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ゲムスタを手に取って頂きまして、ありがとうございます。
今回は 2018 年初めての発行ということで《 2018 年》というキーワードを使い様々
な方にお話を聞いてきました。ご協力ありがとうございました。やっぱり皆さん、
好きなゲームの話をするときは目が輝きますね。
先日、EVO JAPAN 2018 の決勝で竹内ジョンくんが頑張っている姿を観て本当
に感動しました。今回は彼に羽ばたいて欲しいという願いも込めて発行しています。
雪も降り、足元が悪い地域もあると思いますが、お身体をご自愛下さい。
引き続き、ゲムスタをよろしくお願いします。
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竹内ジョン
《2018年の挑戦》

た瞬間だったと思います。
――ストリートファイターⅤはゲームセンターにありませ
んよね。現在はどのように練習しているのでしょうか？

『EVO JAPAN 2018 ストリートファイターⅤ アーケード

ゲームセンターにプレイ台が無い代わりに最近では対戦会

エディション』の GRAND FINAL が行われている最中、

というものがあります。e-sports SQUARE AKIHABARA

Twitter のタイムラインは『竹内ジョン、覚えたぞ！』『ジョ
ンくんすげぇ！！』など、竹内ジョンという新星登場に歓喜
するツイートで溢れる。

いう対戦会があって、そこで対戦させてもらっています。

『あーーー！！ EVO JAPAN 2018 ストリートファイター

り、友達とプレイしたりして楽しめるのが良いところだと

でかげっちさん主催の《Fighterʼs Crossover -AKIBA-》と
対戦会は対戦した後すぐに感想などの意見交換ができた

Ⅴ アーケードエディション 優勝は INFILTRATION ！！！』

思っていますので、これからも積極的に参加していきます。

実況・解説の叫び声と共に試合の決着が着く。竹内ジョン
は GRAND FINALで敗北し、準優勝となった。

この対戦会は上級者はもちろんなんですが、初級者に向け
たプレイ台も用意されているので始めてみようと気になっ
ている人にもぜひ来て欲しいです。

Photo / Junpei Ishikawa Text / Masumi Fukuda

最近ではそこで出来た仲間と主に土曜日に梅原大吾さんの

Twitch チャンネル《BeasTV》※ をお借りして《若手配信》
を行っています。最近の大会の話やアップデートの話など
をしています。今はこの仲間たちで切磋琢磨をしていると
ころです。

準優勝という結果に手ごたえ
――『EVO JAPAN 2018』準優勝という結果について、
ご自身としてどのように捉えていますか？
自分としては万々歳です。
《新しいことをやって大会
の賑やかしになれば良い》
くらいに思って臨んだので
準優勝という結果には非常
に満足しています。もちろ
ん、GRAND FINAL で負け
たのは悔しいのですが…。
ストリートファイターⅤを主軸に活動する若手ゲーマー
《竹内ジョン》は、2017 年に海外大会で優勝を果たし、

――まずは『EVO JAPAN 2018』の準優勝、おめでと

学生時代、ゲーム好きの友人と遊んでいた時に、その中の

INFILTRATION さんが使っ

うございます。

ひとりがストリートファイターⅣとアーケードコントロー

ていたジュリ相手の練習は

ラーを抱えて持ってきました。これがストリートファイ

しっかりやっていたので

2018 年 1 月 26 〜 28 日に行われた『EVO JAPAN 2018』
では準優勝を果たすなど、世界へ羽ばたき始めた。今回

ありがとうございます。

ターとの出会いです。その時はみんなでCPU戦をやったり、

WINNERS FINAL で出して

緩く対戦したりしていました。昇竜拳や真空波動拳を出す

きた時はいつも通りの勝ち

――今回は新星・竹内ジョンに迫るということで、竹内ジョ

だけで苦労していたのを覚えています。

パターンで勝てていたんですけど、GRAND FINAL では対

ンさん自身についてお話を聞いていきたいと思っていま

友達とのプレイをやり尽くすと、次はゲームセンターに

策されてしまいました。低リスクでリターンが取れる所を

す。まずは、ストリートファイターシリーズを始めたきっ

行ってプレイしようって話になって、そこからは《100 円

うまく取られてしまい、だんだん迷っているうちに近距離

かけを教えてください。

を入れて勝つか負けるか》の日々が始まりました。ここが

戦での読み合いにも負けてしまったり、場面の読み合いや

ストリートファイターシリーズを真剣にプレイし始めまし

布石の打ち方などは経験の差を感じました。

GAME STAR は、そ の《 新 星・ 竹 内 ジ ョ ン 》に『EVO
JAPAN 2018』と今後の活動について話を伺った。

新星・竹内ジョンに迫る
4
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BeasTV : https://www.twitch.tv/daigothebeastv

5

John
――経験の差はこれから埋めていくのでしょうね。しかし、

ような活動をしていきますか？

Sako 選手、POONGKO 選手、MenaRD 選手など、強

豪プレイヤーを倒してきましたよね。やはり対策はしてい
たのでしょうか？

2017 年は 2 月にフランスで行われた《Cannes Winter

Clash 2017》で優勝してから、様々な大会に出たのですが、

自分の動きが作れていなかったので納得のいく結果が得ら

Sako さんの使っているキャラクターのメナトは非常に強

れませんでした。

力で相手にするのに不安だったので、練習では特にメナト

2017 年後半になって、使用しているラシードのコンセプ
トが見えてきて、動き方の

戦をやり込んでいました。
試合では自分が使うラシー

方針が決まってきました。

ドとの相性が良かったとい

2018 年はその動きで結果も

うこともあって綺麗に倒す

出せればと思っています。

ことができました。この対

日本のストリートファイ

戦が WINNERS FINAL で

タープレイヤーで結果を出

INFILTRATION さんのメナ

している選手は年長者が多

ト戦にも活きてきました。

く、若い人が結果を出して

その後に戦ったコーリンを

いかないと格闘ゲーム業界

使う POONGKO さんはす

も萎んでいってしまうと思

ごい内容で勝つことが多い

うので頑張っていきたいと

プレイヤーなのでどんな試

思っています。

合になるのかドキドキして
いました。実際の試合では

――2018 年の出場する大会

練習してきたことができて、

についても教えてください。

ミスもありましたが、なん
とか勝つことができました。

2018 年の末に行われる『カ

カプコンカップ 2017 で優

プコンカップ 2018』を目

勝した MenaRD 戦は、バー

標に《カプコンプロツアー

ディと、ラシードの相性が

2018 となっている海外大

悪く火力差で押し負けるこ
とを心配していました。作
戦を一つ決めてそれが通ら
なければ負けてもしょうが
ないかなって思っていたん
ですけど、綺麗に通って無

JOHN TAKEUCHI
Interview
竹内ジョン
《2018年の挑戦》

会》を中心に参加していき
たいと思っています。その

――それでは最後に GAME STAR の読者にメッセージを

海外を飛び回ると話してくれた。2018 年のカプコンプロ

ためにはスポンサーを獲得

お願いします。

ツアーも 2017 年と同様に 3 月中旬ごろからスタートする

して、アメリカをメインに

ものと思われる。

活動していくことを目指し

ラシードの V トリガーⅡも面白く、実践で使っていけると

この 2018 年からは《新人》ではなく《強豪選手》として

ています。

思うので色々な大会で素敵なプレイをお見せできると思い

世界のツワモノたちをなぎ倒し、優勝をもぎ取る姿に期待

ます。楽しみにしていてください。

したい。

事勝つことができました。
――なぜ、アメリカをメインに活動しようと思ったので
――竹内ジョンさんの試合を観ていると画面端に追い込む

しょうか？

――ありがとうございました。
竹内ジョン Profile

シーンが多いですよね。
ストリートファイターⅤでは、アメリカが一番盛り上がっ

--

ラシードは画面端に押し込む能力と押し込んだ後にダメー

ている市場です。自身の成長もそうですが、アメリカの競

名立たる強豪に臆せずに立ち向かう姿に心を打たれた方も

ジを出すのが得意なキャラクターなので自分も端に押し込

技ゲーム市場の盛り上がりを日本に持ち帰りたいという気

少なくないだろう。彼と接していて《人を惹きつける何か

んで戦っていくコンセプトで試合を組んでいます。

持ちもあります。大会の規模もそうですが、それを観戦し

を持っている》と感じた。今回の活躍で日本からはもちろ

ているギャラリーが日本と比べて非常に盛り上がっている

んのこと、世界からも今まで以上に注目されることとなる

2018 年は結果を出す年にする

ので、プレイヤーとして結果を出すためだけではなく、イ
ベントをもっと盛り上げられるようなスキルも身につけて

――2017 年は様々な活動をしましたよね。2018 年はどの
6
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帰ってきたいです。

だろう。
『EVO JAPAN 2018』
で準優勝と幸先の良いスタートを切っ

格闘ゲーマー。
ジョンという名前は、学生時代
にそのハーフっぽいルックスから
「ジョン」というニックネームで
呼ばれていたことから付けられ
たもので実際には純日本人であ
る。アーケードコントローラーで
はなく、プレイステーション4 の
純正パッドを使用している。

た竹内ジョンは、2018 年、カプコンプロツアーを中心に
7

年
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E GAMES TO PLAY IN 2018! THE 10 FAVORITE GAMES TO PLAY IN 2018! THE 10 FAVORITE GAMES TO PLAY IN 2018! THE 10 FAVORITE GAMES TO PLAY IN 2018! THE 10 FAVORITE GAMES

mi
Edit / Masu

ル esports を牽引していく存在となること間違

成長ぶりに驚きました。

いないでしょう。

砂漠マップ実装！
大会のさらなる盛り上がりにも期待

2017年12月3日に行われた
『ク
ラロワ世界一決定戦』会場の
様子。優勝はメキシコのセル
ジオラモス:) 選手となった。

し、大会に向けて改めてマップ研究をしていく
必要が出てきます。まっさらな知識の状態から
強い位置を見つけていって、”Nottin ポジショ
ン”も開発していきたいので、そこはすごく楽
しみですね。今も PUBG はどんどん大会が増え

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS

ていて、2018 年も確実に増えます。プレイヤー

（以下、PUBG）PUBG は正式サービスリリー

も増えて、プロチームも増えてきているので、

スとなり、パルクールアクションと新武器、さ

PUBG はまだまだこれからさらに盛り上がりを

らに砂漠マップの実装が行われました。PUBG

見せていくと思います。

はエイム能力だけではなく、強い建物や隠れら
れる場所などのポジション取りも非常に重要な
ゲームなので、新しいマップが出るとなると、
その瞬間にまた違ったゲームになると言えます

ハースストーン

るところです。プロライセンス発行を機に日本
でも高額賞金の大会が開催されるのであれば、
日本でしか活動してこなかった強豪プレイヤー

ン》
が発売されました。システムの変更として
《V

選手が増えて、日本のシーン全体が盛り上がっ

トリガー》がもう一つ追加されます。また、完

たら嬉しいですね。
UI デザインや演出が大幅に
リニューアルし、
新システム
「V
トリガー II」も実装。追加キャ
ラクターも追加された。
© CAPCOM U.S.A., INC. 2016 ALL RIGHTS RESERVED

ハースストーンの国内大会や世
界選手権など様々な大会の実況
を務めるｅスポーツキャスター。

Nemo

がスポンサードす
ALIENWARE
る世界で活動を行うストリート
ファイターのプロゲーマー。

ません。カプコンプロツアーに参加する日本人

レイしていますが、
もう 1 つ新しいキャラクター

選・本戦含めた賞金総額約 1 億円と、初年度の

PLAYERUNKNOWN'S
BATTLEGROUNDS

また、2018 年はプロライセンス発行も気にな

にスポットライトが当たることもあるかもしれ

は《ユリアン》というキャラクターを中心にプ

今後人気が出るタイトルだと思っています。

（C）2016 Supercell Oy

を使っていくことも考えています。

トリートファイター V アーケードエディショ

が、そこが個人的に一番の楽しみですね。現在

簡単なルールは大衆向けでもあり、間違いなく

正 式リリースと共 に実 装さ
れた砂 漠マップ『Miramar』
。
『Erangel』とは違い、木々が
ないため隠れにくいマップ。
Copyright（C）DMM GAMES.（C）| PUBG Corporation. All rights reserved.

2018年1月にストリートファイター Vの新作
《ス

全新作のキャラクターが 2 体追加されるのです

しいゲームです。見やすいインターフェースと

2018 年はアジアで世界大会が行われ、モバイ

手にスポットを当てる拘りが番組を通して伝

シンイチロォ

AE は新キャラクター、
新システムVトリガー II が登場

の判断が求められ、実力がはっきり出る素晴ら

ドンで初めて世界大会を開催したんですが、予

らないクオリティでした。ゲームの見せ方や選

Fukuda

ストリートファイター V
アーケードエディション

わって来るんです。1 試合 3 分に凝縮されてい
るからこそ、カード選択・配置・読みなど瞬時

クラッシュロワイヤルは、2017 年 12 月にロン

と世界大会は、従来の配信番組とは比べ物にな

NottinTV

はみ
2017 年は
そう思うの
みました。
イしたい、
ームをプレ
話を聞いて
ゲ
に
々
い
方
白
る
面
す
引
牽
を
2018 年も
界
グ
でゲーミン
ということ

岸 大河

018!
PLAY IN 2
O
T
S
E
M
A
VORITE G
した。
を遊び尽く
THE 10 FA
きなゲーム
ゃないか？
んな同じじ
目一杯大 好

1 試合 3 分の凝縮バトル
賞金総額約 1 億円の大会も

でも、それだけではないんです。日本一決定戦

日本のＰＵＢＧコミュニティを
牽引してきた人気配信者のひと
り。大会解説者としても活躍。

ム
ー
ゲ

年 間 ２、３ ０ タ イ ト ル の ゲ ー ム 大
会で実況を行う大人気ｅスポー
ツキャスターのひとり。

い
た
し
イ
レ
プ

クラッシュロワイヤル

す。2017 年までは 3 つの選手権を通して世界
選手権に挑戦する、という形になっていました
が、今年からは《ハースストーン・マスターズ

新拡張パックの登場と
公式大会の大きな変更

3 段階の等級が設定されており、等級が上がる

2017 年 12 月に《コボルトと秘宝の迷宮》が配

たびに公式大会での特典が増えていくのです。

信開始されました。特徴として、ソロアドベン

このハースストーン・マスターズシステムに日

チャーモードに無課金の状態でデッキが用意さ

本のハースストーンプレイヤーがどれだけ出て

れている点です。
「いきなり対人戦はちょっと

くるのか、そこに注目です。

…」と思う方にもオススメですし、多くのカー
ドに触れることができるので「こういうカード
があるんだ〜」といった発見もあると思います。
競技シーンでは大きな変更が予定されていま

システム》というものに変わるんです。これは

『コボルトと秘宝の迷宮』に
は新カードの他に新能力『招
集』／伝説の武器／ダンジョ
ンモードが追加された。
©2018 BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC.

8 GAMESTAR Vol.18 | FEB.2018
9 20
レイしたいゲーム
2018 プレイしたいゲーム 2018 プレイしたいゲーム 2018 プレイしたいゲーム 2018 プレイしたいゲーム 2018 プレイしたいゲーム 2018 プレイしたいゲーム 2018 プレイしたいゲーム 2018 プレイしたいゲーム
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ができます。2018 年はロケットリーグの面白

ロケットリーグ
車でサッカー！？色々な楽しみ
方ができる奥深いゲーム

真・三國無双 8

さや、取っつきやすさをアピールしていきたい
です。

オー
ン 2》などの MMORPG をプレイしていて、
プンワールドがあるゲームが好きなんです。も
ちろん、
《真・三國無双 8》も配信をしようと思っ

ロケットリーグは初めてプレイする方から上級

2018 年もその勢いを落とすことはないでしょ

無双シリーズは PSP で何本かプレイしていたの

通りプレイしていこうと思っています。可愛い

者の方までいろいろなベクトルでの楽しみ方を

う。私はアジアでもトップを走るチームに所属

ですが、2018 年発売の《真・三國無双 8》は今

女の子をプレイするのが好きなので新キャラク

ゲームプレイを通して味わっていけるっていう

しているので、2018 年はアジアを飛び出して、

点が良いところだと思いますね。例えば、初

世界で結果を残していきたいと思っています。

年
8
1
0
2 イしたい
《車でサッカー》という不思
議なゲーム。空中でヘディン
グが 行えるレベ ルになるに
は練習が必要である。

れぇ！っていうパーティーゲーム感覚で楽しめ
ますし、中・上級者の方は自分の技術を磨くこ
とや、大会でのハイレベルな戦いを楽しむこと

masko

めてプレイする方は、車でサッカーって面白

で 主 に リ ー グ・ オ ブ・ レ
Twitch
ジェンドのプレイ配信を行う人
気配信者のひとり。

Yuhi

アジアで活躍するマルチゲーミ
」所属のロケッ
ン グ 団 体「 1NE
トリーグプレイヤー。

れ、回を重ねるごとに規模が大きくなっていて、

今までの無双シリーズに
オープンワールド要素が追加！

ロケットリーグの公式大会は今まで 4 回開か

ています。一回配信し始めると 10 時間とかだ
らだら配信してしまうタイプなので始めから一

までの三國無双にオープンワールドの要素が加

ターの「辛憲英」やお馴染みの「大喬」をプレ

わるということでいつも以上に発売前にわくわ

イするのが楽しみです。

くしています。

陽だまりの賢 女と呼ばれる
「辛憲英」は真・三國無双シ
リーズとしては 8 から始めて
登場する女性武将である。

配信では《リーグ・オブ・レジェンド》をプレ
イしていますが、以前から《ファイナルファン
タジー XIV》や《ファンタシースターオンライ

Rocket League, the logo, and other trademarks are trademarks of Psyonix, Inc and may not be used without permission.

（C）コーエーテクモゲームス All rights reserved.

（C）2015 Psyonix, Inc. Back to the Future is a trademark and copyright of Universal Studios and U-Drive Joint Venture. Licensed by Universal Studios Licensing LLC. All Rights Reserved.

オーバーウォッチ

たいと思っています。気軽に参加できて実力を
試せる、そういうピリッとした緊張感がある場
所を提供できたらなと思います。

もともと僕は、オブジェクト系の FPS と呼んで

また、僕の大会を見て「自分でもできるな」っ

いるペイロードを動かしたりとかコントロール

て思ってもらえれば嬉しいです。これからもど

ポイント取ったりっていう FPS が好きなんで

んどん日本のオーバーウォッチシーンに油を注

す。その中でもオーバーウォッチは人口も多く、

いでいきますよ ( 笑 )

頻繁にアップデートが行われていている、だか
ら俺はオーバーウォッチが好きなんです。
「僕
は 2018 年もオーバーウォッチをやります！」っ
てことですよ！

オーバーウォッチの夏季イ
ベントで実装するミニゲーム
《ルシオボール》
。2018 年も
登場して欲しいところだ。

対 戦 ゲ ー ム イ ベ ン ト 団 体『 ボ タ
ンマッシャーズ』を運営し、様々
なイベントを手掛ける。

Noanoa

オーバーウォッチのプロゲーミ
』の
ン グ チ ー ム『 Green Leaves
総監督。

ム
ー
ゲ

プレ

どうぶつタワーバトル

が、僕は 2018 年もルシオボールの大会を開き

ガマの油

2018 年もどんどん日本の
シーンに油を注いでいきます

競技シーンはカッチリとした大会が多いです

動物を積み上げていく対戦ゲーム
eスポーツタイトルとなるか？

あと、ルールが簡単で見た目もわかりやすい
んですよ。そういったことも相まって、観戦
してる側の盛り上がる瞬間が明確なんですよ
ね。魅せ方次第では観戦でも十分面白いんじゃ
ないかな。

このゲーム凄いですよね。パワーを感じます(笑)

大会はやりたいと思っています。でも、やっぱ

対戦相手と交互に動物を積み上げていって、落

り魅せ方が難

とした方が負けというスマートフォンのゲーム

しいんですよ

なんですけど、交互にプレイする点やポイント

ね。そこがう

が取りやすい点が感覚的にはテニスに近く、テ

まくできれば、

ンポが良いんですよね。なので、e スポーツと

何か起こせる

しても面白くなる気がするんです。僕、1 日で

パワーは持っ

300 試合もやってしまいました ( 笑 )

ていますね。

ルールは簡単、
順 番 に どうぶ
つを積んでいっ
て 先 に 落 とし
た 方 の 負 け！
AppStoreで の
評価は☆ 4.6と
高評価。

©2018 BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC.

ドラゴンボールファイターズ

キャラクターにはそれぞれ個性があり、その選
択によって自分好みのチームにできるところも

魅力のひとつです。また、気力ゲージを消費し
て使用する必殺技の演出がとても派手なんです

す。ドラゴンボールを題材にした新しい格闘

けど、そこがドラゴンボールらしくてすごくわ

ゲームです。ドラゴンボールという国民的人気

くわくするんですよね(笑) 様々なキャラクター

作品のゲームということや初心者の方でもコン

の組み合わせを試すのも面白いと思います。

ボを簡単に出せる「超コンボ」によって、格闘
触ってもらえる良い機会になるのかなと思って
います。

実際に必殺技が使え、ハイス
ピードで迫力ある“ドラゴン
ボールらしい”バトルが楽し
めるという対戦格闘ゲーム
（C）バードスタジオ／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
（C）BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

の 癒 し 系 編 集 者。
GAME STAR
昔、 弟 者 と 共 演 し た こ と を 今 で
も自慢してくるので注意。

Hatsume

株式会社コンプよりサポートを
受けて活動する若手女性格闘
ゲーマー。

ドラゴンボールファイターズに注目していま

ゲームをやったことのない方にも格闘ゲームを

FIGHT CLUB

特徴的なシステムになっています。登場する

アクセル

ドラゴンボールらしい演出や
キャラクターの個性が光る

試合は 3 つのキャラクターを使用する 3vs3 の

駆け引きがあって夢中になれる！
ポノスが e スポーツ！

© planet12

また、上半分をタップすると上段、下半分では
下段の攻撃やガードになります。ポノスはゲー
マー社員として格闘ゲーマーのもけ選手やガリ
レオ選手を擁するため、格闘ゲームファンにも
愛される作品になるのではないかと思います。

にゃんこ大戦争で有名なポノスから格闘ゲーム

『EVO JAPAN 2018』で発表されたのですが、

のリリースが予定されています。画面をタッチ

βテスト期間中に「EVO 2018 参加費全額サ

する簡単操作でタイミングと小技で駆け引きを

ポート」を賞品とする大会が行われるとのこと

行うのですが、負けると悔しくて夢中になって

で、とても楽しみにしています。

プレイしてしまいました。
操作はかなりシンプルで、移動は自動で行われ、
スマートフォン画面の右側をタップすれば攻撃
になり、左側をタップするとガードになります。

ポノスらしい可愛いキャラク
ターに加え、装備する武 器
や衣 装がカスタマイズでき
るのも魅力のひとつ。
© PONOS Corp.
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ゼ

ロ

か

ら

始

め

る

、

シ

ャ

ド

Shadowverse とは
Cygames か ら 配 信 され
ている本格スマホカードバ
トルです。カードゲームと
しての戦略 性はもちろん、
ダークファンタジーとして
の世界観や美麗なイラスト
が特徴です。

おくと更 に Shadowverse を
楽しむことができる知識を教え
てくれます。ぜひ、この機会に

Shadowverse をプレイしてみ
ませんか？

ロイヤル

1 枚のカードで複数のフォロワーを

場に展開することが得意なクラス
です。展開してからフォロワーを
強化する動きが多く存在します。

前回は
《カードアドバンテージ》について学びました。次は
《クラス》

ス専用のカードとニュートラルと呼ばれるどのクラスにも属さない

について学びましょう。Shadowverse には 7 つのクラスがあり、

カードがあり、その組み合わせによってクラスごとの特徴的なデッ

それぞれのクラスごと特徴を持っています。2017 年 12 月 29 日に

キを作ることができます。今回はこの 8 つのクラスから 最も初心

は 8 クラス目の追加も決まりました。カードにはそれぞれのクラ

者にオススメしたい《ロイヤル》をご紹介していきたいと思います。

リーダーの種類とその特徴
アリサ
エルフ

エルフは複数カードを組み合わせて
使用するなどプレイングが非常に難
しいが、苦手なデッキが少ないため
競技シーンでよく見られる。

CLASS

イザベル
ウィッチ

ウィッチはそのクラス名が示すよう
に、強力なスペルを使う。フォロワー
の除去を行い、アドバンテージを得

Dragoncraft

Runecraft

NAME

Swordcraft

Forestcraft

CLASS

ネクロマンサー

ネクロマンサークラスには、墓場の
枚数を消費してプレイすることで性
能が強化されるカードが多く存在す
る。墓場のカード数管理が必要。

NAME
CLASS

イリス

ビショップ

ビショップは体力が高いフォロワー
や守護、回復効果を持ったカードが
多く、盤面をコントロールすることに
優れている。

Portalcraft

Havencraft
GAMESTAR Vol.18 | FEB.2018

ルナ

Bloodcraft

Shadowcraft
12

CLASS

DECK TYPE

主なデッキの種類

アグロロイヤル
疾走持ちのフォロワーや軽いコストのフォロ
ワーを使って序盤から攻撃的に立ち振る舞う

ミッドレンジロイヤル
NAME
CLASS

エリカ

どないため、カードゲーム自体の初
心者にもおすすめ。

CLASS

ローウェン
ドラゴン

他のリーダーと違い、PP を増やすこ
とができる。PP10 などの大型フォロ
ワーを相手より先に出すことで勝利

NAME
CLASS

エーテル

《初心者向けデッキの紹介》
初めてゲームを始める際にもらえるパック、そして少ないエーテルで作成でき
るデッキを紹介します。現在、
チュートリアルでは約 50 パックが入手できます。
また、ストーリーモードを進めることでも使えるカードは増えていきますので
挑戦してみてくださいね。
手札交換で手に入れたいカード

最初の手札交換は序盤に動くことを考え
て軽いコストのカードを残します。1 コス
相手の体力を詰めることに特化しており、
早い段階での決着を目指します。
トのカードが合計 9 枚入っているので手
に入れましょう。1 コストのカードが手札
にある場合は、
《パレスフェンサー》や《プ
リンセスヴァンガード》を探すために残り
のカードを交換しましょう。1コストのカー
《レヴィオンセイバー・
ドがない場合は全て交換します。

ユリアス

ヴァンパイア

ヴァンパイアはアグロヴァンパイアと
いう非常に低コストで強力なデッキ
がある。初心者が最初に手を付ける
デッキとしておすすめ。

NAME
CLASS

必要

3,950

ロイヤル

ロイヤルクラスは、フォロワーを主体
に戦っていき、複雑な動きがほとん

NAME

特有のフォロワー展開力を駆使して盤面を
有利にして戦うデッキ

を得る戦術だ。

るといったプレイングを行う。

NAME

ス

CLASS

はじめに覚えるべき基礎知識②

NAME

ー

Swordcraft

《Shadowverseを知らない方》
《 Shadowverse をこれから始
める方》に向けて始めに知って

shiratori
@shiratori_luna

バ

《初心者向けのクラスとデッキ》 2

特 別 講 師 の shiratori 先 生 が

《特別講師》

ウ

ユアン
ネメシス

12 月に登場した新クラス。アーティ
ファクトといったトークンカードを使
用。デッキ枚数が偶数のときに発動
する効果を持つカードも存在する。

アルベール》

進化権の使い方
進化権は基本的には相手の体力を削るために
攻撃可能なフォロワーに使います。例外として
《フローラルフェンサー》がいる場合や相手の
場に守護を持つフォロワーがいる場合は盤面
のフォロワー除去やフォロワー強化に進化権を
使用します。

レジェンドカード例
ここで紹介したデッキレシピには
入ってはいませんが、パックを開け
てレジェンドカードが出た場合はぜ
ひ入れてみましょう！とても強力な
カードが対戦を助けてくれます。

５ターン目に出すフォ
ロワーとしてはもちろ
んのこと、エンハンス
効果を使用しての２回
攻撃はとても強力で
す。ロイヤルならどの
デッキタイプでも活躍
してくれるでしょう。
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蘭州拉麺 火焔山 池袋店
東京都豊島区池袋 2-47-7

03-6907-1765
11:00 〜 15:00（L.O.14:30）
17:00 〜 23:00（L.O.22:30）
定休日無
パクチー抜きは言ってね！
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ハースストーンとは？
about Hearthstone

スマホや PC で 遊 ぶことが出来る Blizzard
Entertainment 社のオンライン構築型カード
ゲーム。全世界で 7000 万人が遊んでいる。
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http://pubg.dmm.com
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