP) 20 

魔力（MP)1〇 

防御力 35 

攻撃力 35 

気力 10 

悪運 8 

敏捷性 10 

ブレイン指数（％) 

好奇心 5 

殺戮度 35 

自己顕示欲 15 

残酷度 30 

理解力 15 

活 動随時 

武 器A 

防 具厶 

特 性道具作成•記憶力 

魔 法ジャギ（魔L1)、ザキ（魔L1)、マホネッド（魔L4hラープ（魔 

L 8)、クレーパ（魔L12) 

特殊攻擊，/ぐ脅フ_ァローホーン 

特殊防御なし 

装備武器アックス系，スピア系 

装備防具ジャイアントメイル 
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モンスターの章 

武器•防具作成に、千里眼の便利な特性を備える随時活動型モンスター。武 

器、防具とも若干装備でき、アックス系の武器を持つとダメージが5割増しに 

なるのが特徴。サイクロプス同様、3万ジンのジャイアントメイルを手にする 

まで防御面の不備があるが、ひたすら体カアップでカバーする。また、特殊攻 

撃はありきたりなものだが、魔法は強力。初期からジャギを使えるため、魔法 

の経験も見る見る上がってい<a最強魔法クレーパ獲得後の中盤戦では、頼り 

すぎに気をつけたい。 

レベル17ではスケルトンが無難。レベル34以降は、他の2種族の方が上だ。 

ミノタウロス Ll7 L34 

し5 ハンババ + DR ソルトオーグ 
+ 0R グロトーカ 

+ CY スポトラド 

し9 ゴーゴン + SK トルケルス 
+ GA ルクトゲル 

+ GI スネクレツト 

L 13 D.ゴーゴン + HA ルトァープ 
+ GB トアーブリン 

+ AS エストルップ 

GA:ガーゴイルGB:ゴブリンOR:オークDR:ドラゴンニュートSK:スケルトンGI : G.スネーク 
GL:ゴーレムCY:サイクロプスHA:ハーピィSL:スライムAS:A.スフィンクスMl:ミノタウロス 

ドラゴンニュートとの合体は、特殊攻撃の強化など攻撃の幅の広がりが特徴。 

ただ、防具は現状のままなので、防御に一抹の不安が残る。レベル34になって 

オークと合体すれば、完璧な戦闘マシーンとなる。 

スケルトンとの合体では、ダンジ.ヨン脱出の魔法ピンウッドの獲得が濃厚に 

なり、防備も十分に整う。最も無難な選択といえるだろう。ただし、攻撃力の 

充実は望み薄。レベル34になれば、ガーゴイルの間接魔法などで、攻撃魔法が 

一層多彩になる。 

ハーピィとの合体は、ドラゴンニュートとの合体によく似ているが、間接攻 

撃の魔法が強化される点が唯一の特徴だ&当然、防御がいくぶん手薄になり、 

特殊攻撃にもそれほどありがた味はない。レベル34になると、ゴブリンの防御 

力を得て、多彩な間接攻撃魔法も備える八ランスのよいモンスターになる。 
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『ラスト八ルマゲドン』ではモンスターが主役なので、敵はエイリアン 

と総称される。エイリアンは150種あり、ここではおおまかな出現場所 

に分けて並べてある。巻末にはアイウエオ順の一覧も載せているので、 

名前で調べたいと吉はそちらを参照する方が便利だろラ。 

一般にエイリアンの能力および性質は、生命力（HP)、攻撃力、防 

御力、敏捷性、出現数、ジンの6つのパラメータで表され、このほか 

毒を持っていたり、マヒしないなどの特殊能力がある。通常のRPG 

によくある経験値のパラメータはなく、モンスターのパラメータの項 

でも触れたように、モンスターが与えたダメージ量とエイリアンの生 

命力で代用されている。このため、生命力が高く、他のパラメータが 

低いエイリアンが、経験値の面ではボーナスキャラクタということに 

なる。 

一方、獲得ジンはプレイヤーの戦い方に大吉く影響される。例えば、 

特殊攻撃や攻撃魔法で倒した場合はほとんどジンは得られない。反対 

に接近攻撃で倒すのは奨励ジンが与えられる。ここでは、第1部に登 

場するエイリアンに関してだけ、基準となるジンの額を掲載したが、 

戦闘法によって実際の獲得額は変わるので、あくまでエイリアン間の 

相対的な目安として参照してほしい。 

戦闘では、最大4匹X前後2列で登場。後列の敵も攻擊してくるが、 

後列の敵に対して接近攻撃した場合は(もちろん前列の敵を倒した後)、 

どんなに貧弱な攻擊であっても必ず一擊でシトメられる（まさか昍版 

だけではないと思ラが……)。この仕組みを覚えておくと戦闘の際に役 

立つだろラ。 











ザレス 
生命力：120 攻撃力： 66 

防御力： 58 敏捷性： 21 

出現数：1~8 ジン： 89 

宇宙船のエリア、その北部および中東部に出現。 

集団で襲づてきて、打たれ強い。 

ルチェイフ 
生命力： 92 攻撃力： 78 

防御力： 82 敏捷性： 20 

出現数:1-2 ジン：120 

宇宙船のエリア、中東部に出現。レベル3のエ 

イリアンとしては、組みしやすい部類。 

サムシン 
生命力：110 攻撃力：105 

防御力： 94 敏捷性： 5 

出現数：1~3 ジン：140 

宇宙船のエリアをはじめ、その北部および中東 

部に出現。HP、攻撃力、防御力はそこそこ。 

キュアー 
生命力： 65 攻撃力：125 

防御力：105 敏捷性： 43 

出現数：1~2 ジン：110 特性：催眠攻撃 

宇宙船のエリアをはじめ、北部から中東部にか 

けて幅広く出没。催眠攻撃がィャラシィ。 



リアンの章 

ジヨゲルド 
生命力： 75 攻撃力： 38 

防御力： 230 敏捷性： 90 

出現数：1 ジン： 380 

宇宙船のエリアおよび東部海岸沿い！ 

現。動きの素早さと、防御の堅さが牛 

フェライノレ 
生命力： 22 攻撃力： 250 

防御力：170 敏捷性： 55 

出現数：1 ジン： 340 

宇宙船のェリアをはじめ、その北部 

部に出現。攻撃力はこのクラス最大。 

ドガー 
生命力：140 攻撃力： 210 

防御力：115 敏捷性： 80 

出現数：1〜3 ジン： 400 

宇宙船ェリアにのみ出現。HP、攻 

性とも高く、宇宙船付近の守備隊長。 

生命力： 80 攻撃力：130 

防御力：100 敏捷性： 32 

出現数：1~4 ジン： 210 

宇宙船のエリアをはじめとして、中: 

レベル3_としては平均的な力量。 

■Jユタイラ 





ミミュール 
生命力： 420 攻撃力： 800 

防御力： 620 敏捷性： 85 

出現数：1 ジン： 800 特性：毒無効 

南部一帯に出現。バランスのいいタイプ》ただ 

し、毒の攻撃は無効。 

ブトバリスク 
生命力： 500 攻撃力：110 

防御力： 2500 敏捷性： 5 

出現数:1-2 ジン：1500 

南西の一角をのぞく南部一帯に出没する難敵。 

接近攻撃より、魔法や特殊能力に頼るのが無難。 

ギンデム 
生命力： 760 攻撃力：1100 

防御力：1600 敏捷性： 98 

出現数：1 ジン： 2000 

戻.らずの塔近辺にのみ出現。地上最強。すべて 

に穴がなく、塔内の上層部に匹敵する力。 



コ^ールドスリ^ーフル^ーム 

ランドメカ 
生命力： 82 攻撃力： 94 

防御力：105 敏捷性： 22 

出現数：1~3 ジン： 0 

ルーム内にのみ出現。ロボットタイプでジンを 

得られない。特殊能力を磨くための練習台。 

クルト 
生命力： 65 攻撃力：124 

防御力： 58 敏捷性： 30 

出現数：1〜2 ジン：110 特性：マヒ攻撃 

ルーム内では唯一の非ロボットタイプ。_ただし、 

マヒの攻撃を持っているので要注意。 

ノフスト5 

生命力： 76 攻撃力： 200 

防御力： 35 敏捷性： 20 

出現数：1〜3 ジン： 0 

ルーム内に出没するものの中では最強の攻撃力 

をもつ。ロボットタイプ。 
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ドウエン 
生命力： 740 攻撃力： 620 

防御力： 770 敏捷性： 42 

出現数:1~2 ジン：1400 

3、 4、5階に出没する周回型エイリアン。攻守 

のバランスは良いが、あまり威圧感はない。 

スパロッソ 
生命力： 650 攻撃力： 950 

防御力： 820 敏捷性： 42 

出現数：1~3 ジン： 2100 

4階に出現。これと:いった特徴が感じられず、 

印象の薄いエイリアン。 

フォ□ン 
生命力： 780 攻撃力： 340 

防御力： 970 敏捷性： 35 

出現数:1~2 ジン：1800 特性：無言無効 

4階に出現。生命力と防御力が比較的高めだが、 

攻撃力が小さい。 

キャメ1」ァ 
生命力： 990 攻撃力： 680 

防御力：1500 敏捷性： 39 

出現数：1~2 ジン：1900 

4、 5、6階に出没。塔内屈指の防御力を持ち、 

生命力も高く.、倒すのに骨が折れる。 







ボルチェ 
生命力：10.50 攻撃力：1280 

防御力：1350 敏捷性： 50 

出現数：1 ジン： 3500 

7階に出現。塔内最強だが、単独で現れるので、 

格段の強さは感じない。 

第2咅U 

ドバズ 
生命力： 920 攻撃力： 420 

防御力： 690 敏捷性： 59 

出現数：1~3 ジン：* 

海岸地帯を中心に出没。第2部では最も弱いェ 

イリアン。 

ビツボイト 
生命力： 570 攻撃力： 880 

防御力： 700 敏捷性： 51 

出現数：1 ジン：* 特性：水の攻撃 

第2部で出現するェイリアンでは最弱の部類に 

属するが、水の攻撃がある点だけは要注意。 

















エイリアンの章 

レーブー 
生命力： 970 攻撃力： 770 

防御力：1090 敏捷性： 84 

出現数：1~2 ジン：* 

機敏で、：かつ防御力もそこそこ備えている。 

クェル 
生命力： 980 攻撃力：1020 

防御力： 860 敏捷性：18 

出現数：1 一2 ジン：* 

攻撃力が高い。 

ザイラー 
生命力： 890 攻撃力： 790 

防御力：1210 敏捷性： 52 

出現数：1 ジン：* 

防御の固さが自慢のエイリアン。 

クロノス 
生命力： 860 攻撃力： 920 

防御力：1090 敏捷性： 75 

出現数：1 ジン：* 特性：発狂攻撃 

発狂攻撃を備えている。 

75 





エイリアンの章 

ラリアンキーパ 
生命力： 840 攻撃力：1080 

防御力： 990 敏捷性： 82 

出現数：1 ジン：* 

強力な攻撃力を備え、動きもなかなか機敏。生 

命力は低い。 

ジゴン 
生命力： 790 攻撃力： 980 

P方御力：1190 敏捷性： 58 

出現数：1 ジン：* 

HPの少なさを防御力でカバーLている。 

ウィUッヒ 
生命力： 920 攻撃力： 995 

防御力：1020 敏捷性： 92 

出現数：卜4 ジン：* 

敏捷で多数出現するうえ、攻守ともまとまって 

いる難敵。 

ブエル 
生命力： 820 攻撃力： 920 

防御力：1210 敏捷性： 83 

出現数：1 ジン：* 特性：火に弱い 

防御力は高いが、火に弱いのが狙い目。 
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エルフォード 
生命力： 940 攻撃力：1005 

防御力： 950 敏捷性： 56 

出現数：1-2 ジン：* 

〇ポットタイプ。攻撃力はいくぶん高いが、H 

Pが小さい。 

ダストボンバー 
生命力：1240 攻撃力：1017 

防御力： 755 敏捷性： 40 

出現数：1 ジン：* 

所内のエイリアンで最高の生命力。攻撃力も最 

高だが、動きの遅さが弱,ロボットタイプ。 

ギーアンプ 
生命力：1015 攻撃力： 985 

防御力： 830 敏捷性： 58 

出現数：1 ジン：* 

ロボットタイプ。最も高い敏捷性を備えている。 



エイリアンの章 

フアンタジーラン 

クレリック（竿） 
生命力：1340 攻擊力：1018 

防御力：1090 敏捷性： 60 

出現数：1~2 ジン：* 

女の僧侶ロボット。攻守とも高い能力値を持ち、 

強敵。 

シーフ（W) 

生命力： 960 攻撃力：1021 

防御力： 825 敏捷性： 55 

出現数：1~3 ジン：* 

男の盗賊ロボット。数は多いが、生命力は最も 

低ぃ。 

ナイト⑻ 
生命力：1139 攻撃力： 890 

防御力： 830 敏捷性： 90 

出現数：1~2 ジン：* 

男の騎士ロボット。女版に比べてすべての点で 

劣っているが、実戦では違いは感じられない。 





フアイター(cf) 

男の戦士口傘ット。敏捷で、H Pもなか 

ガーデイアン（早) 
生命力： 975 攻撃力： 972 

防御力：1040 敏捷性： 56 

ファンタジーランドの城内の女の番兵口: 

生命力 1144 攻撃力： 960 

防御力 950 敏捷性： 90 

出現数 

出現数：1~3 

ウイザード⑻ 
生命力：1016 攻撃力：1019 

防御力： 855 敏捷性： 50 

出現数：1 ジン：* 特性：石化： 

魔術師ロポット。石化攻撃を持ってい 

生命力：1380 攻撃力：1010 

敏捷性： 95 

動きも速い。単独で現れるのが救い。 

防御力： 940 

出現数：1 



ガーディアン(c/0 
生命力：1242 攻撃力： 980 

防御力： 755 敏捷性： 80 

出現数:1~3 ジン：* 特性：火の攻撃 

ファンタジーランドの城内の男の番兵ロボット。 

HPが高く、火の攻撃がある。 

デイフIンダー（ダ） 
生命力：1140 攻撃力： 982 

防御力： 935 敏捷性： 41 

出現数:1~2 ジン：* 

ファンタジーランドの城内の衛兵ロボット。動 

きが遅い。 

デイフヱンダー（早） 
生命力： 985 攻撃力：1015 

防御力： 825 敏捷性： 90 

出現数：1 ジン：* 特性：毒の攻撃 

ファンタジーランドの城内に出現する女の衛兵 

ロボット。敏捷で、毒の攻撃がある。 



司令塔 

ガラ 
生命力：1250 攻撃力： 899 

防御力：1100 敏捷性： 80 

出現数：1~2 ジン：* 

1階に出現。塔内随一の生命力で、動きも敏捷。 

塔内では相当の難物。 

ユぺ 
生命力：1020 攻撃力： 920 

防御力： 840 敏捷性： 90 

出現数：1〜4 ジン：* 

1階に出現。敏捷な上、出現数が多いので始末 

が悪い。 

スヵデリ 
生命力： 991 攻撃力： 979 

防御力： 790 敏捷性： 40 

出現数：1 ジン：* 特性：無言攻撃 

1階に出現。力量そのものは塔内でも最低の部 

類だが、無言攻撃を持っている。 
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シラデネ 
生命力：1154 攻撃力： 940 

防御力： 841 敏捷性： 68 

出現数：1 ジン：* 

3階に出現。 

エレギ 
生命力： 988 攻撃力： 964 

防御力： 755 敏捷性： 80 

出現数：1~3 ジン：* 

3階に出現。動きが比較的素早いが、戻らずの 

塔中層クラスの強さB 

タキシオーデ 
生命力：1142 攻撃力： 865 

防御力：1070 敏捷性：SS 

出現数：1~3 ジン：* 

3階に出現。 

ブッシュ 
生命力：1220 攻撃力： 820 

防御力： 950 敏捷性： 40 

出現数：1〜4 ジン：* 

3階に出現。生命力が高く、出現数が多いとき 

は面倒だ。 



生命力： 986 攻撃力： 880 

防御力：1090 敏捷性： 60 

出現数：1~3 ジン：* 

4階に出現。エイリアンもいよいよか、の印象。 

ダツチヨ厶 
生命力：1027 攻撃力：1020 

防御力： 845 敏捷性： 89 

出現数：1-2. ジン：* 

特性：石化無効 

4階に出現。敏捷で、石化攻撃は無効c 

ズルホゼ 
生命力：1210 攻撃力： 972 

防御力： 950 敏捷性： 74 

出現数：1〜3 ジン：* 

4階に出現。HPが高く、手間のかかる相手。 

ビロット 

生命力： 987 攻撃力： 987 

防御力： 971 敏捷性：!50 

出現数：1~3 ジン：* 

4階に出現。これが最上階を固めるエイリアン 

ボップ 



ゼルボ 
生命力：1120 攻撃力： 9.45 

防御力： 795 敏捷性： 45 

出現数：1~2 ジン：* 

4階に出現。特徴なしs 







rラスト八ルマゲドン』の特徴の一つは、町や店がないことだ。多くの 

RPG同様、多数の武器や防具、アイテムが登場するが、武器•防具作 

成や道具作成の特性を持つモンスターがそのほとんどを作り出してし 

まう。ただアイテム作成には、エイリアンを倒して得られるジンが必 

要で、アイテム毎にその消費量が決っている。このため、モンスター 

を倒して金を得てよりよい武器を買ラといろ、ふつラのRPGと何ら変 

わりはないが、「武器やアイテムを買ろために町へ帰る」といラ手続さ 

は、良くも悪くも、まったく不用になっている。 

武器はE5種あり、この5ち遠距離用武器は、装備しなくても持って 

いるだけで戦闘時に利用で去る。タネを明かしてしまえば、近距離用 

の武器はいずれ最強のアゾット剣を手に入れることになるので、無理 

して高価なものを作らない方が賢明だ。 

防具は20種。ヨロイ、盾（シールド）、カブト（ヘルメット）、コテ 

(ガントレット)、マントに分けられ、それぞれ1つずつ装備で吉る。 

このゲームでは、武器、防具とも比較的小さい価格差で設定されて 

いるため、いま作るか、次のアイテムまで待つかが結構悩ましい。こ 

とに店がないためアイテムの下取りがなく、余った物は捨てるしかな 

いので、細かい買い換えは不利。また、武器、防具とも装備できるモ 

ンスターは限られているので、章末に載せた装備表（マニュアルの一 

部にある誤りを訂正してある）を参照して、誤って作成しないよ5十 

分注意してほしい。 

その他のアイテムは全81種。攻撃、防御、治療の3タイプのほか、 

エイリアンからしか得られない特殊アイテムがある。前者には3段階 

の効果と名前がある。 





ストーンクラブ 
効果量： 20 必要ジン： 2,000 

装備可能モンスター：オーク、ゴーレム、サイクロプス 

石のこX棒。ゴーレムやサイクロプスが使用できる武器としては最も安価。 

サイクロプスが使う場合は効果が5割増しになる。 

アイアンクラブ 
効果量： 40 必要ジン： 5,000 

装備可能モンスター：ゴーレム、サイクロプス 

鉄のこん棒。ストーンクラブ•の改良型。サイクロプスが使う場合の効果は5 

割増し。 

ワイルドクラブ 
効果量：120 必要ジン： 30, 000 

装備可能モンスター：ゴーレム、サイクロプス 

アゾット剣をのぞいて、ゴーレムやサイクロプスが使用できる武器と.しては 

最強。サイクロプスが使う場合の効果は5割増し. 

マツドアツクス 
効果量：15 必要ジン：1，000 

装備可能モンスター：ゴブリン、オーク、スケルトン、ミノタウロス 

斧。ミノタウロスが使用できる武器としては最も安価。コストパフォーマン 

スもよ10 0 0のジンで作成できるものとしt_は、最高の攻撃効果がある。 

ミノタウロスが使う場合は効果が5割増しになる。 

ウォーアツクス 
効果量： 50 必要ジン： 6,000 

装備可能モンスター：ゴブリン、オーク、スケルトン、ミノタウロス 

マッドアックスの改良型。やはりコストパフォーマンスが高く、同ランクの 

武器としては最も効率がいい。ミノタウロスが使う場合の効果は5割増し。 



サタンアツクス 
効果量：120 必要ジン： 30,000 

装備可能モンスター：ミノタウロス 

斧の類では最強。ただし、ミノタウロスのみ使用可能で、その効果は5割増 

し。 

メガ八ンマー 
効果量：10 必要ジン：1，000 

装備可能モンスター：ゴブリン、オーク、スケルトン 

金槌。同タイプの中では最も安価だが、マッドアツクスの方が効果が高い。 

ブルソードとは効果も必要ジンもまったく同等。 

ヘル八ンマー 
効果量： 25 必要ジン： 2,000 

装備可能モンスター：ゴブリン、オーク、スケルトン 

メガハンマーの改良型。かなりコストパフォーマンスが高く>予算が2 0 0 

0ジンなら迷わずこれを使いたい。 

ゴーストサイズ 
効果量： 40 必要ジン： 5, 000 

装備可能モンスター：ゴブリン、オーク、スケルトン 

鎌。ブレイクソードを作るよりは効果が高い。 

バトルスピアー 
効果量： 20 必要ジン： 3,000 

装備可能モンスター:ゴブリン、オーク、スケルトン、ミノタウロス 

槍。必要ジンの割には効果量はイマイチ。ミノタウロスが使えるものとして 

は、2番目に安価な武器。 
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ダークスピアー 
効果量： 40 必要ジン： 6,000 

装備可能モンスター：ゴブリン、オーク、スケルトン、ミノタウロス 

パトルスピアーの改良型。もっとも、これを作って使うのなら、ウォーアッ 

クスの方がはるかに効率がいい。 

アサシンダガー 
効果量： 3 必要ジン：100 

装備可能モンスター：ガーゴイル、ゴブリン、オーク、スケルトン 

短剣。武器としては最も弱いが、コストハ°フォーマンスは抜群。 

キラーソード 
効果量： 6 必要ジン： 500 

装備可能モンスタ—：ガーゴイル、ゴブリン、オーク、スケルトン 

細身の剣。アサシンダガーの倍の効果量がある。 

ブルソード 
効果量：10 必要ジン：1, 000 

装備可能モンスター：ガーゴイル、ゴブリン、オーク、スケルトン 

いわゆるロングソード（長剣〉。た;.だし、効果量はマッドアックスの方が上。 

ブレイクソード 
効果量： 30 必要ジン： 5,000 

装備可能モンスター：ガーゴイル、ゴブリン、才ーク、スケルトン 

ブルダードの改良型。同じジンを使うなら、ゴーストサイズの方が効果的。 



ブラッドソード 
効果量： 50 要ジン：10,000 

装備可能モンスター：ガーゴイル、ゴブリン、オーク、スケルトン 

ブレイクソードの改良型。ただし、剣ということ.でボッている感じで、同:& 

効果量ならウォーアックスの方が4000ジンも安い。 

デスソード 
効果量：120 必要ジン： 30,000 

装備可能モンスター：スケルトン 

スケルトンのみ使用可能。サタンアックスとまっ.た_ く等価。 

アークソード 
効果量：150 必要ジン： 40, 000 

装備可能モンスター:ガーゴイル、ゴブリン、オーク、スケルトン 

ジンで作成できる武器としては、シルバーソード1.2ついで2番目に強力。ス 

ケルトンのいるパーティでは、アゾット剣をのぞいて最強の武器になる。 

シルバーソード 
効果量：170 必要ジン： 50,000 

装備可能モンスター：ガーゴイル、ゴブリン、オーク 

ジンで作成できる武器としては最強。ただしスケルトンと一緒のパーティ 

では装備できないので注意を要する。 

八イドソード 
効果量： 20 必要ジン： 3,000 

装備可能モンスター：ゴプリン、オーク 

小型の剣。ガントレットがなければ装着できない。 
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イビルスタッフ 
効果量：10 必要ジン：10,000 

装備可能モンスター：ゴブリン、オーク 

魔法の杖。それ自体の攻撃効果は小さいが、攻撃魔法の効果を5 0 %高める。 

マーダーボウ 
効果量：10 必要ジン： 3,000 

装備可能モンスター：ゴブリン、オーク、スケルトン 

%遠隔の敵を攻撃できるのが特徴。装備不用。 

クラッシュボウ 
効果量： 40 必要ジン： 8,000 

装備可能モンスター：ゴブリン、オーク、スケルトン 

遠隔の敵を攻撃できるマーダーボウの改良型。同種の武器の中ではコストパ 

フォーマンスは最高。装備不用。 

ボルトラッシュ 
効果量：120 必要ジン： 50, 000 

装備可能モンスター：スケルトン 

遠隔の敵を攻撃できる武器としては最強。スケルトンのみ使用可能。装備不 

用。 

アゾット剣 
効果量： 250 必要ジン：一_ 

装備可能モンスター：全モンスター 

全種族が利用できる最強の武器。1モンスター毎に1本づつ所持できる。た 

だし、モンスターが死ぬとそのアゾ々卜剣は消滅する。 
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ビーストアーマー 
効果量：10 必要ジン： 500 

装備可能モンスター：ゴブリン、オーク、スケルトン 

最も安価なョロイ。 

ウォリアーアーマー 

効果量： 20 必要ジン：1，000 

装備可能モンスター：ブブ■リン、オーク、スケルトン 

ビーストアーマーの改良型。カブトや盾に比べると、同じジンで倍の防御効 

果がある。 

クラストアーマー 

効果量： 30 必要ジン： 2,000 

装備可能モンスター：ゴブリン、オーク、スケルトン 

ウォーリアーアーマーの改良型。コストパフォーマンスはそれほど悪くはな 

いが、ウォーリアーアーマーを持っていてこのアーマーに乗り換えるつもりな 

ら■、.最も安いへルメットとシールドをそろえた方が防御力も高い。 

二ードルアーマー 
効果量： 50 必要ジン： 5,000 

装備可能モンスタ—：ゴブリン、オーク、スケルトン 

スケルトンが使える中級アーマーとしては最高の品。 

ゲイルアーマー 
効果量： 80 必要ジン：10,000 

装備可能モンスター：オーク 

オークのみ装着可能。 



バルキ1Jーアーマー 
効果量：100 必要ジン： 2_0, 000 

装備可能モンスター：ゴブリン、オーク 

中上級のアーマー。できれぱ高級品を入手できるまで作り控えたいが- 

ジャイアントメイル 
効果量：100 必要ジン： 30, 000 

装備可能モンスター：サイクロブス、ミノタウロス 

サイクロブスおよびミノタウロスが唯一装備できるヨロイ。 

ブラックアーマー 
効果量：120 必要ジン： 50, 000 

装備可能モンスター：ゴブリン、オーク 

一歩歩く毎に1HP体力が回復するヨロイ。コストパフォーマンスは最低。 

バロールアーマー 
効果量：150 必要ジン： 60, 000 

装備可能モンスター：ゴブリン、オーク、スケルトン 

エイリアンの石化攻撃などの特殊攻撃を防ぐヨロイ。 

ベルゼブアーマー 
効果量：180 必要ジン： 70, 000 

装備可能モンスター：ゴブリン、オーク、スケルトン 

最強のヨロイ。 
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バーサーカーヘルム 
効果量：10 必要ジン：1,000 

装備可能モンスター：ゴブリン、オーク 

最も安価なカブト。 

ダークナイトヘルム 
効果量： 20 必要ジン： 2,000 

装備可能モンスター：ゴブリン、オーク 

バーサーカーヘルムの改良型。コストノフォーマンスはバーサーカーヘルム 

と同等。 

マーズヘルム 
効果量： 30 必要ジン： 5,000 

装備可能モンスター：ゴブリン、オーク 

最強のへルメット。 

バンデッドシールド 
効果量：10 必要ジン：1,000 

装備可能モンスター：ゴブリン、オーク、スケルトン 

最も安価な盾。 

シャドーシールド 
効果量： 30 必要ジン： 5,000 

装備可能モンスター：ゴブリン、オーク、スケルトン 

ハ*ンデッドシールドの改良型。 



ソルジャーシールド 
効果量： 50 必要ジン：10,000 

装備可能モンスター：ゴブリン、オーク、スケルトン 

シャドーシールドの改良型。 

八デスシールド 
効果量： 80 必要ジン： 30,000 

装備可能モンスター：ゴブリン、オーク、スケルトン 

最強の盾。 

ビランガントレツト 
効果量：15 必要ジン： 3,000 

装備可能モンスター：ゴブリン、オーク 

手を守るいわゆるコテ。ヨロイ、カブト、盾の類に比べて割高なので、それ 

らがそろってから使用した方がいいだろう。 

ローグガントレツト 
効果量： 30 必要ジン： 8,000 

装備可能モンスター：ゴプリン、オーク 

ビランガントレットの改良型。最強のコテ0 

ウイザードマント 
効果量： 0 必要ジン：10,000 

装備可能モンスター：ゴブリン、オーク、スケルトン 

通常の防御効果はまったくないが、エイリアンの石化攻撃などの特殊攻撃を 

防ぐ。 





アオイの繩[防御] 
効果：攻撃封じ 対象：敵全員 成功率：100% 

有効期間：戦闘中 ジン： 300 

敵の攻撃を前列の接近攻撃のみに封じる防御アイテム。経験値稼ぎのエイリ 

アンのベースキャンプ詣で（特にC> G有効。 

アスモデの絹[治療] 
効果：HP+MP回復 対象：味方全員 効果量： 250HP+MP 

ジン： 2,000 

HPとMPを複合治療する。かなり高価だが、ゲーム後半では便利。 

アベルの冠[治療] 
効果：マヒ治療 対象：味方個人 

成功率：100% ジン： 240 基本名：ヒルダの冠 

マヒの治療アイテム、ヒルダの冠の改良型。治療の失敗がないので、戦闘中 

の使用(こ向いている。コールドスリープルーム攻略時に携帯し'くと安心だ。 

アポルの像[治療] 
効果：石化治療 対象：味方個人 成功率：100% 

ジン： 360 基本名：へドパの像 

石化の治療アイテム、へドパの像の改良型。治療の失敗がないので、戦闘中 

の使用向き。 

アームシェル[特殊] 
効果：完全防御 対象：使用者 使用回数：無制限 

使用法：コマンド時 

瀕死のモンスターを保護する特殊アイテム。使用すると外界からのダメージ 

を受けない。対象が使用者である点に注意。. 
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アムスの玉[治療] 
効果：H P回復 対象：味方個人 効果量： 50H P 

ジン：180 基本名：ギゾマの玉 

度々お世話になるHPの治療アイテム。ギゾマの玉の改良型で、3倍のジン 

で5倍の効果がある。 

アモノの杖[攻撃] 
効果：石化攻撃 対象：敵全員 使用回数： 3回 

ジン：1，200 基本名：ヤコバの杖 

石化攻撃を浴びせるヤコバの杖の最強版。，ぺリムの杖の方がコストパフォー 

マンスがいいが、所持アイテム数に制限を感じている場合にメリットがある。 

アモラの瓶[治療] 
効果：解毒 対象：味方個人 成功率： 50% 

ジン：100 基本名：アモラの瓶 

最も安価な解毒の治療アイテム。ゲーム序盤ではたいへんお世話になるはず。 

エブソの石[防御] 
効果：石化防御 対象：味方全員 成功率：100% 

有効期間：戦闘中 ジン： 700 基本名：ベルカの石 

石化防御のアイテム、ベルカの石の最強版。高価だが、100%の防御効果で味 

方全員に作用するのが自慢。ザーガイカとの戦闘で使うのが普通だろう。 

オドロの宝[治療] 
効果：無言治療 対象：味方全員 成功率：100% 

ジン： 600 基本名：ベムザの星 

無言治療のアイテム、ベムザの星の最強版。戦闘中の非常時や、戦闘後に全 

員が無言状態のときに使用するメリットがあるが、まずめったに使わない。 



オルガの牙[攻撃] 
効果：毒攻撃 対象：敵個人 使用回数：1回 

ジン： 60 基本名：オルガの牙 

エイリアンを毒の状態にする攻撃アイテム。毒の効果自体が弱いので、あま 

り実戦で役に立たない。 

ガウロの霧[防御] 
効果：H P防御 対象：味方全員 効果量： 50HP 

有効期間：戦闘中 ジン： 500 基本名：レムダの霧 

敵からのダメージを減らす防御アイテム、レムダの霧の最強版。ゲーム後半 

では役に立っが、高いのが玉にキズ。 

ガズモの杯[攻撃] 
効果：催眠攻撃 対象：敵全員 使用回数： 3回 

ジン：1,000 基本名：マガダの杯 

催眠攻撃のアイテム、マガダの杯の最強版。戦闘では効果的だが、高価なの 

であまり実用的ではない。 

ガズルの宝[治療] 
効果：無言治療 対象：味方個人 成功率：100% 

ジン：180 基本名：ベムザの星 

無言状態の治療アイテム、ベムザの星の改良型。少々高ぜっくが、確実に回 

復するのが魅力。 

ガドの指輪[治療] 
効果：M P回復 対象：味方全員 効果量： 50MP 

ジン： 600 基本名：ドラの指輪 

MPの治療アイテム、ドラの指輪の最強版。改良型のゼルの指輪に比べてか 

なり高価なので、味方全員を治したいときのみメリットがある。 
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ガルダの箱[治療] 
効果：発狂治療 対象：味方個人 成功率： 50% 

ジン： 80 基本名：ガルダの箱 

発狂状態を治療する最も安価なアイテム。発狂解除の魔法のないパーティで、 

宇宙船を攻略するときには、お世話になるはず。 

ガンマの瞳[防御] 
効果：無言防御 対象：味方個人 成功率： 67% 

有効期間： 3夕ーン ジン： 40 基本名：ガンマの瞳 

敵からの無言の状態攻撃を防御する。盡fc魔法に頼るパーティが、戻らずの 

塔のウレデミに対したときに使用する。 

ギゾマの玉[治療] 
効果：H P回復 対象：味方個人 効果量：ioh P 

ジン： 60 基本名：ギゾマの玉 

H Pを治療する最も安価なアイテム。とにかくゲーム序盤では、頻繁にお世 

話になるはず（それにしても、こんなに頻度の高いアイテムがどうして道具作 

成の2枚目のメニ立一に出てくるんだろう。メニの順番が気に入らないナ）。 

ギヤツの針[攻撃] 
効果：マヒ攻撃 対象：敵全員 使用回数：1回 

ジン： 240 基本名：クレタの針 

マヒ攻撃を浴びせるクレタの針の改良版。クレタの針の3倍のジンを要する 

が、敵全員に作用するのが魅力。 

グーゾの瞳[防御] 

効果：無言防御 対象：味方全員 成功率：100% 

有効期間：戦闘中 ジン： 400 基本名：ガンマの瞳 

無言状態の防御アイテム、ガンマの瞳の最強版。戻らずの塔の対ウレデミ戦 

で多少役に立つくらいで、あまり使わないアイテム。 



グルナの油[防御] 
効果：毒防御 対象：味方個人 成功率： 67% 

有効期間： 3ターン ジン： 60 基本名：グルナの油 

序盤の脅威である毒を防御する。治療アイテムに比べて安価だが、効果にか 

なり制限があるので、案外使いK くい分 

クレタの針[攻撃] 
効果：マヒ攻撃 対象：敵個人 使用回数：1回 

ジン： 80 基本名：クレタの針 

敵をマヒ状態にする攻撃アイテム。対象は敵1匹ながら、安価でかなりの効 

き目を期侍できるので、序盤から中盤にかけては使い方次第で結構役に立つ。 

ケブノの灯[防御] 
効果：催眠防御 対象：味方全員 成功率：100% 

有効期間：戦闘中 ジン： 400 基本名：ラヒカの灯 

敵の催眠攻撃を防御するラヒカの灯の最強版。高価だが、エイリアンベース 

キャンプC辺り出没するキュアー対策には有効。 

ゲルスの瞳[防御] 
効果：無言防御 対象：味方個人 成功率：100% 

有効期間：戦闘中 ジン：120 基本名：ガンマの瞳 

無言攻撃に対する防御アイテム、ガンマの瞳の改良型。3倍の値段だが、防 

御効果が確実な点が自慢。 

ケルンの笛[防御] 

効果：逃走 対象：味方全員 成功率：100% 

ジン：160 基本名：一一 

戦闘から確実に逃げ出せる。ジンの余裕ができたら、..なんとなく1パーティ 

に1つは常備しておきたいアイテム。 



ゴアルの油[防御] 
効果：毒防御 対象：味方個人 成功率：100% 

有効期間：戦闘中 ジン：180 基本名：グルナの油 

毒の防御アイテム、グルナの油の改良型。値段は3倍だが、防御効果は確実。 

コグルの旗[防御] 
効果：マヒ防御 対象：味方個人 成功率：100% 

有効期間：戦闘中 ジン：150 基本名：ナムダの旗 

マヒ攻撃の防御アイテム、ナムダの旗の改良版。コールドスリープルームの 

クルトとの戦闘で使うことが考えられるが、ジンの収入に比べて150ジンはいか 

にも高い。 

コーザの灰[攻撃] 

効果：無言攻撃 対象：敵個人 使用回数：1回 

ジン： 60 基本名：コーザの灰 

敵を無言状態にする攻撃アイテム。 

サタナの泡[防御] 

効果：複合防御（状態+ H P) 対象：味方個人 

成功率+効果量： 67% + 10HP 有効期間： 3ターン 

ジン： 600 基本名：サタナの泡 

敵のあらゆる状態攻撃を防御し、HPのダメージを減らす、高価だが便利な 

防御アイテム。改良型はヘルドの泡。 

サルナの光[治療] 
効果：催眠治療 対象：味方個人 成功率： 50% 

ジン： 60 基本名：サルナの光 

催眠状態を治療する。安価だが、成功率が低いのが難。もともと催眠状態は 

戦闘後に自然治癒するので、戦闘中（対キュアー戦〉に使うこ！;,になる。 



聖エルモス[特殊] 
効果：敵遭遇1/2減 使用回数：1画 使用法：コマンド時 

敵との遭遇機会を半分に減らす特殊アイテム。キャラクタの成長より、スト 

ーリー進行に重点を置きたいときなどにも使える。有効期間は不明で、自然に 

解除される。めったに手に入らない上、feeたの1回しか使えないので、い 

使い控えてしまうが……。 

世界球[特殊] 
効果：位置確認 使用回数：無制限 使用法：コマンド時 

現在位置を確認できる。モンスターに備わる千里眼の特性と同じ効果がある。 

ゼルゴの箱[治療] 
効果：発狂治療 対象：味方全員 成功率：100% 

ジン： 800 基本名：ガルダの箱 

発狂状態の治療アイテム、ガルダの箱の最強版。味方全員に作用するが高価 

なため、ほとんど使わないはず。 

ゼルの指輪[治療] 
効果：M P回復 対象：味方個人 効果量： 50MP 

ジン：180 基本名：ドラの指輪 

MPの回復アイテム、ドラの指輪の改良型。3倍のジンを要するが、._倍の 

効果がある。 

ゾルドの瓶[治療] 
効果：解毒 対象：味方全員 成功率：100% 

ジン：1，000 基本名：アモラの瓶 

毒の治療アイテム、アモラの瓶の最強版。毒ガスのワナにかかった際には有 

効。 



ダグドの像[治療] 
効果：石化治療 対象：味方全員 成功率：100% 

ジン：1，200 基本名：へドパの像 

石化状態の治療アイテム、へドパの像の最強版。戦闘中にほぼ全員が石化状 

態に陥ったとき以外に、使うメリットがあまりない。 

ダークボイス[特殊] 
効果：抜穴探知 使用回数：無制限 使用法：装備 

ダンジョン内の隠し扉を探知し1：くれる便利なアイテム。装備して使う点に 

注意。 

ダジルの光[治療] 
効果：催眠治療 対象：味方個人 成功率：100% 

ジン：180 基本名：サルナの光 

催眠治療のアイテム、サルナの光の改良版。少々高くつくが、確実に治療し 

_てくれるのが魅力。 

タルヌの牙[攻撃] 
効果：毒攻撃 対象：敵全員 使用回数：1回 

ジン：180 基本名：オルガの牙 

毒の攻撃を浴びせるオルガの牙の改良型。敵全員に作用するのはうれしいが、 

毒の効果自体が弱いので、実戦向きではない。 

弔忌鐘[特殊] 
効果：催眠攻撃 対象：敵全員 使用回数：1回 

使用法：戦闘時 

戦闘時に敵全員を眠らせる特殊アイテム。1回しか使えない上、味方にスヶ 

ルトンがいると眠ってしまうので、大した価値はない。 



月の棺[特殊] 
効果：夜継続 対象：味方全員 使用回数：1回 

使用法：コマンド時 

昼の時間をカットして、夜のパーテイの活動を続行できる。ゲーム後半で待 

ち時間を短縮したいときに役に立つ……？。 

テグドの灰[攻撃] 
効果：無言攻撃 対象：敵全員 使用回数： 3,回 

ジン： 600 基本名：コーザの灰 

敵に無言攻撃を浴びせるコーザの灰の最強版。 

デルボの旗[防御] 

効果：マヒ防御 対象：味方全員 成功率：100% 

有効期間：戦闘中 ジン： 500 基本名：ナムダの旗 

マヒの状態攻撃を防御するナムダの旗の最強版。コールドスリープルームで 

は有効だが、いかんせん高い/。 

ドエ厶の石[防御] 
効果：石化防御 対象：味方個人 成功率：100% 

有効期間：戦闘中 ジン： 210 基本名：ベルカの石 

石化の防御アイテム、ベルカの石の改良型。ちょっと高いが、確実に防御で 

きる。ザーガイカ戦に有効。 

ドトスの杯[攻撃] 

効果：催眠攻撃 対象：敵全員 使用回数：1回 

ジン： 300 基本名：マガダの杯 

催眠攻撃を浴びせるマガダの杯の改良型。敵全体に効果がある。 
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ドビトの砂[防御] 
効果：発狂防御 対象：味方全員 成功率：100% 

有効期間：戦闘中 ジン： 500 基本名：ビグナの砂 

発狂攻撃を防ぐビグナの砂の最強版。味方全員を防御できるが、高価なぜい 

たく品という感じ……。宇宙船の攻略で有効。 

ドラの指輪[治療] 
効果：M P回復 対象：味方個人 効果量：10MP 

ジン： 60 基本名：ドラの指輪 

MPを回復させる最も安価なアイテム。大量に回復させたいときは、お徳用 

のゼルの指輪がオススメ。 

ナムダの旗[防御] 

効果：マヒ防御 対象：味方個人 成功率： 67% 

有効期間： 3ターン ジン： 50 基本名：ナムダの旗 

戦闘中に敵のマヒ攻撃から身を守る防御アイテム。効果を改良したものにコ 

グルの旗、デルボの旗がある。コールドスリープルーム攻略に有効。 

八イドアイズ[特殊] 
効果：ヮナ探知 対象：味方全員 使用回数：無制限 

使用法：装備 

ダンジョンに仕掛けられたワナを感知する。ワナはずしの特性のないパーテ 

ィにはたいへん便利なアイテム。装備して使う点に注意。 

八ザムの箱[治療] 
効果：発狂治療 対象：味方個人 成功率：100% 

ジン： 240 基本名：ガルダの箱 

発狂状態を治療するガルダの箱の改良型。値段は高いが、確実に治療するの 

で、戦闘中の使用向き。 



バッカスの酒[特殊] 
効果：複合治療 対象：味方全員 使用回数：1固 

使用法：コマンド時 

パーティ全員のMPを回復させて、石化などのあらゆる状態を治療した上、 

死者も復活させる。ただし、使用者が通常の1/2の力になる。 

八デスの爪[攻撃] 
効果：発狂攻撃 対象：敵全員 使用回数：1回 
ジン： 240 基本名：マルタの爪 

発狂攻撃のアイテム、マルタの爪の改良型。敵全体に効果がある。 

バンシーの首[特殊] 

効果：死の攻撃 対象：敵個人 使用回数：1回 

使用法：戦闘時 

敵1匹を確実に殺す必殺のアイテム。めった(£手に入らない上、1度しか使 

えないので、つい持ちぐされてしまう……。 

ビクスの霧[防御] 
効果：H P防御 対象：味方個人 効果量： 30H P 

有効期間：戦闘中 ジン：150 基本名：レムダの霧 

HPのダメージを減らす防御アイテム、レムダの霧の改良型。戦闘中は継続 

して効力があるので、長丁場の戦闘向き。さらに味方全員に効果が及ぶものと 

して、ガウロの霧がある。 

ビグナの砂[防御] 
効果：発狂防御 対象：味方個人 成功率： 67% 

有効期間： 3ターン ジン： 50 基本名：ビグナの砂 

敵の発狂攻撃を防ぐ最も安価なアイテム。宇宙船攻略で有用だが、効果に制 

限があるのが難。 
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日の扉[特殊] 
効果：昼継続 使用回数：1回 使用法：コマンド時 

夜の時間をカットして、昼のパーティの活動を継続させる。ゲーム後半の待 

ち時間（わかる人にはわかる）短縮にも使える。 

ビ厶ヌの灯[防御] 
効果：催眠防御 対象：味方個人 成功率：100% 

有効期間：戦闘中 ジン：120 基本名：ラヒカの灯 

催眠攻撃を防ぐラヒカの灯の改良型。多少値は張るが、効果が確実な点が自 

慢。エイリアンベースキャンプCの攻略時に携帯すると、安心。 

ヒルダの冠[治療] 

効果：マヒ治療 対象：味方個人 成功率： 50% 

ジン： 80 基本名：ヒルダの冠 

マヒを治療する最も安価なアイテム。成功率が低いので、戦闘中の使用には 

不向き。改良型にアベルの冠、マデオの冠がある。コールドスリ_—プルームで、 

このアイテムの世話になる（？）。 

へドパの像[治療] 
効果：石化治療 対象：味方個人 成功率： 50% 

ジン：120 基本名：へドパの像 

石化を解除する最も安価なアイテム。改良型にアポルの像、ダグドの像があ 

る。 

ベムザの星[治療] 
効果：無言治療 対象：味方個人 成功率： 50% 

ジン： 60 基本名：ベムザの星 

無言状態を解除する最も安価なアイテム。改良型にアムスの玉、リドロめ玉 

がある。 
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ペリ厶の杖[攻撃] 
効果：石化攻撃 対象：敵全員 使用回数：1回 

ジン： 360 基本名：ヤコハ•の杖 

敵を石化するヤコ八の杖の改良型。敵全体に効果がある点が魅力。 

ベルカの石[防御] 

効果：石化防御 対象：味方個人 成功率： 67% 

有効期間： 3ターン ジン： 70 基本名：ベルカの石 

敵の石化攻撃を防ぐ。安価だが、回避率や有効期間に制限があるのが難点。 

主にザーガイカとの戦闘で使用する。 

ヘルドの泡[防御] 
効果：複合防御（状態+H P) 対象：味方全員 

成功率+効果量：100% + 30H P 有効期間：戦闘中 

ジン：1,000 基本名：サタナの泡 

敵の状態攻撃を防ぎ、HPのダメージを減らす。サタナの泡の改良型。長丁 

場の戦闘でとりわけ効果的だが、高いのが難。 

ホムンクルス[特殊] 
効果：緊縛攻撃 対象：敵全員 使用回数：1回 

使用法：戦闘時 

敵の動きを封じる攻撃型の特殊アイテム。 

マイムの瓶[治療] 
効果：解毒 対象：味方個人 成功率：100% 

ジン： 300 基本名：アモラの瓶 

毒を治療するアモラの瓶の改良型。3倍のジンを要するが、確実に解毒する。 
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マガダの杯[攻撃] 
効果：催眠攻撃 対象：敵個人 使用回数：1回 

ジン：100 基本名：マガダの杯 

敵を催眠状態に陥れる攻撃アイテム。比較的安価なので、序盤から中盤にか 

けては場合によって使い道もある。改良型にドトスの杯、ガズモの杯がある。 

マテオの冠[治療] 
果：マヒ治療 対象：味方全員 成功率：100% 

ジン： 800 基本名：ヒルダの冠 

マヒの治療アイテム、ヒルダの冠の最強版。味方全員を確実に治癒するが、 

商価。 

マーマンベイ[特殊] 
効果：飛行 使用回数：無制限 使用法：自動 

飛行を可能にするアイテム。飛行能力のあるモンスターのいない.パーティで 

は重宝する。 

マルタの爪[攻撃] 
効果：発狂攻撃 対象：敵個人 使用回数：1回 

ジン： 80 基本名：マルタの爪 

敵を発狂状態にする攻撃アイテム。改良型にハデスの爪、ミルドの爪がある。 

ミルドの爪[攻撃] 
効果：発狂攻撃 対象：敵全員 使用回数： 3回 

ジン： 800 基本名：マルタの爪 

敵に発狂攻撃を浴びせるマルタの爪の最強版。コストパフォーマンスはハデ 

スの爪に軍配が上がるが、所持アイテムに制限があるときに有効。 



モズムの砂[防御] 
効果：発狂防御 対象：味方個人 成功率：100% 

有効期間：戦闘中 ジン：150 基本名：ビグナの砂 

発狂攻撃を防ぐビグナの砂の改良型。戦闘中は確実に味方一人を守ってくれ 

る。宇宙船の攻略時に有用。 

モブスの灰[攻撃] 
効果：無言攻撃 対象：敵全員 使用回数：1回 

ジン：180 基本名：コーザの灰 

敵を無言状態にする攻撃アイテム、コーザの砂の改良型。敵全体に作用する 

のが特徴。 

ヤコバの杖[攻撃] 
効果：石化攻撃 対象：敵個人 使用回数：1回 

ジン：120 基本名：ヤコバの杖 

敵を石化状態にする攻撃アイテム。改良型にぺリムの杖、アモノの杖がある。 

同レベルの攻撃アイテムと比べると比較的高価だが、効果の持続力が魅力。 

闇の魂[治療] 
効果：復活 対象：味方個人 成功率：100% 

ジン： 2,550 基本名：一一 

死者を復活させる。何より高価なので、できれば魔界の力を借りたいものだ 

が……。 

ラエモの牙[攻撃] 
効果：毒攻撃 対象：敵全員 使用回数： 3回 

ジン： 600 基本名：オルガの牙 

敵に毒を与えるオルガの牙の最強版。かなり高い上に、大した効果もない。 
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アイテムの章 
函^§^11爾師師5^師師師師師 

ラーゾの光[治療] 

効果：催眠治療 対象：味方全員 成功率：100% 

ジン： 600 基本名：サルナの光 

催眠状態を治療するサルナの光の最強版。戦闘中に味方のほとんどが眠って 

しまった非常事態にのみ、そのありがた味がわかるという妙なアイテム。 

ラヒカの灯[防御;！ 
効果：催眠防御 対象：味方個人 成功率： 67% 

有効期間： 3ターン ジン： 40 基本名：ラヒカの灯 

敵の催眠攻撃を防ぐ。効果に制限があるものの，安価なので、エイリアンべ 

ースキャンプC辺りをうろつくときに携帯していると役に立つことも……。 

ラムドの針[攻撃] 

効果：マヒ攻撃 対象：敵全員 使用回数： 3冋 

ジン： 800 基本名：クレタの針 

敵をマヒさせる攻撃アイテム、クレタの針の最強版。コストパフォーマンス 

はギャツの針の方が上^ 

Uドロの玉[治療] 
効果：H P回復 対象：味方全員 効果量： 50H P 

ジン： 600 基本名：ギゾマ©_遽 

HP回復の治療アイテム、ギゾマ®通の最強版。味方全員に効果がある点が 

自慢。 

ルチトの油[防御] 
効果：毒防御 対象：味方全員 成功率：100% 

有効期間：戦闘中 ジン： 600 基本名：グルナの油 

敵の毒攻撃を防ぐグルナの油の最強版。味方全員に作用する点をはじめと：し 

て、効き目は抜群だが、モスキーが相手ではとても高価で使う気になれない。 
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アイテムの章 
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レムダの霧[防御] 
効果：H P防御 対象：味方個人 効果量：10H P 

有効期間： 3ターン ジン： 50 基本名：レムダの霧 

HPのダメージを減らす防御アイテム。比較的安価なので、それな9に使い 

道はある。改良型にビグスの霧、ガウロの霧がある。 
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魔法はいまや闩PGの戦闘ではなくてはならない重要なファクターだ 

が、『ラスト八ルマゲドン』では若干軽い位置付けになっている。魔法 

に対するプレイヤーの依存度は、他のRPGと比べるとはるかに低いは 
ずだ。これは主に、特殊能力というもう一つの攻擊パターンがあるこ 

とと、魔法を常用しているだけではHPが上がらないこと、魔法で敵を 

倒すとジンが得られないこと、に起因している。 

もっとも、こうした条件とは関わりなく、このゲームには他のRPG 

に見劣りしない立派な魔法体系が備わっている。基本的には33種の魔 

法があり、モンスターの種族と魔法のレベルによって覚えるものが決 

っているが' 最大の特徴は、そのラちのM種がモンスターの魔法のレ 
ベルに対応して成長していく点である。この成長は、効果や範囲が拡 

充していくだけでなく、名前も変化していく。このため、1B4種の魔法 

名がプレイヤーの頭の中に入れ替わり侵入してさて、何がどの効果の 

魔法だったかわからなくなるといろ事態を招く。 

そこで、次にアイウエオ順に並べて、基本の魔法などに関して若干 

のコメントを書き加えた。また、巻末には基本魔法別に一覧を掲載し 

たので、どの魔法がどラ成長していくかを見るときはそちらを参照し 

てほしい0 
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アド[治療] 
効果：催眠解除 使用条件：随時 対象：味方個人 

成功率： 20% 消費M P : 2 ランク：1/6 基本名：アド 

種族：ガーゴイル（心，サイクロプス（12) 

エイリアンの状態攻撃で眠ったモンスターを目覚めさせる。エイリアンペー 

スキャンプC辺りに出没するキュア—...1：.の対戦で必要になることも……。 

アビヌーバー[防御] 

効果：防御 使用条件：戦闘時対象：味方個人 

回避率： 65% 消費M P : 4 ランク： 2/3 

基本名：ヌーパー 

種族：サイクロプス（2) 

ア• メイヤー[間接攻撃] 
効果：攻防敏1/2化 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

成功率： 33% 消費M P : 2 ランク： 2/6 

基本名：メイヤー 

種族：ゴブリン（2)，オーク（9) 

イキユー1J [間接攻撃] 
効果：ダメージ倍加 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

成功率：100% 消費M P : 9 ランク： 3/6 

基本名：イリ 

種族：ゴーレム（6) 
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イメ U [間接攻撃] 
効果：ダメージ倍加 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

成功率： 33% 消費M P : 8 ランク： 2/6 

基本名：イリ 

種族：ゴーレム（5) 

イリ[間接攻撃] 
効果：ダメージ倍加 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

成功率： 20% 消費M P : 7 ランク：1/6 

基本名：ィリ 

種族：ゴーレム（4) 

ゴーレムに固有の魔法。対象となる敵へのダメージが2倍になる。 

イルサ[治療] 
効果：無言解除 使用条件：随時 対象：味方個人 

成功率： 33% 消費M P : 5 ランク： 2/6 

基本名：ルサリ 

種族：スライム（13) 

イレーヌ[特殊] 
効果：移動 使用条件：通常•地上 対象：味方全員 

効果量：—— 消費MP:25 ランク：1/1 

基本名：イレーヌ 

種族：アンドロ •スフィンクス（4)，ジャイアント.スネーク（8) 

パーテイをスタート地点までワープさせる。 
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エルサリーノ [治療] 
効果：無言解除 使用条件：随時 対象：味方個人 

成功率：100% 消費M P : 6 ランク： 3/6 

基本名：ルサリ 

種族：スライム（14) 

才11ツジ[直接攻撃] 
効果：攻撃力&1/2H P減 使用条件：戦闘時 対象：固人 

効果量： 237 消費M P :10 ランク：1/6 基本名：オリッジ 

種族：ガーゴイル（8) 

エイリアンから効果量の攻撃力を奪い、さfe.に効果量の1/2のHPのダメ 

ージを与える。ガーゴイル自慢の攻撃魔法であるが、12レベルで覚える強力版 

キラへの橋渡し的役割もある。 

オリツジヨーナ[直接攻撃] 
効果：攻撃力&1/2H P減 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

効果量： 273 消費MP:11 ランク： 2/6 

基本名：オリッジ 

種族：ガーゴイル（9) 

オールド八リー[直接細 
効果：攻撃力&1/2H P減 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

効果量： 297 消費M P :12 ランク： 3/6 

基本名：オリッジ 

種族：ガーゴイル（10) 
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キー[治療] 
効果：毒解除 使用条件：随時 対象：味方個人 

成功率： 20% 消費M P : 4 ランク：1/6 基本名：キー 

種族：スケルトン（4)，ジャイアント•スネーク（4) 

毒を解除する治療魔法。この魔法を覚えた頃には毒を受けることも少なく（ダ 

ンジヨンの毒ガスのワナくらい）、あまり使用することはない。 

キーウッズ[治療] 
効果：毒解除 使用条件：随時 対象：味方全員 

成功率：1〇〇% 消費M P :11 ランク： 6/6 

基本名：キー 

種族：スケルトン（9)，ジャイアント•スネーク（9) 

キース[治療] 
効果：毒解除 使用条件：随時 対象：味方全員 

成功率： 20% 消費M P : 9 ランク： 4/6 

基本名：キー 

種族：スケルトン（7),ジャイアン！*.スネーク（7) 

ギニヨール[直接攻撃] 
効果：攻撃力&1/2HP減 使用条件：戦闘時 対象：敵全員 

効果量： 480 消費M P : 20 ランク： 5/6 

基本名：キラ 

種族：アンドロ.スフィンクス(12),ガーゴイル(16) 
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キユラ[間接攻撃] 
効果：ダメージ倍加 使用条件：戦闘時 対象：敵全員 

成功率： 20% 消費MP:12 ランク： 4/6 

基本名：イリ 

種族：ゴーレム（7) 

[間接攻撃] 
効果：ダメー ジ倍加 使用条件：戦闘時 対象：敵全員 

成功率： 33% 消費M P :13 ランク： 5/6 

基本名：イリ 

種族：ゴーレム（8) 

キラ [直接攻撃] 
効果：攻撃力&1/2H P減 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

効果量： 363 消費M P :14 ランク：1/6 基本名：キラ 

種族：アンドロ.スフィンクス（8)，ガーゴイル（12) 

エイリアンから効果量の攻撃力を奪い、さらに効果量の1/2のHPのダメ 

ージを与える。オリッジの強力版。 

キライザー[直接攻撃] 
効果：攻撃力&1/2H P減 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

効果量： 417 消費M P :16 ランク： 3/6 

基本名：キラ 

種族：アンドロ.スフィンクス（10)，ガーゴイル（14) 
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キラトマ[直接攻撃] 
効果：攻撃力&1/2H P減 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

効果量： 396 消費M P :15 ランク： 2/6 

基本名：キラ 

種族：アンドロ.スフィンクス（9)，ガーゴイル（13) 

^—ル[直接攻撃] 
効果：攻撃力&1/2H P減 使用条件：戦闘時 対象：敵全員 

効果量： 444 消費M P :19 ランク： 4/6 

基本名：キラ 

種族：アンドロ •スフィンクス(11),ガーゴイル（15) 

キルズ[治療] 
効果：毒解除 使用条件：随時 対象：味方全員 

成功率： 33% 消費M P :10 ランク： 5/6 

基本名：キー 

種族：スケルトン（8>，ジャイアント.スネーク（8) 

クオースタ[治療] 
効果：無言解除 使用条件：随時 対象：味方全員 

成功率： 33% 消費M P :10 ランク： 5/6 

基本名：ルサ 

種族：スライム（16) 

132 



クラJレ[治療] 
効果：発狂解除 使用条件：随時 対象：味方全員 

成功率： 20% 消費M P :10 ランク： 4/6 

基本名：ニナ 

種族：ハーピィ（11) 

クラル八一[治療] 
効果：発狂解除 使用条件：随時 対象：味方全員 

成功率：100% 消費M P :12 ランク： 6/6 

基本名：ニナ 

種族：ハーtfィ（13) 

グランドチヤコ[特殊] 
効果：解読 使用条件：自動 対象：一 

効果量：—— 消費MP:0 ランク：1/1 基本名：グランドチャコ 

種族：ガーゴイル（1),ドラゴン•ニュート（4) 

通常では解読不明な文字が読める。あるイベント場面になるI:自動的に使用 

するので、ふだんは何も意識しなくていい8 

クUアデイ[防御] 
効果：防御 使用条件：戦闘時 対象：味方全員 

回避率： 90% 消費M P : 22 ランク： 5/6 

基本名：べク 

種族：アンドロ.スフィンクス（16> 
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グUセイュ [直接攻撃] 
効果：防郵力&1/2H P減 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

効果量： 52:0 消費M P :19 ランク： 3/3 基本名：ルセイュ 

種族：ドラゴン從，ートfl4) 

敵の防御力を減らし、かつダメージも与えるルセイュの最強版。敵全体を攻 

撃できないのが難8^ 

クリュー[防御] 
効果：防御 使用条件：戦闘時 対象：味方全員 

回避率： 80% 消費M P : 21 ランク： 4/6 

基本名：べク 

種族：アンドcf.スフィンクス(15) 

A [直接攻撃] 
効果':H P減 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

効果量： 354 消費M P :16 ランク：1/6 基本名：クレーパ 

種族：ミノタウロス（12) 

ミノタウロ;2；の自慢の攻撃魔法。ピュアとならんで、エイリアンに最強のダ 

メージを与える。ぜひ育てたい魔法のひとつ， 

コスタヌーバー[防御] 
効果：防御 使用条件：戦闘時 対象：味方個人 

回避率：100% 消費M P : 5 ランク： 3/3 

基本名：ヌーパー 

種族：サイクロプス（3> 

個人用の防御魔法ズーバーの最強版。味方一人を確実に防御できる。 



コツプ[治療] 
効果：石化解除 使用条件：随時 対象：味方全員 

成功率： 20% 消費M P : 8 ランク： 4/6 

基本名：ラープ 

種族：ゴーレム（4)，ミノタウロス（11) 

コブフタ[治療] 
効果：石化解除 使用条件：随時 対象：味方全員 

成功率：100% 消費M P :10 ランク： 6/6 

基本名：ラープ 

種族：ゴーレム（6),ミノダウロス（13) 

ザキ[間接攻撃] 
効果：石化 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

成功率： 20% 消費M P : 2 ランク：1/6 基本名：ザキ 

種族：ゴーレム（1),ミノタウロス（1) 

エイリアンを石化して.、動きを封じる。タラやノーイにも同種の働きがある 

が、効果の持続が長いようだ。 

ザキリ[間接攻撃] 
効果：石化 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

成功率：100% 消費M P : 4 ランク： 3/6 

基本名：ザキ 

種族：ゴーレム（3),ミノタウロス（3) 
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tf—tfx [間接攻撃] 
効果：石化 使用条件：戦闘時 対象：敵全員 

成功率： 20% 消費M P : 8 ランク： 4/6 

基本名：ザキ 

種族：ゴーレム（4)，ミノタウロス（4) 

ザホ厶[間接攻撃] 

効果：石化 使用条件：戦闘時 対象：敵全員 

成功率： 33% 消費M P : 9 ランク： 5/6 

基本名：ザキ 

種族：ゴーレム（5)，ミノタウロス（5) 

IfU [間接攻撃] 
効果：石化 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

成功率： 33% 消費M P : 3 ランク： 2/6 

基本名：ザキ 

種族：ゴーレム（2),ミノタウロス（2) 

シエメ八一[治療] 

効果：H P回復 使用条件：随時 対象：味方個人 

効果量：** 消費MP:6 ランク： 3/6 

基本名：シヱルキー 

種族：アンドロ •スフィンクス（3),ドラゴン.ニュート（10) 
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シエキア[治療] 
効果：H P回復 使用条件：随時 対象：味方個人 

効果量：** 消費M P : 5 ランク： 2/6 

基本名：シェルキー 

種族：アンドロ •スフィンクス（2)，ドラゴン•ニュート（9) 

シェルキー[治療] 
効果：H P回復 使用条件：随時 対象：味方個人 

効果量：** 消費M P : 4 ランク：1/6 基本名：シュルキー 

種族：アンドロ.スフィンクス⑴，ドラゴン•ニュート（8> 

HPを回復させる。この魔法に限り、ランクが4になっ:ても対象範囲が味方 

全員に広がらない。魔法の経験値アップも期待できない。 

シエロ [治療] 
効果：マヒ解除 使用条件：随時 対象：味方個人 

成功率： 20% 消費M P : 4 ランク：1/6 

基本名：ジi口 

種族：オーク（4>，ゴブリン（8) 

マヒ状態を解除する治療魔法。 

ジエロニカ[治療] 
効果：マヒ解除 使用条件：随時 対象：味方全員 

成功率：100% 消費M P :11 ランク： 6/6 

基本名：ジヱロ 

種族：オーク（9)，ゴブリン（13) 
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魔法の章 

ジクナー[直接攻撃] 
効果：敏捷性&1/2H P減 使用条件：戦闘時 対象：敵全員 

効果量： 310 消費M P : 9 ランク： 5/6 

基本名：ジャギ 

種族：ミノタウロス（5)sサイクロプス（8) 

ジツク[直接攻撃] 
効果：敏捷性&1/2H P減 使用条件：戦闘時 対象：敵全員 

効果量： 247 消費M P : 8 ランク： 4/6 

基本名：ジャギ 

種族：ミノタウロス（4)，サイクロプス（7) 

[治療] 
効果：マヒ解除 使用条件：随時 対象：味方全員 

成功率： 33% 消費M P :10 ランク： 5/6 

基本名：ジヱロ 

種族：オーク（8)，ゴブリン(12) 

ジ八Vレシア[直接攻撃] 

効果：敏捷性&1/2H P減 使用条件：戦闘時 対象：敵全員 

効果量： 369 消費M P :10 ランク： 6/6 

基本名：ジャギ 

種族：ミノタウロス（6),サイクロプス（9) 

敵の敏捷性を減らし、かつダメージを与えるジ+ギの最強版。 
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ジヤギ[直接攻撃] 
効果：敏捷性&1/2H P減 使用条件：戦闘時 対象：敵個人効果量： 69 

消費M P : 2 ランク：1/6 基本名：ジャギ 

種族：ミノタウロス（1>，サイクロプスU) 

敵から効果量の敏捷性を奪い、効果量の:1/2のダメージを与える。ランク 

が上がればかなりの攻撃力になる。比較的早い時期に覚えられる攻撃魔法なの 

で、魔法の経験値稼ぎにも有効。 

ジヤギフ[直接攻撃] 
効果：敏捷性&1/2H P減 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

効果量：123 消費M P : 3 ランク： 2/6 

基本名：ジャギ 

種族：ミノタウロス（2)，サイクロプX :(綺 

ジヤギラス[直接攻撃] 
効果：敏捷性&1/2 H P減 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

効果量：182 消費M P : 4 ランク： 3/6 

基本名：ジャギ 

種族：ミノタウロス（3)，サイクロプス（6) 

シヨメロ [間接攻撃] 
効果：ダメー ジ1/2化 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

成功率：100% 消費M P :19 ランク： 3/6 

基本名：メロ 

種族：ゴーレム（14) 
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シレーノK [直接攻撃] 
効果：H P減 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

効果量： 414 消費M P :18 ランク： 3/6 

基本名：クレーパ 

種族：ミノタウロス(14) 

スタキーナ[直接攻撃] 
効果：:H P減 使用条件：戦闘時 対象：敵全員 

効果量： 248 消費MP:9 ランク： 6/6 基本名：マイキ 

種族：ドラゴン.ニュート⑹ 

ゲーム序盤から派手に使える攻撃魔法マイキの最強版。さらに強力なも,©に 

g江ア、クレーパがある。 

スナイフー[間接攻撃] 
効果：催眠 使用条件：戦闘時 対象：敵全員 

成功率： 33% 消費M P : 8 ランク： 5/6 

基本名：タラ 

種族：ガーゴイル（5)，サイクロプス（12) 

入トーナ[直接攻撃] 
効果：H P減 使用条件：戦闘時 対象：敵全員 

効果量：164 消費M P : 7 ランク： 4/6 

基本名：マイキ 

種族：ド管ゴン.ニュート（4) 
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スノーノK [間接攻撃] 

効果：魅了 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

成功率：100% 消費M P : 5 ランク： 3/6 

基本名：ノーイ 

種族:ハーピィ（3) 

スピア[治療] 
効果：催眠解除 使用条件：随時 対象：味方全員 

成功率： 20% 消費MP:7 ランク： 4/6 

基本名：ァド 

種族：ガーゴイル（7),サイクロプス（15) 

スベン廿[直接攻撃] 

効果：H P減 使用条件：戦闘時 対象：敵全員 

効果量： 203 消費M P : 8 ランク： 5/6 

基本名：マイキ 

種族：ドラゴン.ニュート（5) 

スマイキ[直接攻撃] 
効果：H P減 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

効果量： 82 消費M P : 3 ランク： 2/6 

基本名：マイキ 

種族：ドラゴン.ニュート（2) 
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スレピアター[治療] 

効果：催眠解除 使用条件：随時 対象：味方全員 

成功率：10fl海 消費M P : 9 ランク： 6/6 

基本名：ァド 

種族：ガーゴイル（9),サイクロプス(17) 

ゼッタ[治療] 
効果：H P回復 使用条件：随時 対象：味方個人 

効果量：** 消費M P : 9 ランク： 4/6 

基本名：シヱルキー 

種族：アンドロ ■スフィンクス（4>，ドラゴン•ニュート（11) 

ゼッタルーブ[治療] 
効果：H P回復 使用条件：随時 対象：味方個人 

効果量：** 消費MP:11 ランク： 6/6 基本名：シヱルキー 

種族：アンドロ •スフィンクス（6)，ドラゴン.ニュート（13) 

HP回復の最強魔法。ただ'！^.1回に味方一人しか治療できない点に注意す 

ること。 

ゼラブル[治劃 
効果：H P回復 使用条件：随時 対象：味方個人 

効果量：** 消費M P :10 ランク： 5/6 

基本名：シェルキー 

種族：アンドP .スフィンクス（5)，ド？ゴン•ニュート（12) 
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ソメロ [間接攻撃] 

効果：ダメージ1/2化 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

成功率： 33% 消費M P :18 ランク： 2/6 

基本名：メロ 

種族：ゴーレム（13) 

ダガー[間接攻撃] 
効果：毒（H P減） 使用条件：戦闘時 対象：敵全員 

効果量： 40 消費MP:7 ランク： 4/6 

基本名：ダヂ 

種族：スケルトン（4),ジャイアント•スネーク（4) 

夕ーキ[治療] 
効果：毒解除 使用条件：随時 対象：味方個人 

成功率： 33% 消費M P : 5 ランク： 2/6 

基本名：キー 

種族：スケルトン（5)，ジャイアント.スネーク（骑 

ダークキユラ[間接攻撃] 
効果：ダメー ジ倍加 使用条件：戦闘時 対象：敵全員 

成功率：100% 消費M P :14 ランク： 6/6 基本名：イリ 

種族：ゴーレム（9) 

敵への攻撃のダメージを倍加するイリの最強版。敵全体に確実に作用するの 

が魅力。 
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ダジエロ [治療] 
効果：マヒ解除 使用条件：随時 対象：味方個人 

成功率： 33% 消費M P : 5 ランク： 2/6 

基本名：ジヱロ 

種族：オーク（5>，ゴブリン（9) 

ダスマジエロ [治療] 
効果：マヒ解除 使用条件：随時 対象：味方個人 

成功率：100% 消費M P : 6 ランク： 3/6 

基本名：ジエロ 

種族：オーク（6),ゴブリン(10) 

3于[間接攻撃] 
効果：毒（H P減） 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

効果量：10 消費M P :1 ランク：1/6 基本名：ダヂ 

種族：スケルトン（1)，參ャ.イアント.スネーク（1) 

効果量のダメージを与えるが、敵の致命傷になることはない。手強い相手の 

HPを徐々に減らす場合に使う。 

ダヂストン[間接攻撃] 
効果：毒（H P減） 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

効果量： 30 消費M P : 3 ランク： 3/6 

基本名：ダヂ 

種族：スケルトン（3)，ジャイアント*スネーク（3) 
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ダチユラ[直接攻撃] 
効果：攻撃力&1/2H P減 使用条件：戦闘時 対象：敵全員 

効果量： 390 消費M P :17 ランク： 6/6 基本名：オリッジ 

種族：ガーゴイル（13) 

敵の攻撃力を減らし、かつダメージも与えるオリヴジの最強版。さらに強力 

なものにキラがある（将来的に）。 

ダヂリコ[間接攻撃] 

効果：毒（H P減） 使用条件：戦闘時 

対象：敵個人 効果量： 20 消費M P : 2 ランク： 2/6 

基本名：ダヂ 

種族：スケルトン（2)，ジャイアント*■スネーク（2) 

ダトウlx [間接攻撃] 

効果：カビ（H P減） 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

効果量： 40 消費MP:7 ランク： 3/6 

基本名：ドゥー 種族：スライム（6) 

タムト[間接攻撃] 
効果：毒（H P減）. 使用条件：戦闘時 対象：敵全員 

効果量： 50 

消費MP : 8 ランク： 5/6 

基本名：ダヂ 

種族：スケルトン（5),ジャイアント•スネーク（5) 



ダ厶ネド[間接攻撃] 
効果：毒（H P減） 使用条件：戦闘時 対象：敵全員 

効果量： 60 消費MP:9 ランク： 6/6 

基本名：ダヂ 

種族：スケルトン（6)，ジャイアント.スネーク（6) 

エイリアンに毒を浴びせるダヂの最強版。もっとも大した効果は望めなぃ。 

タラ[間接攻撃] 
効果：催眠 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

成功率： 20% 消費M P : 2 ランク：1/6 基本名：タラ 

種族：ガーゴイル（1),サイクロプス（8〉 

眠らせて、敵の攻撃を封じる魔法。効力の持続がランダムな点に難があるが、 

高いランクのものはかなり使える。 

タラス[間接攻撃] 
効果：催眠 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

成功率： 33% 消費M P : 3 ランク： 2/6 

基本名：タラ 

種族：ガーゴイル（2)，サイクロプス（9) 

タラスアイナ[間接攻撃] 
効果：催眠 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

成功率：1〇〇% 消費M R : 4 ランク： 3/6 

基本名：タラ 

種族：力*ー ゴイル（3),サイクロプス(1〇) 
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チターキー[治療] 
効果：毒解除 使用条件：随時 対象：味方個人 

成功率：100% 消費M P : 6 ランク： 3/6 

基本名：キー 

種族：スケルトン（6>，ジャイアント-スネーク（6) 

7イアノ [間接攻撃] 
効果：無言 使用条件：戦闘時 対象：敵全員 

成功率： 20% 消費M P : 6 ランク： 4/& 

基本名：デカダン 

種族：スライム（4) 

テイカロス[間接攻撃] 
効果：催眠 使用条件：戦闘時 対象：敵全員 

成功率：100% 消費M P : 9 ランク： 6/6 基本名：タラ 

種族：ガーゴイル（6),サイクロプス（13) 

敵全員を確実に眠らせる便利な魔法。これで眠らせてから接近攻撃で倒せば、 

直接攻撃の魔法と違ってジンを多く獲得できる。 

デイメイヤー[間接攻撃] 
効果：攻防敏1/2化 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

成功率：100% 消費M P : 3 ランク： 3/6 

基本名：メイャー 

種族：ゴブリン（3),オーク（10) 



魔法の章 

デイメシア[間接攻撃] 
効果：無言 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

成功率：100% 消費M P : 3 ランク： 3/6 

基本名：デカダン 

種族：スライム（3) 

デカダン[間接攻撃] 

効果：無言 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

成功率： 20% 消費M P :1 ランク：1/6 基本名：デカダン 

種族：スライム（1) 

敵の状態攻撃を封じるスライム固有の魔法。防御力に不安のある段階では、 

この魔法によって安心して戦えるのが魅力。 

デカダンス[間接攻撃] 

効果：無言 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

成功率： 33% 消費M P : 2 ランク： 2/6 

基本名：デカダン 

種族：スライム（2) 

デジヤボリ[間接攻撃] 
効果：無言 使用条件：戦闘時 対象：敵全員 

成功率：100% 消費M P : 8 ランク： 6/6 基本名：デカダン 

種族：スライム（6) 

敵全員の状態攻撃を確実に封じる。体力に自信はあるが防御力は低いという 

パーテイにうつてつけ。 
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テロビン[間接攻撃] 
効果：無言 使用条件：戦闘時 対象：敵全員 

成功率： 33% 消費M P : 7 ランク： 5/6 

基本名：デカダン 

種族：スライム（5) 

K*—[間接攻撃] 

効果：カビ（H P減） 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

効果量： 20 消費M P : 5 ランク：1/6 

基本名：ドゥー 

種族：スライム（4) 

毒の魔法ダヂの強力版。効果量のダメージを与えるが、致命傷にはならない。 

ドウオス[間接攻撃] 
効果：カビ（H P減） 使用条件：戦闘時 対象：敵全員 

効果量： 70 消費MP:12 ランク： 6/6 

基本名：ドゥー 

種族：スライム（9) 

スライムの唯一の攻撃魔法ドゥーの最強版。攻撃効果はあまり望めないが- 

[間接攻撃] 

効果：カビ（H P減） 使用条件：戦闘時 対象：敵全員 

効果量： 60 消費M P :11 ランク5/6 

基本名：ドゥー 

種族：スライム（8> 
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魔法の章 

ドウボラ[間接攻撃] 
効果：ヵビ（H P減） 使用条件：戦闘時 対象：敵全員 

効果量： 50 消費M P :10 ランク： 4/6 

基本名：ドゥー 

種族：スライム（？） 

ドウーム[間接攻撃] 
効果：カビ（H P減） 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

効果量： 30 消費M P : 6 ランク： 2/6 

基本名：ドゥー 

種族：スライム（5) 

ドクフ[間接攻撃] 
効果：発狂 使用条件：戦闘時 対象：敵全員 

成功率： 33% 消費M P :12 ランク： 5/6 

基本名：ネア 

種族：ハーピィ（8) 

トレーノK [直接攻撃] 
効果：H P減 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

効果量： 387 消費M P :17 ランク： 2/6 

基本名：クレーハ° 

種族：ミノタウロス（13) 
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—J [治療] 
効果：発狂解除 使用条件：随時 対象：味方個人 

成功率： 20% 消費M P : 5 ランク：1/6 基本名：ニナ 

種族：ハーピィ⑻ 

味方の発狂状態を解除する治療魔法。宇宙船攻略ではこの魔法を覚えておい 

た方が若千有利か？。 

ニノク[治療] 
効果：発狂解除 使用条件：随時 対象：味方個人 

成功率： 33% 消費M P : 6 ランク： 2/6 

基本名：ニナ 

種族：ハーピィ⑼ 

メーバー[防御] 
効果：防御 使用条件：戦闘時 対象：味方個人 

回避率： 30% 消費M P : 3 ランク：1/3 

基本名：ヌーバー 

種族：サイクロ■プス（1) 

松竹梅の3ランクしかない一人用の防御魔法。 

ネア[間接攻撃] 
効果：発狂 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

成功率： 20% 消費M P : 6 ランク：1/6 基本名：ネア 

種族：ハーピィ（4) 

エイリアンを発狂させる。発狂すると、こちらに攻撃してこない場合が生じ 

る。 
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ネアリンク’[間接攻撃] 
効果：発狂 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

成功率：100% 消費M P : 8 ランク： 3/6 

基本名：ネァ 

種族：ハー:ビィ⑹ 

ネリグ[間接攻撃] 
効果：発狂 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

成功率： 33% 消費M P : 7 ランク： 2/6 

基本名：ネア 

種族：ハーピィ(5) 

JI [間接攻撃] 
効果：魅了 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

成功率： 20% 消費M P : 3 ランク：1/6 

基本名：ノーイ 

種族：ハーピィ⑴ 

催眠攻撃のタラと同様、敵の攻撃を封じる。 

ノクフー[治療] 
効果：発狂解除 使用条件：随時 対象：味方個人 

成功率：100% 消費M P : 7 ランク： 3/6 

基本名：ニナ 

種族：ハーピィ（10) 
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ノーノV [間接攻撃] 
効果：魅了 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

成功率： 33% 消費M P : 4 ランク： 2苑 

基本名：ノーイ 

種族：ハーピィ⑵ 

パシノ [間接攻撃] 

効果：魅了 使用条件：戦闘時 対象：敵全員 

成功率： 20% 消費M P : 8 ランク： 4/6 

基本名：ノーイ 

種族：ハーピィ（4) 

八ゼンタ[間接攻撃] 

効果：魅了 使用条件：戦闘時 対象：敵全員 

成功率： 33% 消費M P : 9 ランク： 5/6 

基本名：ノーイ 

種族：ハーピィ（5) 

バリ—メロ [間接攻撃] 
効果：ダメージ1/2化 使用条件：戦闘時 対象：敵全員 

成功率：100% 消費M P : 24 ランク： 6/6 基本名：メロ 

種族：ゴーレム（17) 

敵全員から受けるダメージを確実に1/ 2.に減らす。消費M Pが大きいのが 



八リーラ[直接攻撃] 
効果：攻撃力&1/2H P減 使用条件：戦闘時 対象：敵全員 

効果量： 330 消費M P :15 ランク： 4/6 

基本名：オリッジ 

種族：ガーゴイル（11) 

バールシユナ[間接攻撃] 
効果：魅了 使用条件：戦闘時 対象：敵全員 

成功率：100% 消費M P :10 ランク： 6/6 基本名：ノー イ 

種族：ハーピィ⑹ 

ティカロス同様、敵全員の攻撃を確実に封じる。この魔法を使った後、接近 

攻撃でエイリアンを倒せば、ジンの獲得数も多い。 

ピエザホ厶[間接攻撃] 
効果：石化 使用条件：戦闘時 対象：敵全員 

成功率：100% 消費M P :10 ランク： 6/6 基本名：サキ 

種族：ゴーレム（6)，ミノタウロス（6) 

敵全員を確実に石化状態にする。防御に不安のあるモンスターを戦いに参加 

させる場合などに有効。 

ピド麵] 
効果：逃走 使用条件：戦闘時 対象：味方全員 

回避率： 60% 消費M P : 2 ランク：1/3 基本名：ピド 

種族：オーク（1)，スケルトン（1>，スライム（1)，ゴブリン（4) 

戦闘から逃げ出しないときに使用する。逃げ出した場合は悪運の経験値もァ 

«•/プする。 



ピドリオ[防御] 
効果：逃走 使用条件：戦闘時 対象：味方全員 

回避率： 80% 消費M P : 3 ランク： 2/3 

基本名：ピド 

種族：オーク（2),スケルトン（2)，スライム（2),ゴブDン（5) 

ピドリオキン[防御] 
効果：逃走 使用条件：戦闘時 対象：味方全員 

回避率：100% 消費M P : 4 ランク： 3/3 基本名：ピド 

種族：オーク（3),スケルトン（3>,スライム（3>,ゴブリン（6) 

戦闘から確実に逃げ出せる防御魔法。 

[直接攻撃] 
効果：H P減 使用条件：戦闘時 対象：敵全員 

効果量： 450 消費M P : 20 ランク： 4/6 

基本名：ピュア 

種族：ジャイアント•スネーク(15) 

ビブレグ[直接攻撃] 
効果：H P減 使用条件：戦闘時 対象：敵全員 

効果量： 510 消費M P : 22 ランク： 6/6 

基本名：ピュア 種族：ジャイアント.スネーク（17) 

ミノタウロスのラフォーバと並んで、最大のダメージを全体:fc寻える最強の 

魔法。 



ビユフ[直接攻撃] 
効果：H P減 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

効果量： 357 消費M P :15 ランク：1/6 基本名：ピュア 

種族：ジャイアント.スネーク(12) 

ミノタウロスのクレーパと同格の最強魔法。G •スネーク固有の魔法だが、 

覚えるのがたい_へん遅いのが難点。 

ビユアスター[直接攻撃] 
効果：H P減 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

効果量： 417 消費M P :17 ランク： 3/6 

基本名：ピュア 

種族：ジャイアント.スネーク(14) 

ビュアター[直接攻撃] 
効果：H P減 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

効果量： 387 消費M P :16 ランク： 2/6 

基本名：ピュア 

種族：ジャイアント.スネーク（13) 

ピンウッド[特殊] 
効果： 3D脱出 使用条件：通常 対象：味方全員 

効果量：—— 消費M P : 20 ランク：1/1 基本名：ピンウッド 

種族：スケルトン（8),スライム（8) 

3Dダンジ3ンから瞬時に脱出できる便利な魔法。戦闘中には使えず、通常 

のコマンド時に使用する（F.2の魔法)。戻らずの塔など出口のないダンジョ 

ンから脱出するときに不可欠。 



フオースマイキ[直接攻撃] 
効果：H P減 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

効果量：125 消費M P : 4 ランク： 3/6 

基本名：マイキ 

種族：ドラゴン.ニュート（3) 

ノフスコーノ [治療] 
効果：石化解除 使用条件：随時 対象：味方個人 

成功率：100% 消費M P : 5 ランク： 3/6 

基本名：ラープ 

種族：ゴ—レム（3)，ミノタウロス（10) 

ノフタ[治療] 
効果：石化解除 使用条件：随時 対象：味方全員 

成功率： 33% 消費M P : 9 ランク： 5/6 

基本名：ラープ 

種族：ゴーレム（5),ミノタウロス（12) 

フルセイユ[直接攻撃] 
効果：防御力&1/2HP減 使用条件：戦闘時 

対象：敵個人 効果量： 489 

消費M P :18 

ランク： 2/3 基本名：ルセイュ 

種族：ドラゴン.ニュート（13> 
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ブレア[直接攻撃] 

効果：H P減 使用条件：戦闘時 対象：敵全員 

効果量： 480 消費M P : 21 ランク： 5/6 

基本名：ピュア 

種族：ジャイアント•スネーク（16) 

べク[防御] 
効果：防御 使用条件：戦闘時 対象：味方個人 

回避率： 50% 消費M P :16 ランク：1/6 基本名： 

種族：アンドロ •スフィンクス(12) 

A .スフィンクスに固有の強力な防御魔法。ドラゴン.二」 

良版。覚えるのが遅いの.fc、消費MPが大きいのが欠点。 

べクティブ[防御] 
効果：防御 使用条件：戦闘時 対象：味方個人 

回避率： 70% 消費M P :18 ランク： 3/6 

基本名：べク 

種族：アンドロ*スフィンクス(14) 

べクト[防御] 
効果：防御 使用条件：戦闘時 対象：味方個人 

回避率： 60% 消費M P :17 ランク： 2/6 

基本名：べク 

種族：アンドロ •スフィンクス（13) 

ベク 

ートのモタの改 
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へヂロ [防御] 
効果：防御 使用条件：戦闘時 対象：味方全員 

回避率： 70% 消費M P :10 ランク： 5/6 

基本名：モタ 

種族：ドラゴン.ニュート©. 

ペツヂ[防御] 
効果：防御 使用条件：戦闘時 対象：味方金員 

回避率： 60% 消費M P : 9 ランク： 4/6 

基本名：モタ 

種族：ドラゴン•ニュート（4) 

ヘッチユーロ [防御] 
効果：防御 使用条件：戦闘時 対象：味方全員 

回避率： 80% 消費M P :11 ランク： 6/6 基本名：モタ 

種族：ドラゴン_ニュート（6) 

味方全員を守る強力な防御魔法。しかし、20%の確率で攻撃を受ける可能性 

もあるので、絶対視は命取りになることも……。 

へ厶ーバ[直接攻撃] 
効果：H P減 使用条件：戦闘時 

対象：敵全員 効果量： 477 消費M P : 22 

ランク： 5/6 

基本名：クレーパ 

種族：ミノタウロス（16) 
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ベルーラ[直接攻撃] 
効果：攻撃力&1/2H P減 使用条件：戦闘時 対象：敵全員 

効果量； 357 消費M P :16 ランク： 5/6 

基本名：ォリッジ 

種族：ガーゴイル（12) 

ホワジヤ[特殊] 
効果：ワナ回避 使用条件：通常 対象：味方全員 

効果の範囲：直線 消費M P : 2 ランク：1/1 基本名：ホワジャ 

種族：ゴーレム⑷ 

ダンジョンのワナを回避できる。ただし効果が直線上の移動に限られるの 

で、かなり使い<い6ランクアツプがなく、通常のコマンドから使用（F • 2)。 

マイキ[直接攻撃] 
効果：H P減 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

効果量： 41 消費MP:2 ランク：1/6 基本名：マイキ 

種族：ドラゴン.ニュート⑴ 

:ミ/タウロスのジャギfc:間様、ゲームスタート時から備わる強力な攻撃魔法。 

おもしろいように魔法のレベルが上■がるので、かえって他のパラメータの成長 

が遅れるのが心配。乱用は禁物？。 

々づっ[間接攻撃] 
効果：発狂 使用条件：戦闘時 対象：敵全員 

成功率：100% 消費M P :13 ランク： 6/6 基本名：ネア 

種族：ハーIfィ（9) 

敵全員を確実に発狂させる。むろん敵の攻撃を受けないわけではないので、 

要注意。 



▽ヌーノV [直接攻撃] 
効果：H P減 使用条件：戦闘時 対象：敵全員 

効果量： 447 消費M P : 21 ランク： 4/6 

基本名：クレーパ 

種族：ミノタウロス（15) 

マホネッド[特殊] 
効果：ヮナ回避 使用条件：通常 対象：味方全員 

効果量：ヮナ1回 消費M P : 2 ランク：1/1 基本名：マホネッド 

種族：ミノタウロス（4) 

ダンジョンにあるワナを回避できる。ゴーレムのホワジャと異なり、1度ワ 

ナにかかるまでは有効なので、使いやすい。 

之メロ [間接攻撃] 
効果：ダメージ1/2化 使用条件：戦闘時 対象：敵全員 

成功率： 33% 消費M P : 23 ランク： 5/6 

基本名：メロ 

種族：ゴーレム（16) 

XI7—[間接攻撃] 
効果：攻防敏1/2彳ヒ 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

成功率： 20% 消費M P :1 ランク：1/6 基本名：メイヤー 

種族：ゴブリン（1)，オーク（8) 

エイリアンの攻撃力.防御力_敏捷性を1/2に減らす。成功率の高い高ラ 

ンクの魔法は、いろいろ使い道がある。 



メダ[間接攻撃] 
効果：攻防敏1/2化 使用条件：戦闘時 対象：敵全員 

成功率： 20% 消費M P : 6 ランク： 4/6 

基本名：メイヤー 

種族：ゴブリン（4)，オーク（11> 

メダリオ[間接攻撃] 
効果：攻防敏1/2化 使用条件：戦闘時 対象：敵全員 

成功率： 33% 消費M P : 7 ランク： 5/6 

基本名：メイャー 

種族：ゴブリン（5)、オーク（12〉 

メタルクリュー[防御] 

効果：防御 使用条件：戦闘時 対象：味方全員 

回避率：100% 消費M P : 23 ランク： 6/6 基本名：べク 

種族：アンドロ，スフィンクス(17) 

味方全員を確実に防御する魔法。消費MPが大きいので、常用しにくいとこ 

ろが欠点。 

スフんfキユー[間接攻撃] 
効果：攻防敏1/2化 使用条件：戦闘時 対象：敵全員 

成功率：1〇〇% 消費M P : 8 ランク： 6/6 基本名：メイヤー 

種族：ゴブリン（6)，オーク（13) 

敵全体の攻撃力•防御力.敏捷性を確実に1/2に落す。不利な戦いの際に 

は効果的。 



メロ [間接攻撃] 
効果：ダメージ1/2化 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

成功率： 20% 消費M P :17 ランク：1/6 

基本名：メロ 

種族：ゴーレム（12) 

対象となった敵から受けるダメージを減らす。高ランクになると、 

間接攻撃としてはかなり経験値を稼げるが、消費MPの大きさか'ネック。 

メロビ[間接攻撃] 
効果：ダメー ジ1/2化 使用条件：戦闘時 対象：敵全員 

成功率： 20% 消費M P : 22 ランク： 4/6 

基本名：メロ 

種族：ゴーレム（15). 

モタ[防御] 
効果：防御 使用条件：戦闘時 対象：味方個人 

回避率： 30% 消費M P : 4 ランク：1/6 基本名：モタ 

種族：ドラゴン•ニュート（1) 

将来的には味方全員を保護できる防御魔法。A•スフィンクスのべクの方が 

確実性が高いが、スタート時から備わっている点がありがたい。 

モタへ[防御] 
効果：防御 使用条件：戦闘時 対象：味方個人 

回避率： 40% 消費MP:5 ランク： 2/6 

基本名：モタ 

種族：ドラゴン.ニュート（2) 
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モーターへツヂ[防御] 
効果：防御 使用条件：戦闘時 対象：味方個人 

回避率： 50% 消費M P : 6 ランク： 3/6 

基本名：モタ 

種族：ドラゴン•ニュート⑶ 

フ乂コ[治療] 
効果：石化解除 使用条件：随時 対象：味方個人 

成功率： 33% 消費M P : 4 ランク： 2/6 

基本名：ラープ 種族：ゴーレム（2)，ミノタウロス（9) 

フ乂アイール[間接攻撃] 
効果：催眠 使用条件：戦闘時 対象：敵全員 

成功率： 20% 消費M P : 7 ランク： 4/6 

基本名：タラ 

種族：ガーゴイル（4)，サイクロプス（11〉 

フ—ノ [治療] 
効果：石化解除 使用条件：随時 対象：味方個人 

成功率： 20% 消費M P : 3 ランク：1/6 基本名：ラープ 

種族：ゴーレム（1)，ミノタウロス（8) 

石化状態を解除する治療魔法。覚えておかない'tゲーム後半で苦労するよう 

な気についなってしまうが、実際の利用頻度は低い。 
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ラフオーノ V [直接攻撃] 
効果：H P減 使用条件：戦闘時 対象：敵全員 効果量： 510 

消費M P : 23 ランク： 6/6 基本名：クレーパ 

種族：ミノタウロス（17) 

G.スネークのビブレアと双璧をなす強力な攻撃魔法。 

ラル八[治療] 
効果：発狂解除 使用条件：随時 対象：味方全員 

成功率： 33% 消費M P :11 ランク： 5/6 

基本名：ニナ 

種族：ハービィ（12) 

ランギニヨール[直接攻撃] 
効果：攻撃力&1/2HP減 使用条件：戦闘時 

対象：敵全員 効果量： 513 消費M P : 21 ランク： 6/6 

基本名：キラ 

種族：アンドロ •スフィンクス（13)，ガーゴイル（17) 

敵の攻撃力を奪い、かつダメージも与えるキラの最強版。 

リークォ[治療] 
効果：無言解除 使用条件：随時 対象：味方全員 

成功率： 20% 消費M P : 9 ランク： 4/6 

基本名：ルサリ 

種族：スライム（15) 
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Uクオースタン[治療] 

効果：無言解除 使用条件：随時 対象：味方全員 

成功率：100% 消費M P :11 ランク： 6/6 

基本名：ルサリ 

種族：スライム（17) 

リクフ[間接攻撃] 
効果：発狂 使用条件：戦闘時 対象：敵全員 

成功率： 20% 消費M P :11 ランク： 4/6 

基本名：ネア 

種族：ハーピイ(7> 

ルサリ[治療] 
効果：無言解除 使用条件：随時 対象：味方個人 

成功率： 20% 消費M P : 4 ランク：1/6 基本名：ルサリ 

種族：スライム（12) 

魔法を使えない無言状態を解除する。石化解除のf—プ同様、あまり利用す 

ることはない。 

ルセイユ [直接攻撃] 
効果：防御力&1/2H P減 使用条件：戦闘時 対象：敵個人 

効果量： 452 消費MP:17 ランク：1/3 基本名：ルセイュ 

種族：ドラゴン.ニュート（12) 

敵から効果量の防御力を奪い、さらに効果量の1/ 2のダメージを与える。 

ランクが上がっても、敵1匹.しか攻撃できないのが難点。 
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レアドピー[治療] 

効果：催眠解除 使用条件：随時 対象：味方個人 

成功率：100% 消費M P : 4 ランク： 3/6 

基本名：ァド 

種族：ガーゴイル（6)，サイクロプス（14) 

レピー[治療] 

効果：催眠解除 使用条件：随時 対象：味方個人 

成功率： 33% 消費M P : 3 ランク： 2/6 

基本名：ァド 

種族：ガーゴイル（5)，サイクロプス（13) 

レピタ[治療] 
効果：催眠解除 使用条件：随時 対象：味方全員 

成功率： 33% 消費M P : 8 ランク： 5/6 

基本名：アド 

種族：ガーゴイル（8)，サイクロプス（16) 

^ [治療] 
効果：マヒ解除 使用条件：随時 

成功率： 20% 消費M P : 9 

基本名：ジヱロ 

種族：オーク（7〉，ゴブリン（11> 

対象：味方全員 

ランク： 4/6 
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『ラスト八ルマゲドン』では、武器•防具、魔法に継ぐ第3の力として、 

特殊能力が設定されている。大別すると、攻撃タイプと防御タイプの 

2通りがあり、基本的には攻撃が13種、防御が7種ある。この能力は 

ゴブリンとオークをのぞくモンスターの各種族に割り振られ、さらに 

魔法同様、成長して名前を変えていく（本書では、この攻撃タイプを 

特殊攻撃、防御タイプを特殊防御と呼ぶこともある)。 

攻撃タイプは' 攻撃力のレベルが5、9、13になる毎にランクアッ 

プし（2ランク、または3ランクしか成長しないものもある)、防御夕 

イプは防御レベルがgになるとランクアップする（成長しないものも 

ある)。 

特殊攻撃は、魔法と違ってMPの消耗のよろな使用制限がないので、 

プレイヤーにとってきわめて扱いやすい。ゲームスタート時からすで 

に高い殺傷力を持ち、ものによっては遠距離攻擊や全体攻擊も可能に 

なる。ただし、魔法と同じくモンスターの体力向上には一切貢献しな 

いし、ジンの獲得も期待できないというデメリットがある。 

特殊防御の方は、戦闘で防御を選択したとぎにその効果がフルに発 

揮され、その他の場合は自動的に効果量の1/1〇が作用するよラにな 

つている。 

それでは次に、成長した名称も含めて攻擊45種、防御n種を、それ 

それアイウエオ順で紹介しよう。スタート時から備わっている能力な 

ど、特徴的なものに関しては若干のコメントも付した。なお、巻末には 

名称の変遷が一覧できる表を掲載したので、こちらも参照してほしい。 
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アイアンクロー 
攻擊範囲：近距離 ダメージ：150 ランク： 3/4 

基本名：ガーグクロー 種族：ガーゴイル 修得攻撃レベル： 9 

アイアンフアンク 
攻擊範囲：近距離ダメージ：170 ランク： 3/4 基本名：スネーグ7ァング 

種族：ジャイアント•スネーク 修得攻撃レベル： 9 

ジャイアント.スネークの特殊攻撃としては、同レベルで修得できるデスト 

ロイテールの方が効果が高い。 

アイアンホーン 
攻擊範囲：近距離 ダメージ：130 ランク： 3/4 

基本名：バッファローホーン 種族：ミノタウロス 修得攻撃レベル： 9 

次のランクのダイヤモンドホーンで攻撃効果が倍増する。 

ウイングカッター 
攻擊範囲：近距離 ダメージ： 40 ランク：1/4 

種族：ガーゴイル/ハーピィ 修得攻撃レベル：1 

ガーゴイルとハーピィが利用できる攻撃。ハーピィとしては同ランクのビー 

ストボイスの方が、ダメージも若干多く、遠隔攻撃も可能。 



ウイングブレイド 
攻擎範囲：近距離ダメージ： 90ランク： 2/4基本名：ウィングカッター 

種族：ガーゴイル/ハーピィ 修得攻撃レベル： 5 

ガーゴイル、ハーピイとも、同ランクのもう一つの攻撃と比べるとややダメ 

ージが上回つている。 

ガーグクロー 
攻擊範囲：近距離 ダメージ：邪 ランク：1/4 種族：ガーゴイル 

修得攻擊レベル：1 

ガーゴイル固有の攻撃。ガーゴイルとしては、同ランクのウイングカッター 

の方がややダメー ジが大きい。 

クラッシュテーノレ 
攻擊範囲：近距離 ダメージ：110 ランク： 2/3 

基本名：ニードルテール 種族：ドラゴン.ニュート/ジャイアント.スネ—ク 

修得攻撃レベル： 5 

サンダーアロー 
攻擊範囲：全体 ダメージ： 240 ランク： 3/3 

基本名：ライトニングアロー 種族：サイクロプス 修得攻撃レベル： 9 

最大級の効果を、攻撃レベル9でマスターできるサイクロプス自慢の攻撃能 

力。 

ストーンアックス 
攻撃範囲：遠距離 ダメージ： 90 ランク： 2/4 

基本名：ストーンボール 種族：ゴーレム 修得攻撃レベル： 5 
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ストーンクラスター 
攻擊範囲：遠距離 ダメージ：170 ランク： 3/4 

基本名：ストーンボール 種族：ゴーレム 修得攻撃レベル： 9 

ストーンストー厶 
攻擊範囲：遠距離 ダメージ： 255 ランク： 4/4 

基本名：ストーンボール 種族：ゴーレム 修得攻撃レベル：13 

遠隔の敵に対して攻撃できるものとしては、唯一最大のダメージを与える。 

ストーンボール 
攻擊範囲：遠距離 ダメージ： 45 ランク：1/4 種族：ゴーレム 

修得攻撃レベル：1 

ゴレームに固有で唯一の攻撃。遠隔の敵を攻撃できるのが特徴で、最終的に 

はこの種の攻撃では最強のもの_となる。 

スネークファンク 
攻擊範囲：近距離 ダメージ： 60 ランク：1/4 

種族：ジャイアント•スネーク 修得攻撃レベル：1 

ジャイアント.スネークに固有の攻撃。最終的にはジャイアント.スネーク 

最強の攻撃になる。 

セルシヨット 
攻擊範囲：遠距離 ダメージ： 35 ランク：1/3 種族：スライム 

修得攻擊レベル：1 

スライムに固有の攻撃。スライムとしては、同ランクのボルトシgックの方 

が攻撃効果は上だが、遠隔敵を攻撃できる点が特徴。 



セルボンバー 
攻擊範囲：遠距離 ダメージ： 80 ランク： 2/3 

基本名：セルショット 種族：スライム 修得攻撃レベル： 5 

スライムが使える同ランクのデッドボルトと比べると若千ダメージは少ない 

が、遠隔攻撃ができるのが特徴。 

ダークフォッグ 
攻擊範囲：遠距離 ダメージ： 70 ランク：1/2 

種族：アンドロ •スフィンクス 修得攻撃レベル：1 

アンドロ.スフィンクスに固有で唯一の攻撃。将来的な伸びは期侍できないものの、 

このランクとしては最強の攻撃効果があり、序盤戦で大きな威力を発揮する。 

タイヤモンドクロー 
攻擊範囲：近距離 ダメージ： 255 ランク： 4/4 

基本名：ガーグクロー 種族：ガーゴイル 修得攻撃レベル：13 

ガーゴイルの持つ特殊攻撃としてほ、ドリルウイングと並んで最強。 

タイヤモンドホーン 
攻擊範囲：近距離 ダメージ： 255 ランク： 4/4 

基本名：バッファローホーン 種族：ミノタウロス 修得攻撃レベル：13 

ミノタウロスが利用できる最強の攻撃。 

デストロイテール 
攻擊範囲：近距離 ダメージ： 200 ランク： 3/3 

基本名：二ード/レテール 

種族：ドラゴン.ニュート/ジャイアント•スネーク 修得攻撃レベル：9 

攻撃レベル9でマスターできる攻撃能力としては、そこそこの効果がある。 



デッド’フォッグ 
攻擊範囲：遠距離ダメージ：150 ランク： 2/2 基本名：ダークフォッグ 

種族：アンドロ •スフィンクス 修得攻撃レベル： 5 

わずか攻撃レベル5でマスターできる上、遠隔の敵も攻撃でき、しかもこの 

クラス最大のダメージを与えられる。序盤戦では傾yになる攻撃能力。 

デッドボルト 
攻擊範囲：近距離 ダメージ： 95 ランク： 2/4 

基本名：ボルトショック 種族：スライム 修得攻撃レベル： 5 

スライムが使える同ランクのセルボンバーより、ダメージそ®も,のはやや上 

回っている。 

ドリルウイング 
攻擊範囲：近距離ダメージ： 255 ランク： 4/4 基本名：ウイングカッター 

種族：ガーゴイル/ハーピィ 修得攻撃レベル：13 

ハーピifcしては最大のダメー ジを誇る攻撃。ガーゴイルとしてはダイヤモ 

ンドクローと並んで最強。 

ニードルテール 
攻擊範囲：近距離 ダメージ： 60 ランクi i/3 

種族：ドラゴン•ニュート/ジャイアント.スネーク 修得攻撃レベル：1 

ドラゴン•二A—卜とジャイアント.スネークに備わる攻撃。近距離用の攻 

撃としては最大級のダメージを与えられる。 

バーストウイング 
攻擊範囲：近距離 ダメージ：150 ランク： 3/4 

基本名：ウイングカッター 種族：ガーゴイル/ハーピィ 

修得攻撃レベル： 9 



八ッファローホーン 
攻擊範囲：近距離 ダメージ： 30 ランク：1/4 種族：ミノタウロス 

修得攻撃レベル：1 

ミノタウロスに固有で唯一の攻撃。効果は全体に低めだが、最終的には最強 

の攻撃の一つになる。 

ノ\:ンシーボイス 
攻擊範囲：全体 ダメージ：190 ランク： 3/3 

基本名：ビーストボイス 種族：ハーピィ/アンドロ.スフィンクス 

修得攻撃レベル： 9 

全体攻撃が可能なハーピィ、アンドロ.スフィンクス自慢の特殊攻撃。 

ビーストボイス 
攻擊範囲：遠距離 ダメージ： 45 ランク：1/3 

種族：ハーピ</アンドロ.スフィンクス 修得攻擊レベル：1 

ハーピィとアンドロ.スフィンク又に備わる攻撃。遠隔の敵を攻撃できるの 

が特徴で、最終ランクでは全体攻撃が可能になる。 

ファイヤーストー厶 
攻擊範囲：全体 ダメージ： 255 ランク： 4/4 

基本名：ファイヤーボール 種族：ドラゴン.ニュ—卜 

修得攻撃レベル：13 

最大：のダメージを敵全体に警える、あらゆる特殊攻撃の中でも最強の攻撃。 

ファイヤーブレス 
攻擊範囲：全体 ダメージ：150 ランク： 3/4 

基本名：ファイヤーボール 種族：ドラゴン.ニュート 

修得攻撃レベル： 9 

攻撃効果は並ながらも、全体を攻撃できるところが魅力。 



ファイヤーボール 
攻擊範囲：遠距離 ダメージ： 40 ランク：1/4 

種族：ドラゴン■ニュート 修得攻撃レベル：1 

ドラゴン•ニュートに固有の攻撃。遠隔攻撃が可能で、将来的には敵全体に 

対して最大のダメージを与える最強の特殊攻撃になる。 

ファイヤーボム 
攻擊範囲：遠距離 ダメージ： 90 ランク： 2/4. 

基本名：ファイヤーボール 種族：ドラゴン.二*，卜 

修得攻撃レベル： 5 

次のランクのファイヤーブレスから全体攻撃が可能になる。 

ファント厶ボイス 
攻撃範囲：遠距離 ダメージ： 85 ランク：1/3 

基本名：ビーストボイス 種族：ハーピィ/アンドロ •スフィンクス 

修得攻撃レベル： 5 

次のランクのパンシーボイスで全体攻撃が可能になり、ダメージも倍増する。 

フライングノ\ンド 
攻擊範囲：遠距離 ダメージ： 70 ランク： 2/3 

基本名：ボーンブーメラン 種族：スケルトン 修得攻撃レベル： 5 

ブレイKファンク 
攻擊範囲：近距離 ダメージ： 2§5 ランク： 4/4 

基本名：スネークファング 種族：ジャイアント•スネーク 

修得攻撃レベル：13 

ジャイアント•スネークにとっては、最強の特殊攻撃。 



特殊能力の章 
H^h+++++++++H^H-+++++++++++++++++++++- 

ブロンズクロー 
攻擊範囲：近距離 ダメージ： 80 ランク： 2/4 

基本名：ガーグクロー 種族：ガーゴイル 修得攻撃レベル： 5 

ガーゴイルとしては、同ランクのウイングブレイドの方が若干ダメージが大 

きい。 

ブロンズファンク 
攻擊範囲：近距離ダメージ:100 ランク:2/4 基本名:スネークファング 

種族：ジャイアント.スネーク 修得攻撃レベル： 5 

ジャイアント.スネークが使える同ランクの特殊攻撃としては、クラッシュ 

テールの方がややダメージが大きい。 

ブロンズホーン 
攻擊範囲：近距離 ダメージ： 80 ランク： 2/4 

基本名：パッファローホーン 種族：ミノタウロス 修得攻撃レベル： 5 

ボルトアシッド 
攻擊範囲：近距離 ダメージ：160 ランク： 3/4 

基本名：ボルトショック 種族：スライム 修得攻撃レベル： 9 

スライムの特殊攻撃としては、同ランクのミサイルセルの方が攻撃範囲でも 

ダメージの点でも勝っている。 

ボルトショック 
攻擊範囲：近距離 ダメージ： 50 ランク：1/4 

種族：スライム 修得攻撃レベル：1 

スライムに固有の攻撃。最終的にはスライムにと〇て最強の攻撃となる。 
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ボーンブーメラン 
攻擊範囲：遠距離 ダメージ： 30 ランク：1/3 種族：スケルトン 

修得攻撃レベル：1 

スケルトンに固有で唯一の攻撃。攻撃効果は全体に少なめだが、遠隔攻撃が 

効くところにメリットがある。 

ミサイルセル 
攻撃範囲：遠距離 ダメージ：170 ランク： 3/S 

基本名：セルショット 種族：スライム 修得攻撃レベル： 9 

スライムが使える同じランクのボルトアシッドと比べると、攻撃範囲の面で 

もダメージの点でも優れている。 

ミサイルボーン 
攻撃範囲：遠距離 ダメージ：150 ランク： 3/3 

基本名：ボーンブーメラン 種族：スケルトン 修得攻撃レベル： 9 

スケルトンが使える最強の攻撃。ダメージはいま一-Pだが、遠隔攻撃できる 

ところが自慢。 

メルトアシッド 
攻擊範囲：近距離 ダメージ： 255 ランク： 4/4 

基本名：ボルトショック 種族：スライム 修得攻撃レベル：13 

スライムが使える特殊攻撃としては、効果は最大。 

ライトニンクアロー 
攻撃範囲：遠距離 ダメージ： 50 ランク；1/3 種族：サイクロブ太 

修得攻撃レベル：1 

サイクロプスに固有で唯一の攻撃。遠隔の敵を攻撃でき、攻撃力がレベル9 

に達した段階でかなり強力な全体攻撃力が得られる。 
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ライトニングボルト 
攻擊範囲：遠距離 ダメージ：100 ランク： 2/3 

基本名：ライトニングアロー 種族：サイクロプス 修得攻撃レベル： 5 

次のランクのサンダーアローで全体攻撃が可能になり、ダメージも最大級に 

近くなる。 

アイアンスケール 
防御タイプ：対通常攻撃 効果： 30 ランク：1/2 

種族：ドラゴン•ニュート 修得防御レベル：1 

ドラゴン.：^基ートの防御能力。ランクアップすると特殊攻撃に対しても効 

果のある最強の防御となる。 

アシッドプロテクト 
防御タイプ：対特殊攻撃 効果： 〇 ランク：l/i 

種族：スライム 修得防御レベル：1 

スライムの防御能力。特殊攻撃に対してのみ耐性が増える。 

ウイングストー厶 
防御タイプ：対特殊攻撃 効果： 0 ランク：1/2 

種族：ハーピイ 修得防御レベル：1 

ハービイの防御能力。特殊攻撃に対してのみ効果があるが、ランクアップす 

ると通常の攻撃に対しても防御効果が得られる。 
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ウイング八Uァ 
防御タイプ：両方 効果： 80 ランク： 2/2 

基本名：プロテクトウイング 種族：ガーゴイル 修得防御レベル： 9 

プロテクトウイングに比べると防御効果が4倍になる上、特殊攻撃に対して 

も防御効果が現れる。 

スティールボディ 
防御タイプ：対通常攻撃 効果： 35 ランク：1/1 

種族：アンドロ.スフィンクス 修得防御レベル：1 

アンドロ •スフィンクスの防御能力。同ランクでは最強の防御効果だが、ラ 

ンクアップしない点がネック。 

ファイヤースケール 
防御タイプ：両方効果：120 ランク： 2/2 .基本名：アイアンスケール 

種族：ドラゴン.ニュート 修得防御レベル： 9 

あらゆる防御能力の中で最高の効果量があり、特殊攻撃に対しても耐性が加 

わっている。 

フエザーストーム 
防御タイプ：両方 効果： 80 ランク： 2/2 

基本名：ウイングストーム 種族：ハーピィ 修得防御レベル： 9 

同ランクとしては最低の効果しかないが、特殊攻撃にも防御効果がある。 

フロストスケール 
防御タイプ：両方 効果：100 ランク： 2/2 

基本名：ブロンズスケール 種族：ジャイアント.スネーク 

修得防御レベル： 9 

特殊攻撃に対する耐性も加わり、通常攻撃に対してもかなりの効果がある。 



ブロテクトウイング 
防御タイプ：対通常攻撃 効果： 20 ランク：1/2 種族：ガーゴイル 

修得防御レベル：1 

ガーゴイルの防御能力。通常攻撃に対してのみの効果で、その効果量もやや 

もの足りない。 

ブロンズスケール 
防御タイプ：対通常攻撃 効果： 20 ランク：1/2 

種族：ジャイアント•スネーク 修得防御レベル：1 

ジャイアント.スネークの防御能力。プロテクトウイング同様、通常攻撃の 

みの効果で、効果量も少ない。 

レストクレア 
防御タイプ：対通常攻撃 効果： 25 ランク：1/1 

種族：サイクロプス 修得防御レベル：1 

サイクロプスの防御能力。通常の攻撃に対してのみの効果で、効果量も少な 

め。 





地表には108枚の石版が散りはめられている。石版にはそれぞれメッ 

セージが書かれているが、これはゲーム上の進行に関わるトリックの 

類ではなく、単なる簡単なアドパイスやストーリーに関するメッセー 

ジに過ぎない。ただし、すべての石版を回らないとゲームが進まない 

よろになっているので、プレイヤーは一通り巡礼する必要がある。 

石版の位置とメッセージは固定されているわけではなく、プレイヤ 

_が新しい石版を発見するたびに、次の章のメッセージが表示される。 

RPG慣れしているプレイヤーは、ついメッセージを見ると「先々何 

かのトリックに関係してくるんじゃないか」などと勘ぐって、御丁寧 

にメモする気になるかもしれないが、その心配はまったく無用。ただ、 

念のためメッセージをじっくり読んでみたいという人などのメモの手 

間を省くために、以下にそのすべてを書き出しておころ。 

なお、収録したメッセージは、読みやすさのために、句読点などの 

表記を若干修正してある。 



第1章今は亡き、天空をはばたくペガサス。何を思い戻らずの塔に体を打ち 

続け、落ちていったのか……。 

第2章108の重き言葉、全て通Iし者、そのいばらの道に終りを告げん。 

第3章この地に降りしもの達、運命の糸で結ばれん。その糸は細かれど強き 

ものなり。 

第4章天を見るなかれ。その事実を知らぬ方が良いのだから……。 

第5章今一度歴史を振り返るがよい。血と肉欲で築かれた美しき過去の時を 

第6章戻らずの塔が受け入れし、選ばれたものたちよ。不幸とはお前たちの 

ためにある。 

第7章どこから来たかを探してはいけない。この石版がここにある現実だけ 

を受け止めよ。それだけのことでしかない。 

第8章ガルマの鍵が唯一の道標。幾多の英雄が手にし、血で染めた青銅の鍵 

は赤くさえも光る。 

第9章逆もまた真なり。 

第10章燃えあがる炎の樹、ただひとつ……。それは『バスクの樹』と呼ばれ 

る。 

第11章私を呼んだのはお前か。いや、私は私自身を呼んだのだ。だから、こ 

こに来た。誰のためでもない。私のためだ。 

第12章試練を受けるのだ。どうせ避けられぬ運命なら喜んでともに死のうで 

はないか。 

第13章人類C霄葉さえ無かったら……一握りの脳みそさえなかったら……こ 

の時は来なかったはずである。 

第14章戻らずの塔は、素敵な旅に連れてい.ってくれる_。どんなに素敵な旅か 

誰もが体験したいと思うだろうゃ 

第15章ある者は神に祈り、また、ある者は悪態をついたaしかし結果は同じ 

だったのである。 

第16章『バスクの樹』その燃える炎は、伝説の秘剣を生み出す。 

第17章この地には何も残っていない。餓鬼が全てを喰いつくしたから。魂さ 

えも残っていない。 

第18章お前たちは欲のかたまりだ。欲を取り除けば、何も残らない。 
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第19章サルバンが全ての活力である。その力の働きし時、新しき道の通り魔 

となる。 

第20章ミノタウロスの血を受けし一族よ。お前の醜さには、その飾り気のな 

い斧がよく似合っている。 

第21章ガーゴイルの血を受けし一族よ。その翼は天を舞うためにあるのだ。 

決して飾りではない。 

第22章ガーゴイルの血を受けし一族よ。その爪は殺傷と破壊のために与えら 

れた。来たるべき時のために、銳く磨いて待っていろ。 

第23章ハーピィの血を受けし一族よ。お前の歌声は静寂を騒乱にする狂気の 

叫びとなるだろう。 

第24章ゴーレムの血を受けし一族よ。お前の腕は、それこそが最大の狂気で 

ある0 

第25章ゴブリンの血を受けし一族よ。お前の想像力は果てしない。存分に生 

みの苦しみを味わうがよい。 

第26章オークの血を受けし一族よ。お前は死人の宝をよくくすねた。それが 

今は幸いしている。 

第27章ドラゴンの血を受けし一族よ。火を恐れる事はない。お前にとって火 

は敵ではない。 

第28章オークの血を受けし一族よ。お前たちは憎まれている。 

第29章星の軸を戻し、安息の地に変えたるもの、地表の長となり平定を誓う 

ものとする。 

第30章スケルトンの血を受けし一族よ。お前たちは『道具』を作り出す能力 

がぁる。 

第31章サイクロブスの血を受けし一族よ。目は一つであるが、それは遠く彼 

方をも見る事ができる。 

第32章スライムの血を受けし一族よ。お前たちは、あらゆる所を自由に動き 

回れる。 

第33章スフィンクスの血を受けし一族よ。お前たちは未来を見る事ができる 

能力を与えられた。 

第34章ミノタウロスの血を受けし一族よ。お前たちの唯一の武器は怪力であ 

る。 



第35章スネークの血を受けし一族よ。お前たちが与える『邪悪なる者』のイ 

メー ジは、作られたものなのだ。 

第36章ゴプリンの血を受けし一族よ。お前たちには企みをはずす能力がある。 

第37章ハーピィの血を受けし一族よ。お前たちの歓びは、あまりにも虚しい。 

第38章サイクロプスの血を受けし一族よ0お前たちの『怪力』は広く知られ 

ている。しかし、また『愚かさ』も同じように知られている。 

第39章ゴーレムの血を受けし一族よ。水を恐れよ。水はお前を苦しめる強敵 

だ。 

第40章ドラゴンの血を受けし一族よ。お前たちに立ち向かう者は勇者と呼ば 

れ、尊敬される。 

第41章ドラゴンの血を受けし一族よ。お前たちの種族は実にさまざまな色を 

持、. 

第42章スケルトンの血を受けし一族よ。お前たちは、その存在すらも矛盾し 

たものである。 

第43章スライムの血を受けし一族よ、お前たちはその姿だけで嫌悪される存 

在なのだ。 

第44章スライムの血を受けし一族よ、お前たちはあらゆるものを同化させる 

能力を持つ。 

第45章スフィンクスの血を受けし一族よ、思い出すのだ。お前は大地の痕跡 

をその目に焼きつけている。 

第46章スフィンクスの血を受けし一族よ、お前たちは皆、賢い。が、時とし 

てそれを武器にしたが為に悲劇を招く事がある。 

第47章ゴーレムの血を受けし一族よ、お前たちの原点は『無』にある。 

第48章スネークの血を受けし一族よ、お前たちはその姿を利用する事が武器 

になるのだ。 

第49章スネークの血を受けし一族よ、お前たちは特別に『毒』を持つ者がい 

る。 

第50章ミノタウロスの血を受けし一族よ、目をこらし、はるか彼方を見るの 

だ。お前には見えるはずだ。 

第51章ハーピィの血を受けし一族よ、その姿の不気味さ、さらには悪臭。そ 

れゆえ、お前たちは存在できる。 
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第52章ガーゴイルの血を受けし一族よ、お前たちは『道具』を作る能力があ 

る。それを生かすのだ。 

第53章ゴブリンの血を受けし一族よ、お前たちの目は闇の中でも光を見る事 

ができる。 

第54章オークの血を受けし一族よ、何も持たずにいる事ができない。その非 

力さを知るのだ。 

第55章スケルトンの血を受けし一族よ、水を恐れよ。それはお前たちに悲劇 

をもたらす。 

第56章光を隠し、暖かさを消し表る存在。それは、ひとつのモニュメントに 

なったのだ。 

第57章『永遠』という言葉は誰がつくり出したのか。それゆえに、多くの血 

と多くの絶望f生み出したのだ。 

第58章『種』という言葉を忘れ、『個』にしがみついた時すべては発動された。 

だが、それは定められたものなのだ。 

第59章『欲望』は世界を動かす力となった。だが、そのg太な力ゆえ.に世界 

は耐える事ができなくなる。それがいつなのかを考える者はいない。 

第60章『天と血は支配されるべき存在なのだ。』誰のために……。誰の為でも 

ない。.誰に支配されるのでもない。 

第61章見えるものだけが世界のすべてか……それを問う者は存在しても、答 

える者は見えない。 

第62章支配されたくはない6しかし、支配されている方が都合が良い。多く 

の場合はそうであった。 

第63章『多くの知識』と•■多ぐの欲望』が手を結ぶ。誰か止める事ができる 

なら……。 

第64章多くの異なる存在。姿、形、能力。異なるがゆえに認めたくなくなる。 

果して、すべて词じものなど存在するのか。 

第65章『誰が王となるか？』それが正当な考えに基づいて決められた事など 

ない。 

第66章『有効な知識』、『優れた存在』とは『両刃の剣』となり、安定と破壊 

を交互にもたらす。 

第67章『たった一人の賢人』は存在した。すべてを話した。だが、それは獣 



の声にしか響かなかったa 

第68章『賢人』は、それでもある人々にtつては恐怖をもたらした。なぜな 

ら、彼の語るように世界が動いていったからだ。 

第69章はるか昔、人間と魔物が共に存在する時代があった。これは事実なの 

である。 

第70章人と魔物の世界は、すべて『数』に支配されている。『数』は最大の支 

配者であった。： 

第71章ある一定の規則のように繰り返す。そこは何度行っても同じ事を言う 

ばかりだ。 

第72章『数』が勇者を決定した。それは人格でもなく、単に『大きな数』を 

得たからにすぎない。 

第73章人の言葉の通じぬ人がいた。だから悲劇を招V、た6 

第74章血と肉を持たぬ人に、なぜ我々の:言葉が通じない？ 我々は血と肉の 

言葉を持つからだ。 

第75章何の疑問も持てぬようにしてしまう。何と恐ろしい事か。だが、考え 

ない事は確かに楽である。生きてはゆける。楽しむ事もできる。 

第76章人間にとって、自分の分身を作る事は夢であった。しかし、『知識』は 

それを実現したかに見えた。それは未だ、夢である。 

第77章未来は知らぬ事に可能性を秘めている。知った後では絶望しかない。 

——多くの場合、それは定められた運命なのだから一。 

第78章我々には知り得ぬ過去と未来を持つ。いや、一度は知っていたはずな 

のだ。 

第79章もはや『無作為』と『作為』を区別できる者は存在しない。たとえ、 

どちらであろうと『事実』にしてしまうものが存在するからだ。 

第80章『生存する力』より『破壊する力』が絶対的に大きい。しかしそんな 

時でも世界は常に前へ一歩ふみ出そうとする。——知った事ではないのだ——。 

第81章しかし、人は後悔する。それを改めようとする。だが、結果はいつも 

同じになる。常に人は後悔し続けてきた。 

第82章人の目には見えぬとも、確かにあるのだ。それを誰もが否定してきた.。 

第83章『存在』が消えることを恐れる。その者は正.しい道を歩むであろう。 

『存在』が消えることを忘れている。だから、見えなくなるのだ。 
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第84章いっ、どこが『頂,もiなるのだ。『頂点』の後には、落ちるしかない 

のに……。 

第85章『多くの知識』は『考える』事をうぱい去ってしまった。陽はその時、 

いちばん高く真昼を迎えていた。 

第86章陽は沈み行くその過程がいちばん美しい。自然界の定めは、万物すベ 

ての定めなのだ。 

第87章日々の法則は人間と無関係ではない。人は夜を迎える事なく生き続け 

る事など不可能なのだ。だが、これすらも忘れ去る者がいる。 

第88章多くの血を流すことで、人間は楽な生活をするようになった。誰もそ 

んなことは望まないのに。 

第89章金は人の支配のもとで使われるものであった。しかし、いつしか人は 

金に使われるようになったa『欲望』に限界など存在しない。金で世界を買うと 

で&言うのか。 

第90章人が人であろうとする。Sり前の事を努力しなくてはできない時があ 

〇た。 

第91章『終り』を見る事は人間にはできなかった。ただ、これを記すのみ。 

第92章知る事は可能だ。そして、それが不都合な時は直せばいい。それがで 

きるならば。 

第93章人は『毎日』という言葉に追われる。追われるがゆえに、後に戻れな 

いのだ。 

第94章『時間』は支配する。人の行ないも、また夢も希望も……かなえてく 

れる時がある。そしてまた死も生も、すべては『時間』というステージでのみ 

可能なのだ。 

第95章もしも、人は現実と夢という2っの世界で生きられるなら、これは現実 

なのか？ それとも夢なのか？ できれば悪夢であっ.てほしい。 

第96章死は『滅亡』なのか？人はそう信じ続けてきた。それは単に『人』 

にとってみれば、そうなのかもしれない。それでも『時』は存在する。 

第97章これは人間が招いたものなのか？しかし人間は望まなかったはずだ。 

なぜか？ 

第98章『欲望』を満たし続け、尚かっ次の『欲望』の為、人は走り続ける。 

そのゴールとは存在するのか。誰でも知っていた事なのに。 



XXXXXXXXXXXXX)000000<XX>000000000000000000000 

第99章だが、自然は彼の持つ言葉で語りかけた。その危機を……。しかし、 

『人間』に聞こえようはずもなかった。まして『欲』にかり立てられる人には。 

第100章『信じる事の自由』それは大切な事だ9しかし『教え』を信じるにほ 

あまりに人は単純すぎる。 

第101章『生き続ける』それが大切な事だ。金も権威も、その前には単なる水 

の1滴にすぎない。 

第102章人は『競走』し勝つ事を教え込まれた。『勝つ事』を知った時、それ 

が悲劇である事も知るべきであった。 

第103章つくられたシナリオであるなら、それは、『ステージ』で演ずるべき 

なのだ。 

第104章人間はもっと知るべきであった。いや、気づくべきであった。世界 

の『主』ではなく『従』である事を。 

第105章『誰が人をつくったのだろう』。たとえ、そう思う人間がいても彼は 

じきに忘れてしまう。答えてくれる人はいないのだから。 

第106章もっと急ぐべきであった。社会の進歩よりも『歴史』の考察を。 

第107章『最後』、『END』、『終局』……おそらく、これは存在するのだろう。 

『誕生』、『最初』、『START』これはもちろん知っているのだが。 

第108章その一瞬を迎える為、我々は歩み続けてきた。その道はどこへ続く 

のか。 
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『ラスト八ルマゲドンJは、比較的プレイヤーの行動範囲を制限しない 

搆成になっているが、それでもいくつかのチェックポイントを設けて 

いる。また、こ5したゲームの進行に直接関わるイベントの他に、ス 

卜ーリー的な広がりを持たせるためだけのイベントも用意されている。 

ところが、こうしたイベントをクリア、あるいは経験するための条 

件は案外多彩なバリエーションを持っており、プレイヤーの盲点をつ 

くものも少なくない。町の住人から情報を得られるタイプのRPGと 

違って、クリア情報の得られないこの種のRPGでは、プレイヤーがち 

ょっと条件を思いつかないばかりに、暗礁に乗り上げてしまうことも 

ある。ひと音前のアドベンチヤーゲームによくあったアレである。 

そこで、次にプレイヤーの引っ掛かりそうなポイントを70問書き出 

し、その解答を必要なところだけ見れるように配慮して、ゲームプッ 

ク形式で構成してみた。内容にはイベントに加えて、マップ上の不明 

箇所に関する設問なども若干盛り込んだ。「ここだけはどうしても知り 

たいjとい5行き詰まったプレイヤーの役に立つことを願っている。 

使い方は簡単。設問ページから自分の知りたい項目を探し、その末 

尾にある番号を、番号順に並んだ解答ページから引くだけだ（解答べ 

ージ内でさらに条件分岐する場合もある)。 

なお、設問ページを見ているだけで別の謎がわかってしまラ勘のイ 

イ読者や、解答ページで番号を探している5ちに別の謎がわかってし 

まろ眼のイイ読者に対しては、他人に解答を見てもらラなり、他の手 

段を講じることをおすすめする。 



■設問 
•魔界でヒットポイントを治してくれない。[49| 

鲁石版が見あたらない。[135| 

•エイリアンべースキャンプに行ったが大したことが起きない私翁] 

•コールドスリープ.ルームが見つからない。[52] 

•コールドスリープ.ルームにある本が読めない。[80]. 

参コールドスリープ•ルームのデイスク保管室でこれといったことが起きない。 

[90] 

•コールドスリープ.ルームの中で行けないエリアがある。[58] 

•宇宙船に入るためのID力ードが見つからない。[140] 

参宇宙船に出てくるエイリアンがやけに強^^;|45] 

•宇宙船の1階コントロール室でこれといったことが起きない。[40] 

•宇宙船でエイリアンのメッセージを受け取っていない。[70] 

•ガルマの鍵が手に入らない。.[|] 

*アゾット剣が手に入らない。[46] 

•バスクの木で剣が抜けない。[76] 

•石版が108個見つからない。[2_2] 

*戻らずの塔に入れない。[118] 

•戻らずの塔の出口が見つからない。[62] 

•戻らずの塔1階のメッセージが見つからない。[31] 

•戻らずの塔2階に上れない。[109] 

•戻らずの塔2階のメッセージが見つからない。[24] 

•戻らずの塔3階に上れない。[56] 

•戻らずの塔3階のメッセージが見つからない。[3] 

•戻らずの塔4階に上れない。[96] 

•戻らずの塔4階のメッセージが見つからない。[66] 

•戻らずの塔5階に上れない。[111] 

•戻らずの塔5階のメッセージが見つからない。[82] 

•戻らずの塔6階に上れない。[34] 

參戻らずの塔6階のメッセージが見つからない。[149] 
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•戻らずの塔7階に上れない。[44] 

•戻らずの塔7階のメッセージが見つからない。[60] 

•戻らずの塔7階でイベントを体験していない。[106] 

書石版製作所が見つからない。[79] 

•石版製作所で小さな箱が手に入らない* |101] 

籲石版製作室が見つからない。[20] 

争製作中の石版が読めない。[65] 

•石版製作所2階からの下り階段が見つからな[138] 

•教会1階で、イベントが起きない。[160] 

•教会2階で、イベントが起きない。[38] 

♦教会3階で、イベントが起きない。[134] 

•病院1階で、イベントが起きない。[115] 

•病院2階で、イベントが起きない。[23] 

春病院3階で、イベントが起きなv^.1151] 

•病院4階で、イベントが起きない。.じ95] 

•病院5階で、イベントが起きない。[130] 

參警察1階で、イベントが起きない。[35] 

*警察2階で、イベントが起きないv ¢128] 

•警察3階で、イベントが起きない物1102] 

•警察4階で、イベントが起きない。[158] 

•警察5階で、イベントが起きない。[61] 

•デパートが見つからない。[129] 

♦デノ、。ー ト1階で、イベントが起きなt^jjl33] 

•デハ。ート2階で、イベントが起きない。[155] 

•デパート3階で、イベントが起きない。[85] 

•デパート4階で、イベントが起きな七：|1〇7] 

•デパート5階で、イベントが起きない。[150] 

•デパート6階で、イベントが起きな葡 

•デパート7階で、イベントが起きない。[1〇3| 

•デパート8階で、イベントが起きない。[16] 

•ファンタジーランドが見つからない。[87] 



イベントQ8A 

•ファンタジーランドに入れなI、|lS4l 

•ファンタジーランドの店で有益な情報を得られない。[25] 

•ファンタジーランドの城内で王様が見つからない||17] 

•ファンタジーランドの城内でコンピュータルームが見つからない。[13] 

•司令塔が見つからない。[153] 

籲司令塔に入れない。ffl 

•司令塔で下り階段が見つからない。[69] 

•司令塔1階で上り階段が見つからない。[124] 

春司令塔2階で上り階段が見つからない。[29] 

籲司令塔3階で上り階段が見つからない。[97] 

•司令塔4階で上り階段も見つからないし、これといったイベントも起きない。 

[36] 

197 



イペントQSA 

■解答 

[1] あのう、ひょっとしてエイリアンと戦っていないんじゃない？ エイリ 

アンとの戦いに勝てば、IDパーツが手に入るはず。それとも、すでに一度戦っ 

ているのかな？ 

[2] 好奇心が30%以上あるモンスターがパーティにいれば、手持ちのCDディ 

スクが読める。 

[8] メッセージ■を読まなくてもゲームの進行に支障はないが、（12,1> に行 

けばメッセージが読める。 

[4] 怠けずすべてのイベントを終了させること。 

[5] (7,19)へ行って壁を探ってみよう。チタムの鍵が手に入るはず。 

[6] イベントを経験するには、スケルトンがハ。ーティにいる必要がある。 

[7] 85419という番号に覚えがある人は[148]へ。その番号に覚えのない人は 

㈤へ。 

[8] ガルマの書をまだ読んでいない人は[30]へ。すでに読んだという人は 

[50]へ6 

[9] その場所がわかっている人は[131:]へ。場所もわかっていない人は[51] 

[10] なかなか正直ですね。：[?2]へ。 

[11] エイリアンベースキャンプCの東南東の方向に火山帯があるけれど、そ 

の真中に1本の木が見えるはず。周囲が山岳地帯なので歩いては到達できない 

が、飛行すればその木にたどり着くはず。 

[12] イベントを経験するには、ドラゴンニュートがパーティにいる必要があ 

る。 

[13] まず城の3階への階段を見つけただろうか？すでに見つけている人は 

[123]へ。まだ見つけていない人は[3?]へ。 

[14] (20,16)にある。 

[15] (10,11)へ行ってみよう。ブレスの鍵が手に入るはず。 

[16] その場所がわかっている人は[53}へ》場所もわかっていない人は[132] 

[17] 南東の壁画、北西の母子像を探してみよう。 
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[18] 西端の離れ小島にある粘土細工を探してみよう。 

[19] 塔に入る資格がないと言われた人は[|幻へ。証しを持っていないという 

人は[145]へ。 

[20] あなたは石版製作所の2階へ行きましたか？行ったという人は[113] 

へ。まだ行っていないという人は[75]へ。 

[21] (11,1)へ行ってみよラ兑 

[22] それは大変。たぶん添付のマップにシールを貼らずにプレイしたので 

は？ シールを貼ったり、印を付けていないという人は[152]へ。シールを貼っ 

ているという人は[41；]_へ。 

[23] まずディスクアクセスそのものが行われているかな？ 要するに場所が 

わかっている人は[143]へ。場所もわかっていない人は[67]へ。 

[24] メッセージを読まなくてもゲームの進行に支障はないが、（20,11>に行 

けばメッセージが読める。 

[25] ハ。ーティ全員（12匹）がレベル34になっている人は[104]、1匹もレべ 

ル34になっていない人は[156]へ。どちらでもないという人は[|罄；3〜,- 

[26] イベントを経験するには、ゴブリンがパーティにいる必要がある。 

[27] 1階のコントロール室がどこかわからない人は[43]へaわかっているけ 

ど何も起きなかったという人はへ。 

[28] 石版を読むためには、読解の魔法グランドチャコが必要。パーティ内に 

この魔法の使えるモンスターがいれば、勝手にパソコン側で判断して、内容を 

読ませてくれる。ちなみに、この魔法は唯一このメッセージを読むためだけに 

あり、MPがゼロでも読める。 

[29] まず何より（1, 8)をめざす。するとワープして上り階段のある場所 

に行ける。 

[30] 宇宙船の2階（20,10)に行ってみなさい。 

[31] メッセージを読まなくてもゲームの進行に支障はないが、（4, 9)に行 

けばメッセージが読める。 

[32] めざす場所は4隅のどこかにある。 

[33] ブレイン指数の理解力が30%以上あるモンスターがパーティ内にいる 

と、CDディスクが手に入る。 

[34] まず鍵を入手しただろうか？入手した人は[77]へ。まだ入手していな 
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い人は[5]へ。 

[35] その場所がわかっている人は[53]へp場所もわかっていない人は[132] 

へ。 

[36] 最後のイベントくらい自分で探してみたいという人は[68]へ。どうして 

も教えてほしいという人は[141]へ。 

[37] 2階の（20，1)にある。 

[38] その場所がわかっている人は[1390へ。場所もわかっていない人は[94] 

〜 
[39] イベントを経験するには、スライムがパーティにいる必要がある。 

[40] あなたのパーティはCDディスクを持っているだろうか？ 持っていな 

ければ[144]へ。持っていれば[27]へ。 

[41] ともあれ本書の地表マップを見ながら根気よく石版の読み漏らしを探し 

てもらうしかありません。 

[42] とにかく （13, 20)へ行ってみよう。 

[43] (18,1)に行ってみなさい。 

[44] まず鍵を入手しただろうか？入手した人は[119]へ。まだ入手していな 

い人は[54〕へ 

[45] それはあなたのハ。ーティが弱いのだから仕方がない。もっと鍛えなさい。 

[46] 八スクの木そのものを見つけただろうか？ 見つけていない人は[11] 

へ。見つけた人は[76]へ。 

[47] とにかく教会、病院、警察署、デパートに行ってみよう。詳しくは設問 

ページの階で、イベントが起きない」を参照してほしい。 

[48] (9, 9)へ行ってみよう。 

[49] 魔界でいろいろな治療してくれるのは1日1回と決っている。だから、 

同じパーティでなくても、他のパーティがその日に治療してもらっていれば、 

「開いてはいるけど治療は休業中」ということになる。 

[50] パーティの中に理解力が3 0%以上あるモンスターがいると、奇妙なこ 

とが起きるはずだ。 

[51] 南東にある写真を探してみよう。 

[52] 魔界の北の海を渡った氷河地帯の中にある。陸づたいに行くのなら、と 

にかく北東に進めばコールドスリーフ。.ルームのある氷河地帯にたどり着くは 



ず。 

[53] またまたウソばっかり/ 何ならその場所を掘ってみますか？ 

[54] (12，11)へ行って壁を探ってみよう。ハルフの鍵が手に入るはず。 

[55] やや西の北端にある写真を探してみよう。 

[56] まず鍵を入手しただろうか？入手した人は〔127]へ。まだ入手していな 

い人は[84]へ^ 

[57] (18，5)にいる。 

[58] 入れなくても心配には及ばない。そのエリアには実際入れないし、意味 

もないのだ。 

[59] パーティに、ブレイン指数の好奇心が30%以上あるモンスターがいない 

と本が読めない。もっとも、本が読めなくてもゲーム進行上支障はないけれ 

ど……。 

[60] メッセージを読まなくてもゲームの進行に支障はないが、（6,11)に行 

けばメッセージか 1壳める。 

[61] まずディスクアクセスそのものが行われているかな？要するに場所が 

わかっている人は.[12]へ。場所もわかっていない人は[116]；^.. 

[62] 名前の通り出口はないので、スケルトンやスライムのピンウッドの魔法 

を使用しなければ外には出れない。 

[63] (11，13)へ行って壁を探ってみよう。メシャの鍵が手に入るはず。 

[64] ところで、いまあなたはこの本を買って読んでいるのだろうか。買った 

という人は[159]へ。買っていないという人は[72〕.へ 

[65] 109個目の石版を見つけただろうか？ 見つけた人は[28〕へ:〇まだ見つけ 

ていない人は[1.0.0]_へp 

[66] メッセージを読まなくてもゲームの進行に支障はないが、（15,1)に行 

けばメッセージが読める。 

[67] 南東の部屋内にある標本を探してみよう。 

[68] エライ/ ゴールまではもう一息。がんばりましょう。 

[69] ここまで来たんだから、構わず前進しましょうよ。それがイャなら、ピ 

ンウッドの魔法を使うこと/ ですね。 

[70] 2階の（1, 4)に行ってみなさい。 

[71] ファンタジーランドのコンピュータルームのイベントを終えてからでな 
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いと、入れない。ファンタジーランドに行きなさい。 

[72] すぐに買ってください。よろしくお願いします。 

[73] 南東の島にある。詳しくは地上マップを見て確認しよう。 

[74] まずサーカス小屋みたいなシンボルのエイリアンべ—スキャンプに行き 

ましょう。そして戦って勝つのです。 

[75] 階段は1階（11,11)にある。 

[76] バスクの木から剣を抜くには条件があって、そのモンスターの攻撃力が 

レベル10に達していないとアゾット剣が抜けないのでした。ちなみにアゾット 

剣は所持するモンスターが死ぬと消滅してしまう#もちろん、もう一度取りに 

行けばいいのだけれど……。 

[77] 迷わず（8, 20)から（10,1)へ行ってみよう。 

[78] 有益な情報など存在しないのでした。 

[79] 南東にある大きな半島の北西部にある。画面で一度に見渡せる範囲が狭 

いので、見落としのないようによく探してほしい。 

[80] まず本そのものを発見するイベントを体験しただろうか？ 体験してい 

ない人は[99]へ9体験した人は[59]へ。. 

[81] 入るには地表の108個の石版をすべて読んでおく必要がある。 

[82] メッセージを読まなくてもゲームの進行に支障はないが、（14,16)に行 

けばメッセージが読める。 

[83] (18,10)へ行ってみよう。セルの鍵が手に入るはず。 

[84] (9,18)へ行ってみよう。ゴールドの鍵が手に入るはず。 

[85] その場所がわかっている人は[53]へ。場所もわかっていない人は[132] 

へ. 

[86] その場所は南東の方か、それとも北西か？南東なら[136]へ。北西なら 

[110]へ 

[87] 北部の、海沿いより少し中に入ったところにある。第2部の最初の出現 

場所の西側に細い川（入9江？）があるが、その源の湖から飛行でひたすら北 

へ進んでみよう。 

[88] 南東端にある本（写真集）を探してみよう， 

[89] 小さな箱を入手するには、パ•ーティの中に、ブレイン指数の理解力が30% 

以上のモンスターがいる必要がある。この条件を満たせば、第1の地上と第2 
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の地上を簡単に行き来できる物質転移機が手に入るのでした。 

[90] ディスク保管室そのものは見つかった？見つけていない人は〔1撼|_气。 

見つかった人は[33]へ。 

[91] 何の、何の、あなたの初志はとても尊いもの。その程度でメゲてはちょ 

っと寂しいではありませんか。初志貫徹あるのみ。ただ、妥協してもいいと考 

えはじめた人は[125]へ。 

[92] めざす場所は、全体を4つに分けたとき、その北西地域にある。 

[93] 階段は2階東側にあるので、よく探してみよう。 

[94] 南西にある彫像を探してみよう。 

[95] その場所がわかっている人は[26]，％場所もわかっていない人は[137] 

へ。 

[96] まず鍵を入手しただろうか？入手した人は[114]へ。まだ入手していな 

い人は[83]へ。 

[97] (10，1)にある。 

[98] エイリアンべースキャンプは4つある。そのすべてでIDパーツを手に入 

れると、ID力ードになるはず。 

[99] このイベントは、中央の広い部屋の（13，3)で発生する。 

[100] まず石版製作所の2階の（16, 20)に行ってみよう。 

[101] まず小さな箱そのものを見つけただろうか？ 見つけた人は[89]へ。見 

つけていない人は[146]へ。 

[102] その場所がわかっている人は[53]へ。場所もわかっていない人は[132] 

へ。 

[103] その場所がわかっている人は[53]へ。場所もわかっていない人は[132] 

へ 

[104] さすがにヤリ込んでますね。しかし、残念ながら店では有益な情報は得 

られません。なお、本書にあやまりを見つけた場合は、読者ハガキにてお知ら 

せ下さると幸いです。 

[105] お買い上げ誠にありがとうございます。深く御礼申し上げます。（1，1〉 

に行ってみてください0ただし、いきなり終了してしまうので、直前でセーブ 

しておけば、最後のイベントをゆっくり味わえます。 

[106] まず鍵を入手しただろうか？入手した人は[42]へ。まだ入手していな 
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い人は[63]へ。 

[107] その場所がわかっている入は[157]へ。場所もわかっていない人は[88] 

へ 

[108] イベントを経験するには、オークがパーティにいる必要がある。 

[109] まず鍵を入手しただろうか？入手した人は[48]へ。まだ入手していな 

い人は[15]ベ。 

[110] イベントを経験するには、ハーピィがパーティにいる必要がある。 

[111] まず鍵を入手しただろうか？入手した人は[21]へ。まだ入手していな 

い人は[121]へ。 

[112] 西端やや北側にある本を探してみよう。 

[113] 2階の（1, 6)へ行ってみよう。 

[114] (11, 9)へ行ってみよう。 

[115] その場所がわかっている人は[S3]へ。場所もわかっていない人は[132] 

へ 

[116] 北西にある書類を探してみよう。 

[117] あなたはすでに2階へ行っただろうか。行ったという人は[S?]へ。まだ 

行っていないという人は[147]へa 

[118] 戻らずの塔がどこにあるかわからない人は[73]へ。発見しているけど入 

れないという人は.[19]へ。 

[119] (12, 7)へ行ってみよう。 

[120] イベントを経験するには、ゴーレムがパーティにいる必要がある。 

[121] (10,10)へ行ってみよう。ボースの鍵が手に入るはず。 

[122] CDルームのイベントは（19，5)で発生する。 

[123] ひたすら（13，2)をめざすこと。 

[124] (10,10)にある。 

[125] もう一度最初からシールを貼って石版を探しながら、自分の愚かさを嚙 

みしめてください。それはイヤだという人は[152]へ， 

[126] ピンウッドの魔法を使うこと。覚えていないのなら、「知りたくもない」 

などとナマを言わぬように……。 

[127] (13,14)へ行ってみよう。 

[128] その場所がわかっている人は[|3]へ。場所もわかっていない人は[132] 
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へ。 

[129] 南西端にある半島のやや北側にある。よく探してみよう。 

[130] その場所がわかっている人は[108]へ。場所もわかっていない人は[55'|: 

へ。 , 

[131] イベントを経験するには、A.スフィンクスがパーティにいる必要があ 

る。 

[132] そこにはイベントが用意されていない。他を当ってみよう。 

[133] その場所がわかっている人は[53]へ。場所もわかっていない人は[132] 

へ。 

[134] その場所がわかっている人は[6]へ場所もわかっていない人は[141]へ。 

[135] 魔界を取り囲んでいる7個の石、これはただの飾りじゃない。何となく 

通行不能な感じがするけれどこれが石板。そのシンボルにキャラクタを重ねる 

とメッセージが読める。地表に108個あるからシールを貼りながら根気よく探そ 

う。 
[136] イベントを経験するには、G.スネークがパーティにいる必要がある。 

[137] 西端にある1冊の本（童話）を探してみよう。 

[138] 上り階段が一方通行なのは面嗅らったはず。ヒントがほしいという人は' 

[93]へ。ズバリ場所が知りたい人は[14]へ。知りたくもないという人は[126]へ》 

[139] イベントを経験するには、ガーゴイルがパーティにいる必要がある。 

[140] IDパーツを持っていない人は[74]へ。IDパーツをすでに入手している人 

は[98]へ。 

[141] 北東にある鐘を探してみよう。 

[142] ヒントさえもらえば自分で探すという人は[161]へ。そんなダルイことは 

イヤだという人は[64]へ。 

[143] イベントを経験するには、ミノタウロスがハ。ーティにいる必要がある。 

[144] まずコールドスリープルームに行って、CDディスクを入手するのが先 

決。 

[145] ガルマの鍵を入手しておかなければ入れない。 

[146] 1階の（2,1)へ行ってみる。 

[147] (10,1)に上り階段がある。まず2階に行ってみよう。 

[148] あなたはウソをついている。番号に覚えがあれば入れるのだ。ウソつ 
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き//。 

[149] メッセージを読まなくてもゲームの進行に支障はないが、（15, 20> に行 

けばメッセージか*読める。 

[150] その場所がわかっている人は[53]へ。場所もわかっていない人は[132] 

へ 

[151] その場所がわかっている人は[39]へ。場所もわかっていない人は[112] 

へ。 

[152] 自分の記憶力を頼りにしようというあなたは立派/頑張って探してく 

ださい。ただ、いささか疲れてきたという人は[91]へ。 

[153] 北東の大きな島の中心やや北にある。 

[154] ここへは12匹のモンスターがすべて感情のイベントを済ませていないと 

入れない。「愛とやさしさ……云々」のイベントを経験している人は[4]へ。一 

切経験していない人は[47]へ。 

[155] まずディスクアクセスそのものが行われているかな？ 要するに場所が 

わかっている人は[120]へ。場所もわかっていない人は[18]へ。 

[156] なかなか効率よく進んでいるみたいですね。しかし、店では情報は得ら 

れません。 

[157] イベントを経験するには、サイクロプスがパーティにいる必要がある。 

[158] その場所がわかっている人は[53]へ。場所もわかっていない人は[132] 

へ。 

[159] 本当ですか？ Yは[105]へ。Nは[10]へ。 

[160] まずディスクアクセスそのものが行われているかな？ 要するに場所が 

わかっている人は[86]へ。場所もわかっていない人は[17]へ。 

[161] あなたの趣味を問う。戦士と魔法使いのどちらが好きか？戦士なら 

[32]へ。魔法使いなら[92]へ。 
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このゲームのマップは、2□のスクロールマップと3□マップを組 

み合わせた、いわゆるウルテイマタイプの構成を採っている。2□マ 

ップでは、30X30が基本単位となっており、例えば地表ではこれを16 

枚並べて120X120のサイズとして表している。地表をのぞくと2 □マ 

ップは計22面あって相当の広さになるが、通行不能部分もかなりあり、 

それほどパカッ広い感じはしないはず。 

一方、3 □マップは20X20が基本単位で、その半分のサイズのE0X 

10が2面、ふつうのものが17面用意されている。もちろん、ワナやワ 

ープポイント、隠し扉、一方通行扉などひと通り仕掛は備わっている 

が、それほどアザトイものはない。ただ、2 □マップと違って、通行 

不能部分が少なく、複雑に入り組んで見通しが悪いために、結構歩か 

される。モンスターの特性にある記憶力を有効に使いたい。 

ここでは、すべてのマップを掲載する。一応以下にマップの凡例を 

あげておこラ〇 

〈凡例〉U :上り階段□:下り階段E :入口 



08個の石版のメッセージをすべて読むこ！：と、8つ®施設を探索1 

らにある場所でアゾット剣を入手することにある。 

見ポイントである魔界は、1,101回のみ、無償でパーディ内のモン 

こ対してあらゆる状態や消耗を回復してくれる。 

二を歩いているときに唐突に天変地異が襲ってくることがある。H] 

った状態で長歩きするのは控えた方が無難だ。 



マップ 

コールドス1」ープルーム 

コールドスリープルームは20X10の3Dマ#プ。ワナやトリックもなく、気楽 

に探索できる。3つのイベントが用意されているが、ブレイン指数が関係する 

ものもあるので注意を要する。 

エイリアンではマヒ攻撃を持つクルトに注意。他の2つのエイリアンはロボ 

ットタイプなので、魔法による状態攻撃は効果がない。また擭得ジンも期侍で 

きないので、特殊能力を磨くよい機会だろう。 

宇宙船 
宇宙船は20X20と20X10の3Dマップによる2層構造になっている。落し穴、 

毒ガスといったトラップのほか、隠し扉も現れる（重要なポイントで使われて 

いるわけではないが……）。イベントは2層合わせて3つ。やはりブレイン指数 

が関係するものがある。 

エイリアンでは発狂攻撃を持つデグボリカと、強敵ハレッシュが注意を要す 

る。3種の敵しか現れないので、相手の力量を十分確かめるまでは、入口付近 

で様子を見た方が無難だ。 
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戻らずの塔 
20X20の3Dマップが7層にわたる巨大ダンジョン。トラップはもちろん、I 

し扉、一方通行路、ワープポイントまですべてそろっている。また、出口が. 

く、一度足を踏み入れると通常は地上に戻ることができない。迷路としては5 

6、7階が難しい作りになっている。 

イベントは各階に1つずつ用意され、鍵も同数ある。もうひとつ必ずイべ 

卜に対応するメッセージがどこかの壁に書かれている。 

エイリアンは、下層では塔付近の地上の敵よりかなり弱いくらいだが、上 

行くに従って徐々に強くなる（当り前か……）。また、水の攻撃や無言攻撃な 

の特殊攻撃を備えているものも現れる。詳細はエイリアンの項を参照してほ 









第2の地上 

第1部の地表部と同程度の広さがあり、そこに7つの施設が散らばっている。 

ファンタジーランドと司令塔をのぞけば、特別探索の順路は決められていない 

ので、どの施設から探索しても構わない。ただ、石版製作所でいち早くあるア 

イテムを手に入れておくと、モンスターが死んだときなどに面倒な思いをせず 

に済む。 

エイリアンはかなりの種類が出現するが、その半数くらいは、戻らずの塔の 

最上層部の敵より弱い感じだ。ただ防御の弱いモンスターに.とっては気の抜け 



石版製作所 
石版製作所は20X20の3Dマップ2層で構成されている。毒ガス、落 

ったワナがいくつか仕掛けられているが、特徴は1階から2階への上 

2階から1階への下り階段が別々に設置されていること。イベントは 

されているが、いずれもゲームの進行に差し障りのある種のものでは: 

エイリアンはすべてロボットタイプ。したがって、状態攻撃の魔法 

いるハ11—ティは多少苦労させられるかもしれない。 



■3U入加のZUマツ/ J ;曽から成;つている。ただし、ダンジョンではない 

ンウッドの魔法は使えない。イベントは4つ。モンスターの種族によて 

が限定されるイベントなので、イベントがさっぱり起きない場合もまま 

クサイと思った場所については、その位置とどのパーティでイベントか 

たかをよく覚えておくとよい。 

エイリアンは地上に現れるものと同じ敵が出現し、固有のエイリアン 







教会同様、ダンジョン ではな いの， 

4つ。やはりモンスタ 一の種族に 

サイと思った場所につ いては 、そ( 

かったかを覚えておく とiい 























7ァンタジーランド 

ファンタジーランドは、その名の通りファンタジーrpgを意識した作り 

'ており、小振りの2Dスクロールマップに武器屋、病院、王の城などが配 

-ている4慕の城だけは20X20の3D迷路3層で構成され、とくに2階、3 

i雑な迷路になっている。 

イベントは、ゲーム進行上必須のものが王の城内に1つ、このほかスト 

，を盛り立てるものがいくつか用意されている。エイリアンは人間型の口 

が各種登場し、飛び抜けて強いわけではないが、このゲームの中では最, 

:ル。HPが高く、倒すまでは結構骨が折れるだろう„ 





よゲームも大詰め。司令塔は20X20の3D迷路4層 

のイベントが1つだけ用意されている。各階ともワ 

いて、無駄足も結構強いられる。当然記憶力は頼り 

階毎に5種類のエイリアンが登場するが、ファンタ 

感じ。最後のダンジョンを守る敵としてけ仁卜っ卜 
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