
001001

滅びた世界を翔ける、滅びた世界を翔ける、
　　ふたりの自由なる翼　　ふたりの自由なる翼

GMがナビゲーター、プレイヤーが操縦者になり、GMがナビゲーター、プレイヤーが操縦者になり、
人型兵器「リヴァルチャー」で空を翔ける、ふたり用人型兵器「リヴァルチャー」で空を翔ける、ふたり用
TRPG『光砕のリヴァルチャー』。TRPG『光砕のリヴァルチャー』。
ふたりの絆を深める日常と、地上から成層圏までをふたりの絆を深める日常と、地上から成層圏までを

舞台とした、ハイスピードな空中戦を1時間から楽し舞台とした、ハイスピードな空中戦を1時間から楽し
める内容となっています。める内容となっています。
機体構築はイメージで決めたい方にも、データに機体構築はイメージで決めたい方にも、データに

拘りたい方にも対応!拘りたい方にも対応!
そんな４月発売のどらこにあん最新作の内容と、戦そんな４月発売のどらこにあん最新作の内容と、戦

闘を体験できるひとり用シナリオをお届けします！闘を体験できるひとり用シナリオをお届けします！

※内容・書影など、画面は開発中のものとなります。※内容・書影など、画面は開発中のものとなります。

定価■2,000円+［税］　発売日■発売中定価■2,000円+［税］　発売日■発売中
プレイ時間■60分〜（対面・ボイスセッション時）プレイ時間■60分〜（対面・ボイスセッション時）
プレイ人数■2名（GMとPL1名ずつ）プレイ人数■2名（GMとPL1名ずつ）
使用ダイス■6面体（10個以上を推奨）使用ダイス■6面体（10個以上を推奨）
著■瀧里フユ・宝井ロメロ／どらこにあん著■瀧里フユ・宝井ロメロ／どらこにあん
カバーイラスト■沙月カバーイラスト■沙月
イラスト■沙月・海鼠・U9・MONOイラスト■沙月・海鼠・U9・MONO
発売■新紀元社発売■新紀元社

文■どらこにあん文■どらこにあん
画■沙月・海鼠・U9・MONO画■沙月・海鼠・U9・MONO

作作品品紹紹介介＆＆ひひととりり用用体体験シ験シナナリリオオセセッットト
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ようこそ、灰色の空の下へようこそ、灰色の空の下へ
この記事は、2021年4月21日に発売されたどらこにあんに

よるふたり用TRPG『光
こ う

砕
さ い

のリヴァルチャー』の特集です。
この記事では、以下の内容を扱います。

・ゲームの基本的な情報の説明
・ひとりで遊べる体験シナリオ
・戦闘ミッション

●ゲームの基本的な情報の説明
『光砕のリヴァルチャー』の基本的な物語や用語、ゲームの
仕様などの情報を網羅したものです。

●ひとりで遊べる体験シナリオ
『光砕のリヴァルチャー』では、プレイヤーは滅びた世界の
住人として、決戦兵器「リヴァルチャー」に乗る操縦者となり
ます。

このセクションでは、読者であるあなたが、操縦者として
『光砕のリヴァルチャー』の雰囲気と、戦闘ミッションをま
るごと一回体験できるのです!

と言っても、難しいことは何もありません。
案内に従いつつ、起きていることにどう反応するか、想像

したり、実際に演じたりしながら読み進めてくださいね。
　

●戦闘ミッション
ひとり用シナリオの最後には、あなたの操縦するリヴァル

チャーと、巨大な怪物・ソラバミとの戦闘が待っています!

必要なのはダイスと、筆記用具、そしてコマ。
その気になれば、PCやスマートフォン内で完結することも

可能です。

リヴァルチャーの操縦者には、一緒に乗ってサポートして
くれるあなただけのパートナーがいます。

本来はGMが演じるキャラクターとなりますが、この記事
では、ゲームブックのように、パートナーが逐一状況を本文
で伝える形式をとっています。

本文で提示される戦況に応じて判定などを行い、ソラバミ
を撃退しましょう!

ミッションが終わるころには、『光砕のリヴァルチャー』を
一度プレイ済となります。

次はぜひ、ルールブックを手に、あなた自身が誰かのパー
トナーとして、このゲームに興味を持っている人を『光砕の
リヴァルチャー』の世界に迎えてあげてくださいね。

※体験用のシナリオとして、一部ルールを省略しています。

物語物語
世界は、終わりを迎えました。
永き戦争の結末は、生体兵器「ソラバミ」による地上すべて

の破滅──人類の敗北に終わったのです。
青空を奪われた人々は、幾つかの生存圏に分かれ、ソラバ

ミに怯えながら暮らしています。

人類に残された希望は「リヴァルチャー」。
かつて戦争に用いられた、パイロットとその無二のパートナー

による、ふたり乗りのロボットです。

ソラバミを倒し、空を取り戻すため。
旧世界の遺物を回収し、拠点を発展させるため。
ふたりの願いと、人々の希望を背に、リヴァルチャーは灰

色の空を翔けます。

ゲームのコンセプトゲームのコンセプト
●ふたりで紡ぐ終末世界
『光砕のリヴァルチャー』はふたり用のゲームです。

プレイヤーが演じるパイロットと、ゲームマスターが演じ
るナビゲーターのペアで、ふたり乗りロボット・リヴァルチャー
を操り、ふたりの絆の結晶である「自由なる翼」で、終末世界
を駆け抜けていきます。

　
●短時間で濃密なセッションを

このゲームは、対面、あるいはオンラインで通話して遊ぶ
環境では1時間から。

キャラクターメイキングを含めても、2時間程度のプレイ
時間を想定しています。

仕事が終わった後、寝るまでの間にゲームを遊びたい。
けど、長時間遊ぶのは難しい──そんな場合でも、濃密なセッ

ションを手軽に楽しむことができます。
ふたり用なので、予定調整も簡単ですよ!

●特別な関係のふたり
プレイヤー操るパイロットは「シュヴァリエ」と呼びます。
シュヴァリエは、遺伝子操作で作り出された存在です。
リヴァルチャーは操縦者の能力が反映されるため、優れた

武術や身体技能を持つシュヴァリエが適任なのです。

GM演じるナビゲーターは「フィアンセ」と呼びます。
フィアンセもまた、シュヴァリエをサポートするため、同

じく遺伝子操作で作り出された存在です。
フィアンセがいることではじめて、シュヴァリエは存分に

その力をふるえる──灰色の雲に覆われた世界において、ふ
たりは、切っても切り離せない存在なのです。

はじめにはじめに
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ブリーフィングブリーフィング
ここからはじまるのは、ひとりで遊べる『光砕のリヴァル

チャー』の体験シナリオです。
『光砕のリヴァルチャー』はふたりで遊ぶゲームですが、こ
のシナリオはひとりで、ここに記された内容だけをもとにプ
レイできます。

このシナリオを通じて、このゲームの世界や戦闘ルールに
慣れてみてくださいね。

セッションの内容は、リプレイなどとしてSNSなどで掲載
したり、実況したりするのもOKですよ!

まず、必要なものを用意しましょう。

・6面ダイス……10個程度
ダイスはアプリなどで代用することもできます。

・コマ……2つ
あなたと、エネミーを識別するコマです。
これは戦闘の時に使用します。

・筆記用具とメモ
使えるダイスの数が少なかったり、アプリで遊ぶ場合は、

適宜ダイスの出目のメモをとって進めましょう。

キャラクター作成キャラクター作成
本来『光砕のリヴァルチャー』を遊ぶためには、キャラクター

を作る必要があります。
今回は体験シナリオのため、こちらで最低限の設定を用意

いたしました。

▼シュヴァリエ・設定メモ
あなたには記憶がない。
気づけば、医務室のベッドに寝ていたのだ。
頭には包帯が巻かれ、後頭部に広がる鈍い痛みが何かがあっ

たことだけを告げている。
周りの人が言うには、あなたは決戦兵器・リヴァルチャー

のパイロット「シュヴァリエ」で、戦闘中の負傷で一時的に
記憶喪失になっているらしい。
何も思い出せないあなたのため、オペレーターの女性が、

あなたの住む場所を案内すると申し出てくれた。

物語のはじまり物語のはじまり
「おはようございます、
シュヴァリエ様!

私はこのフォートレ
スでオペレーターをして
いるエマ・カワサキです。

エマか、エマちゃんっ
て呼んでくださいね♪

昨日はドタバタしちゃっ
てごめんなさい。

シュヴァリエ様が記
憶をなくしていると思わ
ず、みんな慌ててしまっ
て……

一番不安なのは、何もわからないシュヴァリエ様ですよね。

今日は、このフォートレスを案内します。
なじみのある場所を巡ったら、きっと、何か思い出せるこ

ともあるかもしれません!
フィアンセ様も、検査が終わったら合流されますよ。

──はい、シュヴァリエ様はシュヴァリエなので、もちろ
んフィアンセ様がいますよ。

まずは、シュヴァリエ様にこの世界のことを説明しつつ、
オペレーションルームまでご案内します」

ふたりで医務室の外に出ると、年季の入った金属製の幅広
い通路が、左右のどちらにも長く長く、広がっている。

行き交う人々の不安げな視線を受けながら、あなたはエマ
の後を追うのだった。

ひとり用シナリオ『記憶をなくした騎士』ひとり用シナリオ『記憶をなくした騎士』

▼キャラクターメイキング
『光砕のリヴァルチャー』では、シュヴァリエ、フィアンセ
共に、「適性」と「あなたの物語」、そしてフィアンセからの思
いを示す《感情回路》を3つ決定します。
《感情回路》は互いで共通に持つ記憶や思い出などであり、
うち1つはセッション中に決定します。
印象的なシーンやセリフ、セッション中に生まれた感情な

どを書き込んでくださいね。
《感情回路》は戦闘で使用でき、また、感情を焼き切ってし
まうことで限界を超えて力を引き出すこともできます。

▼この枠の中は神の声
コラムでは、物語では伝えきれない判定やゲームのルール

説明などを行います。
この枠が現れたら、神の声として、頭をキャラクターでは

なくプレイヤーに切り替えて読むようにしてください!

イラスト■海鼠

上記を踏まえてさえいれば、あとはシナリオで紹介される
世界観に沿って、その場で自由にキャラクターの設定を作っ
て遊ぶことができます!

あなたが楽しめる範囲で、登場人物たちとのロールプレイ
を楽しみながら読み進めてください。
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イラスト■海鼠

「まず……私たちがいる場所は、実は建物ではありません。
ここは巨大採掘兵器・フォートレスの内部であり、私たち

みんなが住んでいる場所です。
ですので、これからお連れするオペレーションルームは、

フォートレスの艦橋ということになります。

どうして私たちが、フォートレスで暮らしているのか?
あ、いいタイミングで窓がありますね。
ちょっと、外を覗いてみてください!」

「──見えますか、見渡す限りの灰色の景色が……?
この世界は、灰色の荒野、と呼ばれています。
見渡す限りの砂漠と砂嵐、見上げれば分厚い灰色の雲……

自然はごく一部にしか残ってなく、ほとんどの人たちは、太
陽の光を古の記録でしか見たことがありません。

外の世界は、滅んでしまっているからです」

★どうしてこんなことに?
「640年前に起きた『ジアド戦争』が原因です。

この砂や、空を覆う雲の正体は、ジアド粒子によって分解
された、様々な物質のなれのはてです。

ジアド戦争の原因となったジアド粒子は、「あらゆる物質
を熱と光に分解する」性質があります。

その高いエネルギー効率から、ジアド粒子を用いた様々な
兵器が生み出され、それらを用いた戦争の結果、世界は滅ん
でしまったんです。

──あ、窓は開かないですよ!
灰色の砂嵐には高濃度のジアド粒子が含まれてます。
対策せずに出たら、たちまち分解されちゃいます!!」

「そこで、フォートレスの話です!
ジアド粒子を防ぐためには、無力化したジアド粒子で装甲

をコーティングする必要があります。
そんな強力な装甲に守られた、ジアド戦争当時の巨大採掘

兵器・フォートレスの残骸が、世界のあちこちに残されてい
るんです!」

エマは、ごん、と壁を叩いてみせた。

「もともと、他国の資源を奪うために作られた兵器が、今や
人類の命を繋ぐ大事な拠点になっている。

なんだか不思議な話ですよね。

私たちが暮らすこのフォートレスは、数万人が暮らせるく
らいの広さがあります。

昔で言う、街、くらいの規模だそうですよ。
私たちの世代は、フォートレス以外の生活を知らないし、

想像もつかないんですけど」

★箱舟みたいなもの?
「そうですね!

砂漠の海をどこまでも泳いで、安全な場所を求めている、
と言われることもあります。

どこにも安全な場所なんてないでしょうし、この星を支配
している存在からから逃れる術も……

あ、オペレーションルームにつきましたね。
この話はここまでにしましょう。
ようこそ、フォートレスの中心へ!」

チャプター1・終末世界の人々チャプター1・終末世界の人々

▲フォートレスのオペレー
ションルーム
フォートレス全体の管理を
行う、拠点の心臓部ともい
える場所。
複数のオペレーターや連絡
員が常に待機して、フォー
トレス内のあらゆるトラブ
ルや、外の脅威──外敵や
ジアド粒子の砂嵐などを監
視している。
イラストのように全面スク
リーンがあるオペレーショ
ンルームでは、内外のあら
ゆる光景をモニターするこ
とが可能だ。
廃墟となった旧世界の都市
などから資源を回収する際
の陣頭指揮もここから執ら
れる。
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チャプター2・ソラバミとリヴァルチャーチャプター2・ソラバミとリヴァルチャー

▼シュヴァリエとフィアンセ
プレイヤー演じるシュヴァリエは、ジアド戦争中に遺伝子

操作によって生み出された兵士です。
その強靭な肉体と身体能力によって、リヴァルチャーの操

縦士として活用され、そしてリヴァルチャーはジアド戦争の
主役となりました。
ですが、リヴァルチャーが操縦士の身体能力を再現するには、

シュヴァリエの脳と身体に強い負荷がかかります。
その結果、操縦士となったシュヴァリエはみな1年ほどで

命を落としてしまいました。

この状況を解決するための存在がフィアンセです。
シュヴァリエが受ける負担を引き受け、さらには戦場で的

確なサポートをすることで、シュヴァリエの寿命とリヴァル
チャーの戦闘能力は飛躍的に向上しました。
シュヴァリエとフィアンセは、互いになくてはならない存

在なのです。

オペレーションルームオペレーションルーム
「ここでは、物資の手配やフォートレスの状況の確認、周囲
の監視などを24時間体制で行ってます!　どやぁ」

エマはなぜか得意げな顔で告げてきた。

★物資の手配?
「ここには、居住区のほかに農場や工場などがあります。

それぞれに必要なものが届くよう手配したり、外から回収
した資源を必要な部署にあてがったりしてるんですよ」

★フォートレスの状況の確認?
「フォートレスは数百年前の機械なので、ガタが来てるとこ
ろもありまして……整備したり、故障を直したりです」

★周囲の監視?
エマは頷くと、手近なパネルを操作した。
ほどなくして、横のスクリーンに都市の映像が映る。
と、灰色の雲を突き破り、龍のような怪物が現れた。
怪物は無数の雷のようなものを都市へ次から次へと落とし、

またたく間に廃墟へと変えていく──

「これが私たちが警戒している敵、ソラバミです。
機械とジアド粒子で構成された、自律行動する生体兵器。
元々は、ジアド戦争で覇権を握った、ある超強力な兵器を

倒すために生み出された、人類の切り札でした。

けれど、今のソラバミは、人類を絶滅させるためだけに飛
び回る、恐ろしい存在なんです」

ソラバミと、ジアド戦争の真実ソラバミと、ジアド戦争の真実
★人類を滅亡させる?
「ソラバミはジアド粒子が生み出す光と熱をエネルギーに、
戦争から600年以上が経った今も、あの灰色の雲の上を数え
きれないほど飛び交っています。

そして、それだけ長い年月が過ぎても、、私たちがソラバミ
に対抗できる手段はほとんどありません。

人類は、ソラバミに空を奪われてしまったんです」

★ある強力な兵器って?
「それは、シュヴァリエ様だけが乗れるリヴァルチャーです。

リヴァルチャーはジアド機
エ ン ジ ン

関を搭載した最強の人型兵器な
んです。

でも、誰が乗っても最強というわけではないですよ?
リヴァルチャーは『操縦士の身体能力を再現する鎧』として

設計されているので、操縦士が高い身体能力と、優れた戦闘
技術を持っていることが条件となります。

そう、シュヴァリエ様やフィアンセ様のように!

オペレーターとして、おふたりの戦いをいくつもお手伝い
してきましたけど、音速を超えて移動し、空を自在に駆け巡
るその姿にいつも心奪われて……あ。

ご、ごめんなさい、できる女としての自分をアピールして
過去の印象を上書きするはずが……

えーと、そうだ!
ソラバミが本来狙っていたのは、リヴァルチャーと、それ

を操縦できる素質を持つ者なんです。
でも、長い間に混血が進み、今ではほとんどの人がソラバ

ミの攻撃対象になっています。
リヴァルチャーから人類を守るはずだったソラバミが、昔

の人たちの命令のせいで、今や私たちを狩っているんです。

だから、私たちは外を見るたび、空が灰色であることにほっ
とします。

青空が見えるのは、雲を突き破ってソラバミが下りてくる
ときだけだから」

★自分の何が特別なのか?
「シュヴァリエもフィアンセも、ジアド戦争中に遺伝子操作
で生まれてきた存在です。

混血が進んだ今では、ほとんどの人がその素養は持ってい
ますが、実際にリヴァルチャーを運用してソラバミに対抗で
きるまでになれるのは、ごく一部のみ。

このフォートレスでは、シュヴァリエ様だけなんです!」

★自分はそんなにすごい人間なのか?
「当り前じゃないですか!

フォートレスのみんなが、シュヴァリエ様のことを尊敬して、
大切に思ってますよ!」
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▼セッションの流れ
このゲームには、大きく分けてふたつのシナリオの流れが

あります。
「日常型」では、シチュエーション表などをもとに、GMと
プレイヤーで自由にシーンを創造・演出できる日常パートと、
拠点をエネミーから守る防衛ミッションを遊べます。

もう一つは「依頼型」です。
廃墟からの資源回収や、別の拠点などの依頼に応じ、その

過程でエネミーを撃退する戦闘ミッションを遊べます。
どちらの形式でも、基本的な流れは次のようになります。

・ブリーフィング
拠点などで、ふたりだけのひとときを自由に演出した後に、フィ

アンセからミッション内容が伝えられます。

・ミッションスタート
ミッションでは必ずエネミーとの戦闘が発生します。
まれに、敵対するリヴァルチャーとの戦いもあります。
あなたたちの戦いに、コミュニティと、そして人類の命運

が運命が託されています!

・ミッションオーバー
ふたりで、ミッション達成後の物語を自由に演出できます。

シュヴァリエの為すべきことシュヴァリエの為すべきこと
「次は、リヴァルチャーの格納庫に向かいながら、シュヴァ
リエ様がやってこられたお仕事を説明しますね。

このフォートレスにおいて、シュヴァリエ様のお仕事は、
大きく分けてよっつあります。

ひとつめは、フォートレスの生活改善です。
私たち住民と交流したり、シュヴァリエ様の立場や、身体

能力を活かして困りごとがあったら解決したり、機体のテス
トや運用実験なんかも、この中に含まれています。

ふたつめは、資源の調達です。
廃墟には旧世界の資源が眠っていますが、いつソラバミが、

あのジアド粒子の雲を突き破って出現するかわかりません。
シュヴァリエ様には、リヴァルチャーで調査に出向いてい

ただき、安全を確保してもらってます!

みっつめは、外部からの依頼です。
閉鎖環境のフォートレスでは、物資不足を解決するために、

他の拠点や組織を頼る必要があるんです。
シュヴァリエ様のように優秀な操縦者は、それはもう引く

手あまたなんですよ!

最後に、この拠点の防衛です。
フォートレスの武装では、ソラバミに太刀打ちできません。
……周りの人たちが心配げに見ているのはそういう理由な

ので、悪く思わないでくださいね。
シュヴァリエ様は、私たちフォートレスに住む者にとって

生ける希望なんです!」

★ほかの拠点や組織があるの?
「はい、人類はけっこうしぶといんですよ!

リヴァルチャーやその兵装を生産している企業もあれば、整
備工場などを拠点に、傭兵稼業についている人たちもいます」

★生ける希望か……。
「記憶を取り戻したら、きっと自信も湧いてきますよ!

もちろん、このフォートレスにいる者は誰でも、シュヴァ
リエ様と一緒に、空を取り戻せると信じてます!」

「さぁ、格納庫につきましたよ。
整備士の皆様、こんにちはー !
今、ちょうど彼らが作業しているのが、シュヴァリエ様の

機体、私たちが誇る『グレイスターリング』です!
──あっ !?　えーと、その、ここにいてくださいね……?」

イラスト■海鼠

▲リヴァルチャー格納庫
整備士や操縦士などが、機体の調整や
改造を行っている。
あらゆる人類の拠点はリヴァルチャー
によって守られており、機体にかかわ
る仕事をすることが最大の栄誉となっ
ているフォートレスも多い。
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リヴァルチャー格納庫リヴァルチャー格納庫
「これは我らが王、格納庫
へようこそ。

俺は黒川・レン、エマと同
じオペレーターです。

★どうして格納庫にオペレー
ターが?
「ああ、今のあなたは記憶喪
失ということでしたか。

俺たちの仕事はフォート
レス全体を繋ぐこと。

人員が足りなければ、臨
機応変に動きますよ」

★今、王って呼んだ？
「シュヴァリエは替えがきかない戦力であり、住民には崇拝
対象であり、実質的な権力者です。

そんなあなたを王と呼ぶのは、間違ってないでしょう?」

★エマはどうした?
「彼女はフィアンセ様を迎えに行く仕事を忘れていたので、
とくと言い聞かせていたら、逃げ──いなくなりましたので、
俺が説明を引き継ぎます。

ここでは、リヴァルチャーの整備と調整が行われています。
選りすぐりの技術者たちの腕前を、見ていきましょうか」

★みんなのがんばりに頭が下がる
「当然のことでしょう、我らが王とそのフィアンセ様、そし
てリヴァルチャーはフォートレスの生命線なので。

が、そう思うなら、もっと上手に戦ってくれませんか?
俺達が手を尽くして獲得したソラバミの情報と、機体を調

整する整備班があってこその戦いなんですからねぇ。
ああ、いえ、一般論ですよ、我が王。
あなたはよくやってくださっています。
今回の負傷も──ああ、俺から言うことではないか。

さて、話していても記憶は戻ってこなさそうですねぇ。
どうでしょう、戦闘シミュレーターを使って、リヴァルチャー

の操縦を体験してみませんか?

★うまくやれるか自信がない　
「記憶がなくても、戦い方は体が覚えているものです。

それに、記憶をなくしたくらいで、戦えなくなってしまう
ようでは困るんですよねぇ」

レンは淡々と、あなたを格納庫脇の機械へ案内していった。

★次ページから、戦闘ミッションが始まります!

ロボットを扱う作品に興味はあるけど、詳しくない。
専門用語が使えないと、雰囲気に浸れない気がする。
そんな方の「はじめて」の作品としても遊べるよう、機械知

識や用語を極力排除しました!
次の3つのステップで、世界にひとつ、ふたりだけのリヴァ

ルチャーが完成します!

①本体にあたる「フレーム」を選択
二脚、四脚、逆関節型がサポートされています。
この選択が、機体のベースとなる能力を決定します。
フレームで決まるのは、シールドの枚数や耐久力、移動距

離や、初期から持っているエネルギー量（1ターンで攻撃した
り、移動したりする回数に影響するもの）です。
　
さらには、機体固有のアビリティもついてきます。
本来ロボット制作に必要な様々な設計が、パッケージング

化され、ひと手間で選べるようになっている、ということです!

②主な攻撃手段となる「ウェポン」の選択
ブレード、ライフル、キャノン、マシンガンなど、多彩な

ジャンルから2つウェポン（武器）を選択します。
ウェポンは、セッション毎に持ち替えることも可能です。

③それ以外を表す「クロニクル」の選択
機体にまつわる逸話や想い、あるいは搭乗者たちへ向けら

れた感情など、主に機体の作りとは別の要素を表しているの
がクロニクルです。
クロニクルを取得することによって、機体に様々なプラス

補正を得たり、敵への妨害が発生したりすると同時に、機体や、
ふたりが所属する拠点への愛着がより深まることでしょう。
クロニクルに付随した効果を使用する際は、素敵な演出も

してみてくださいね!

イラスト■海鼠

チャプター3・いざないチャプター3・いざない

イラスト■MONO

▲ 二脚型リヴ ァ ル
チャー・重装甲型

「アルゲンタヴィス」

「そちらの機体が気
になりますか？
残念ながら修復途中
で、シミュレーター
用データもまだ揃っ
ていないんですよ。
俺もこいつは、エネ
ルギー効率の高い、
良い機体だと思いま
す。
優先して修理をする
よう、整備班にお願
いしておきましょう」
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《感情回路》 ■ ■ ■

『光砕のリヴァルチャー』戦闘ミッション体験セット『光砕のリヴァルチャー』戦闘ミッション体験セット

★ムーヴができるタイミング
・あなたのターン
・ソラバミの攻撃を受けた直後

エネミー：ソラバミ龍型αエネミー：ソラバミ龍型α

▼メインドクトリン

AA 条件 リヴァルチャーがフライトレベル1〜6にいる

内容

【WARNING!!】
リヴァルチャーに「目標値4」の【アタック判定：12ダ

イス】を行う。
このアタック判定でシールドを破壊した場合、追加で

1枚シールドを破壊する。

描写 強力な雷撃が、台地を巨大なクレーターへと変える!

BB 条件 リヴァルチャーがフライトレベル7〜12にいる

内容 リヴァルチャーに「目標値3」の【アタック判定：９ダイ
ス】を行う。

描写 ソラバミがその尻尾を振り回す!

開始位置
フライトレベル 9

シールドシールド

7 層層

シールド耐久力シールド耐久力

6 点点

あなたが操るリヴァルチャーあなたが操るリヴァルチャー

ウェポン1ウェポン1 蒼
そう

絢
けん

射程距離 0セル コスト 2 個
目標値 消費エネルギーのうち「低い方の出目」

▼▼効果効果
ターゲット1体に【アタック判定：3ダイス】を行う。
ヒット数が1以上なら、［あなたがこのターン中、最後に
行ったムーヴの距離］点をダメージに加える。

ジアドエネルギー

ウェポン2ウェポン2 アイラ6400MSG
射程距離 1 〜 2 セル コスト 2 個
目標値 消費エネルギーのうち「低い方の出目」

▼▼効果効果
ターゲット1体に【アタック判定：7ダイス】を行う。

ジアドエネルギー

アビリティ1アビリティ1

【逆関節・スカイダンサー】
タイミング あなたが【アタック判定】を行う直前

効果 あなたを自身から数えて2マス以内の任意の
セルへ配置する(これは移動として扱わない)。
【アタック判定】を行った後、あなたを元のセル
へと配置する。
このアビリティは1ターンにつき1回まで使用で
きる。

アビリティ2アビリティ2

【不敗の猛禽】
タイミング あなたがダイスを振った直後

効果 あなたが振ったダイスの中から1個を選ぶ。
あなたはその出目を任意の出目に変更する。
このアビリティは1ミッションに3回まで使用可能。

シールドシールド

6 層層

シシールールドド耐耐久久力力

6 点点 現在値

ジアドエネルギー
ダイス置き場

ジアドエネルギー
ダイス置き場

ジアドエネルギー
ダイス置き場

フレーム 逆関節型グレイスターリング・カスタム

ノーマルムーヴ 2 セル
まで

コスト
1 個

ブーストムーヴ 6 セル
まで 2 個

ジアドエネルギージアドエネルギー

6 個個
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▼ジアドエネルギーのチャージ
リヴァルチャーやソラバミにはジアド機

エンジン

関が搭載されており、
大気からあらゆるものを取り込み、エネルギーに換えます。
このエネルギーを、攻撃や機体の運用に用いているのです。
リヴァルチャーやソラバミは、これをジアドエネルギーに

コンバートし、攻撃や機体の運用に用いているのです。
ゲーム的には、リヴァルチャーのターンごとに、機体に定

められた数だけジアドエネルギーを得ることができます。

さっそくダイスを振ってみましょう。
あなたが乗っているリヴァルチャー、逆関節型「グレイスター

リング」のジアドエネルギーは数は6。
なので、ダイスを6個振ってください!

──振りましたか?
次に、そのダイスを全て一か所にまとめておきましょう。
出目ごとに整列させておくと、使いやすいですよ。
このダイスが、あなたが攻撃や移動に使う際に必要な「ジ

アドエネルギー」です!（詳細は次のページで!）

「──聞こえる、シュヴァリエ?
久しぶりに声を聴けて、ほっとしたよー……。
え、誰だって?
あなたのフィアンセだよ!!　
……って、こういう言い方も、今のあなたには婚約者に聞

こえちゃうのかな?
それはそれでいいんだけどね。

わたしは、あなたと一緒にリヴァルチャーに乗って、機体
の操縦と戦闘をサポートするフィアンセだよ。

今日はシミュレーターの外から、いつものようにあなたを
サポートするね!」

「──シュヴァリエ、見える?
ジアド粒子の雲を突き破って、ソラバミが出てきたよ。
めちゃめちゃ大きいし、本物の龍みたいだよね……
でも、あれは生体兵器。
リヴァルチャーを攻撃するためのいくつかの『ドクトリン』

に沿って攻撃してくるから、その発動条件を見破って、有利
に戦闘を進めていこう!

──よしっ、解析終了!

このソラバミは、フライトレベル1〜6へ強力な雷撃を、
フライトレベル7〜12へ尻尾で連続攻撃を行うみたい!

え、情報助かるって?
任せてよ、わたしはあなたのフィアンセなんだから」

「ごめん、調子に乗った……実はね、この龍型のソラバミは、
あなたと一緒に戦ったことがあるんだよ。

あのときはたいへんだったな。
相手の情報もなかったし、わたしたちも経験が浅かったか

らシールド残り1枚まで追い詰められて……
でも、今回は、そんなたいへんな思いはさせないから。
さ、ジアドエネルギーをチャージしよう!」

戦闘準備!戦闘準備!

ここから先は、実際に『光砕のリヴァルチャー』の戦闘を体
験できるパートになります!
まず、ソラバミとリヴァルチャー、それぞれを示すコマを

1つずつ用意してください（必ず、見た目がはっきり違うもの
にしましょう!）。
ソラバミのコマは、左ページの「フライトレベルマップ」

のフライトレベル9のセルに。
リヴァルチャーのコマは、フライトレベル3のセルに配置

してください（本作ではマスをセルと呼びます）。

次に、メモ用に紙と筆記用具を準備しましょう!
最後に、6面ダイスを10個程度用意します。
ダイスはアプリなどで代用することもできます。
振った出目を記録する必要があるので、ダイスの数が少

なかったり、アプリでやる場合は、メモをとってくださいね。

前ページのフライトレベルマップと、リヴァルチャーのア
ビリティが掲載されたページは、コピーして使うと、より遊
びやすくなりますよ！
フライトレベルマップは、『光砕のリヴァルチャー』の公

式サイトからもダウンロードできます！

▼ソラバミの攻撃手段
ソラバミは、通常2〜4種ほどの「メインドクトリン」と呼

ばれる攻撃パターンを持っています。
リヴァルチャーが行動終了した際にいる位置を参照して、

条件に合ったものが実行されるのです。
そのため、どこに移動したとしても、ソラバミの攻撃を完

全に回避することはできません。

ですが、攻撃に対処しやすくなる場所は存在します。
フィアンセの報告を参考にしましょう!
今回は戦闘をひとりで体験するため、シールド枚数と耐久力、

メインドクトリンの条件が事前に公開されてます。

ジアドエネルギーの値は6なので、6個ダイスを振りますジアドエネルギーの値は6なので、6個ダイスを振ります

ジアドエネルギー
ダイス置き場
ジアドエネルギー
ダイス置き場

ダイスの出目を合計するわけではありませんダイスの出目を合計するわけではありません

ジアドエネルギージアドエネルギー

66個個

https://www.dracotrpg.com/revulture-support
https://www.dracotrpg.com/revulture-support


010010

「リヴァルチャー、ジアドエネルギーのチャージ完了!
いつでもいけるよっ !

シュヴァリエ、リヴァルチャーの装備を確認してみて。
どっちも近距離で効果を発揮するものでしょ ?
あなたが得意な武器を用意しておいたんだ!

今の位置だと、ソラバミの強力なメインドクトリンの対象
になってて危ないよ。

まずは攻撃がてら、空高くへ上昇しよう!」

「出力全開、目標・龍型ソラバミ!
──わっ、すごい加速!
リヴァルチャーの性能は操縦士で大きく左右されるけど、

あなたほどリヴァルチャーを自在に操るシュヴァリエは、本
当に希少なんだからね?

それに、それをサポートできるわたしも……。

さぁ、ソラバミが目の前に迫ってきたよ!
相手がこちらの様子を伺ってるうちに、強烈な先制攻撃を

叩き込んじゃおう!」

▼移動しよう!
リヴァルチャーはジアドエネルギーを使用して、複数のセ

ルを一気に超えることができます。
これを「ムーヴ」と呼びます。
あなたの機体、「グレイスターリング」はふたつのムーヴが

行えます。

・ノーマルムーヴ
ジアドエネルギー1個を使用し、2セルまで移動できる。

・ブーストムーヴ
ジアドエネルギーを2個使用し、6セルまで移動できる。

ソラバミとリヴァルチャーの距離は6セル。
一方、あなたの持つ蒼

そ う

絢
け ん

は射程0セル、アイラ6400MSG
は1〜2セル。
蒼絢は直前に移動した距離だけダメージが追加されるので、

ここはブーストムーヴで一気に距離を詰めるほうが、消費す
るエネルギーが少なくなっておすすめです!
攻撃に慣れるためにも、はじめは蒼絢を使ってみましょう。

まず、さきほど振った6個のジアドエネルギーダイスから、
2つを選んで取り除いてください。
攻撃に使う出目は高いほうが良いので、ムーヴでは出目が

低いものから選ぶといいですよ。

これで、ブーストムーヴを使用する準備が整いました。
蒼絢が届く場所、ソラバミがいるフライトレベル9まで、

あなたのコマを移動させてください!

▼攻撃しよう!
攻撃は、以下の3ステップを確認しながら進めます。

①射程は問題ないか
今回使用する蒼絢の射程は0セル。
ソラバミの距離も0セルなので、使用可能です。

②攻撃に必要なジアドエネルギーを持っているか
残りのジアドエネルギーのダイスの数は4個。
蒼絢をふるうのに必要なジアドエネルギーは2個なので、

足りています!

③目標値を決める
目標値とは、高いほど攻撃が成功しやすくなる値です。
蒼絢は、使用するジアドエネルギーダイス2個のうち、「低

い方の出目」が目標値となります。
なるべく大きな出目のダイスを2個選んで使いましょう!

では、2個ダイスを取り除いたら、攻撃開始です。
蒼絢の効果は以下の通りです。

【効果】
ターゲット1体に【アタック判定：3ダイス】を行う。
ヒット数が1以上なら、［あなたがこのターン中、最後に行っ

たムーヴの距離］点をダメージに加える。

【アタック判定：〇ダイス】は、攻撃に使えるダイスの数を
表しています（チャージしてあるジアドエネルギーのダイス
とは別のダイスです!）。
では、やってみましょう!
ダイスは、指定された数を同時に振ってください。

結果はどうでしたか……?
本作では、目標値と同じか、それより低い出目が出たダイ

スを「1ヒット」と数えます。
また、1の出目はクリティカルヒットとなり、１つのダイ

スで「2ヒット」の扱いとなります。
逆に、目標値より高い出目は「０ヒット」です。

たとえば目標値4で、ダイスの出目が1・4・6だった場合、
1は2ヒット、4は1ヒットで、合計3ヒットです!

次に、アタック判定の後に書かれた、「ヒット数が1以上な
ら、［あなたがこのターン中、最後に行ったムーヴの距離］点
をダメージに加える」の効果を実行しましょう。
ブーストムーヴで6セル移動したので、「アタック判定のヒッ

ト数+6」がソラバミに与えるダメージとなります。

対するソラバミのシールド耐久力は「6点」。
攻撃失敗でなければ、シールド1枚を破壊できますよ!
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★ソラバミのシールドを破壊した場合
「ソラバミのシールド、1枚破損を確認!

さすが、記憶がなくても、わたしたちの騎士様だね!
攻撃を畳みかけて、どんどんシールドを割っていこう!」

★シールドが壊せなかった場合
「……硬っ !?

ごめんシュヴァリエ、わたしが急かしすぎちゃったかな。
記憶がないんだし、いつものようにはいかないよね……
大丈夫だよ、勝負はここから!」

「続けて攻撃するには、ちょっと間合いが厳しいね。
こういう時は、機体の性能を活かそう!
空を踊るように動いて、攻撃を叩き込むんだよ!」

★ソラバミのシールドを破壊した場合
「やったー、さっすがわたしのシュヴァリエ!

狙いも威力もばっちりだったね!!
この勢いのまま、最後までがんばろう！」

★シールドを破壊できなかった場合
「手ごわいなぁ……!

でも、こういうこともあるよ。
敵の攻撃をしのいで、次こそ決めちゃおう!」

アイラ6400MSGの射程は1〜2セルなので、3セル離れ
た場所にいるソラバミにはこのままでは届きません。
こんなときは、アビリティを使いましょう。
アビリティは、ジアドエネルギーを消費しない、機体やパ

イロットの操作や才能、状況の変化を演出する能力です。

アビリティ【逆関節・スカイダンサー】

【タイミング】あなたが【アタック判定】を行う直前

【効果】

あなたを自身から数えて2マス以内の任意のセ
ルへ配置する(これは移動として扱わない)。
【アタック判定】を行った後、あなたを元のセル
へと配置する。
このアビリティは1ターンにつき1回まで使用
できる。

このアビリティを使用することで、一時的に空を踊るよう
に移動し、ソラバミを射程内に収められます。

アイラ6400MSGの使用に必要なジアドエネルギーは2個。
【アタック判定】の目標値は、使用するジアドエネルギーダ
イスのうち、「低い方の出目」です。

それでは、最後のジアドエネルギーダイス2個を取り除い
たら、効果を実行しましょう!

▼アイラ6400MSG
ターゲット1体に【アタック判定：7ダイス】を行う。

ソラバミのシールド耐久力である6点を破るには少し運
が必要ですが、ありえない数字ではありません。

では、【アタック判定】を、どうぞ!
目標値と同じか、それより低い出目の数を数えてくださいね。
また、1の出目はクリティカルヒットとなり、2ヒットと

扱われるので忘れないようにしましょう！

▼ソラバミのリアクション
リヴァルチャーが【アタック判定】を行ったあとに、ソラバ

ミは毎回「リアクション」を行います。
リアクションは「敵から攻撃を受けたときにどう反応するか」

を移動などによって表したもので、リヴァルチャーとソラバ
ミの位置などを条件に、数パターン存在します。

リアクションによってソラバミが移動したり、逆にリヴァ
ルチャーが移動させられた場合、それを阻止する手段はグレ
イスターリングにはありません。
では、今回のリアクションの内容を見ていきましょう。

・リアクションA
ソラバミは3セル上昇する。

リアクションの内容に沿って、フライトレベル9から12
セルへと、ソラバミのコマを移動させてください。
現在のリヴァルチャーの位置はフライトレベル9。
ソラバミの位置はフライトレベル12です。
12以上には行けないので、成層圏近くまでソラバミを追い

詰めたことになります!

これで、ジアドエネルギーの残りは2。
もう一度ムーヴしてから蒼絢をふるうにはエネルギーがた

りないため、ここはリヴァルチャーが持つもうひとつのウェ
ポン、アイラ６４００ＭＳＧを使いましょう。

アタック判定のダイスの見方
目標値 4

クリティカル!
2ヒット ++ ++

成功!
1ヒット

失敗!
0ヒット

合計
3ヒット==
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★ジアドスフィアを展開した
「──そうだ、ジアドスフィア展開!!

くぅっ……なんとか耐えることができたよ!
ジアドスフィアのこと、思い出したんだね……それとも、

無意識だったのかな?
どちらにせよ、シュヴァリエとして心強いよ。
これで無傷のまま反撃できるからね!」

★ジアドスフィアを展開しなかった
「あああっ……シールド2枚、破損!

シュヴァリエ、大丈夫!?
残りシールド数は4枚、まだへいきだよ。
ここから立て直していこうね!」

●そして戦闘は続く
「相手の行動がすべて解析できたよ。

どこから攻撃すると、相手がどう動いてくるかもわかるよ
うになったから、うまくソラバミを撃破していこう!

それから、ひとつ注意!
このソラバミは一度だけ強力な攻撃・ジェノサイドドクト

リンを、メインドクトリンと合わせて使ってくるよ。
ソラバミは必ず、メインドクトリンを行ってから、ジェノ

サイドドクトリンで追い打ちする形をとるんだ。
でも、ジェノサイドドクトリンはその威力の高さからか、

空から地上まで全てを対象にはできないの。
だから、メインドクトリンの攻撃と違って、避けたり、効

果の一部を受け流したりすることができるよ。
メインドクトリンを受けてから移動できるように、ジアド

エネルギーは使い切らないようにしておこう！

とにかく、条件が揃ったら教えるから、絶対に避けてね！

……あなたが記憶をなくしたのも、前に戦った相手のジェ
ノサイドドクトリンの衝撃で、コクピットの中で吹き飛ばさ
れたわたしをかばったときに頭を打ったからなんだ。

あのときは本当にありがとう、わたしのシュヴァリエ」

▼ソラバミのターン
リヴァルチャーのジアドエネルギーが尽きるか、行動終了

を宣言すると、ソラバミのターンとなります。
ソラバミは、自身のターンに1度、条件に合ったメインド

クトリンの内容を実行します!

・メインドクトリンAを実行
リヴァルチャーに「目標値4」の【アタック判定：12ダイス】

を行う。
この【アタック判定】でシールドを破壊した場合、追加で1

枚シールドを破壊する。

この場合、12個ダイスを振り、4かそれ以下の出目を出し
たダイスの数だけ、ヒット数として数えます!
今回は、こちらでダイスを振りますね。

【アタック判定】実行　→　9ヒット!

あなたの機体、グレイスターリングのシールド耐久力は６。
このままではシールドが破壊され、追加の効果でもう一枚シー

ルドが壊れてしまいます！

ここは、《感情回路》の効果を使いましょう!
《感情回路》は、同じリヴァルチャーに接続したふたりが共
通して持つ感情や思い出などが設定されたものです。
《感情回路》は3回まで使用でき、1回ごとに次のいずれかの
効果を実行できます。

・ジアドスフィア展開
→あなたがこれから受けるダメージを、一度だけ半分（端

数切捨）にする

・ジアドエネルギー獲得
→あなたは即座にダイスを一個振り、その出目をジアドエ

ネルギーのダイスとして追加する

ここでは、「ジアドスフィア展開」を選択しましょう。
ヒット数が9点→4点となり、シールドも壊れません!
シールドが壊されなかった場合、シールド耐久力は各ター

ン開始時に（ソラバミもリヴァルチャーも）最大値まで回復し
ます。
《感情回路》はフィアンセがサポートの一環として使用する
ものですから、あなたらしく伝えてくださいね!

▼ソラバミのリアクション
・リアクションB

ソラバミは急降下と共に、体当たりをしてきた!
リヴァルチャーをフライトレベル1へ配置。
その後、ソラバミはフライトレベル7へ移動する。

「……ソラバミ、急速旋回!?
だめっ、シュヴァリエ、よけてっ !
きゃああああああ!?
落ちる、落ちるっ !
姿勢を制御して、ブースターをふかして!

……っ、なんとか、なったね……こわかったぁ !
成層圏近くから地上まで叩き落されるのは、シミュレーター

の中でもぞっとしないね。
え、わたしはどうかって?
シミュレーターの外にいるんだし、へいきだよ。
こんなときも気遣ってくれてうれしいな、えへへ。

でも、バッドニュース──地上に落とされちゃったから、
雷撃の的になっちゃうよ。

ジアドエネルギーが集まっているの、見える?
あれは、シールド1枚じゃ耐えられないかも……!」
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イラスト■U9

ソラバミ：龍型αソラバミ：龍型α

▼メインドクトリン

AA 条件 リヴァルチャーがフライトレベル1〜6にいる

内容

【WARNING!!】
リヴァルチャーに「目標値4」の【アタック判定：12ダイ
ス】を行う。
このアタック判定でシールドを破壊した場合、追加で1
枚シールドを破壊する。

描写 強力な雷撃が、台地を巨大なクレーターへと変える!

BB 条件 リヴァルチャーがフライトレベル7〜12にいる

内容 リヴァルチャーに「目標値3」の【アタック判定：9ダイ
ス】を行う。

描写 ソラバミがその尻尾を振り回す!

▼リアクションドクトリン

AA 条件 ソラバミがフライトレベル1〜11にいる

内容 ソラバミは3セル上昇する。

描写 ソラバミは大きく羽ばたき、空へ舞い上がった。

BB 条件 ソラバミがフライトレベル12にいる

内容 リヴァルチャーをフライトレベル1へ配置。
その後、ソラバミはフライトレベル7へ移動する。

描写 ソラバミは急降下と共に、体当たりをしてきた!

▼ジェノサイドドクトリン
公開
条件 ソラバミのシールドが４枚破壊された時に公開

条件 次のソラバミのターンに実行される

内容
フライトレベル2〜10に「目標値：4」の【アタック判定：
16ダイス】を行う。
この【アタック判定】でシールドを破壊した場合、超過し
たダメージをそのまま次のシールド耐久力に与える。

描写 全身がまばゆく発光し、強力な電撃が一帯を襲う!

開始位置
フライトレベル 9

シールドシールド

7 層層

シールド耐久力シールド耐久力

6 点点

龍型ソラバミの亜種。
攻撃パターンの数が少ないなど、本来の個体よりも弱体化

していると思われるが、フォートレスを破壊するには十分な
性能を持っている。
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険のある表情を和らげて、レンがあなたをねぎらった。
その後も、整備士やスタッフが入れ代わり立ち代わり挨拶

していき──それがひと段落したところで、遠くにいるひとり
の姿が見えた。

その姿を見たとき、あなたの胸は高鳴る。
間違いなく、その人が自分のパートナーであると。
先程一緒にソラバミと戦ってくれたフィアンセであるとわ

かるだろう。

あなたの視線に気づいて、フィアンセは少し恥ずかしそう
な表情を浮かべた。

ほっぺたには湿布。
きっと、自分がこのケガをしたときに、一緒にできた傷な

んだろう。

そして、自分がするべきことを理解する。
自分は騎士で、あそこで立っている人こそがフィアンセな

のだ。
あなたは、自分が感じたとおりにふるまうべく、期待する

ようなまなざしを向けるパートナーへ向けて歩き出した。

──シナリオ「記憶をなくした騎士」FIN.

ふたりで遊ぶためには
『光砕のリヴァルチャー』に限らず、ふたりで遊ぶロールプ
レイングゲームの募集をオンラインで見つけるのは、難しい
ことがあります。

ふたりで遊ぶなら、作品やシナリオが好きそうな相手を選
ぶということが多くなるからです。

そして、初対面の方とふたりで遊ぶのは、どうしても勇気
がいります――なので、はじめはぜひ、あなたが一緒に遊ん
でみたいな、という方を誘ってみて下さい！

お試しセッションはルールブックなしでＯＫ、とルールで
規定していますので、誘い放題ですよ！

また、誘う際にこのひとり用体験セットも送ってあげると、
きっと一緒に遊べる確率がぐっと上がるはずです！

ルールブック掲載のシナリオ解説
書籍掲載のシナリオ「day in day out」は、フォートレスでの

生活と、ソラバミとの戦いという、灰色の荒野の「日常」を何度
でも体験できる内容です。

もうひとつのシナリオ「かがやき祭り」は、自身のフォートレ
スから離れ、近隣に住まう人類が集まるお祭りに参加するとい
う「非日常」を体験できます。

ふたりの好みに合わせて、遊び分けてください！

同じペアで何度も遊びたいなら
３話構成のシナリオ「ヨルトリ」が、公式サイトにて公開

中です！　PDF形式なので、遊ぶ場所とシートの準備だけでセッ
ションできますよ。

ただし、「ヨルトリ」に出てくるソラバミは、ルールブック
と比べて癖のあるもの揃いです。

先にＧＭの経験を積みたいな、と思われた場合は、「day in 
day out」を第０話として遊んでみましょう！

準備を手軽に
公式サイトにはほかにも、ゲームに必要なシートのPDFや

セッションに使えるイラスト、ルールブック掲載のソラバミ
４体のPDFも公開しています。

ぜひご活用ください！

『光砕のリヴァルチャー』公式サイト

電子書籍でもお求めいただけます！
『光砕のリヴァルチャー』は電子書籍もあります！

物理書籍じゃなくても大丈夫！　という方や、すぐに読み
たい、という方は、ぜひご利用くださいー！

★amazonで買う
★BOOK WALKERで電子版を買う

ミッションオーバーミッションオーバー
ソラバミとのシミュレーションバトルを終え、シミュレー

ターの外に出たあなたを、スタッフが出迎える。

「さすがシュヴァリエ様でしたね!!
あんなふうにリヴァルチャーを動かせるなんて……
やっぱり、あなたは私たちの希望です!
あーこのフォートレスで暮らしていてよかった!」

エマが感極まったようにあなたの手を振り回す。
すると、音もなくやってきたレンが、彼女の後頭部に、持っ

ていたタブレットの角を軽くぶつけた。

「痛ぁ !?」
「相変わらず騒がしい人ですねぇ。

これはシミュレーターですよ?
大事なのは、シュヴァリエが本当のソラバミとの戦いでも

このパフォーマンスを出せるかでしょう」

「ああ、でも――安心したのは、俺も一緒ですかね。
やはり習うより慣れろというのは間違っていなかったし、

記憶がなくてもあなたは我々の王であることを証明してくれま
したよ」

『光砕のリヴァルチャー』を本格的に遊ぼう！『光砕のリヴァルチャー』を本格的に遊ぼう！

https://www.dracotrpg.com/revulture
https://www.amazon.co.jp/dp/4775319027
https://bookwalker.jp/de6ff4ea6a-827c-42ca-bb21-33dc7d179498/

