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レナスの あるきかた
『大統一』編

レナスⅡの攻略本がついに完結！！

町の情報やイベント／ダンジョンの攻略情報から
入手できる宝箱や隠しアイテムの洗い出しなど
“最少戦闘勝利回数プレイ”をベースにしたボス攻略まで
その他のやり残しを全てまとめ上げました

前作と今作が合わさる事で本の大統一が完成する！
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＞はじめに(前置き)
※このPDFはサンプルです(実際の書籍ではグレースケール)

はじめに
『レナスⅡ 封印の使徒』は1996年7月26日にアスミックから発売されたＲＰＧです｡
（1992年11月13日に発売された『レナス 古代機械の記憶』の続編で10年後の設定）
わずか１万本しか生産されなかったという話もあり、非常にマイナーなゲームです。

本書はそのレナスⅡにおける“最少戦闘勝利回数プレイ”をベースにした
攻略ガイドブックになります。

そもそも“最少戦闘勝利回数プレイ”とは何か？
通常のＲＰＧならモンスターを倒して経験値を獲得してレベルを上げ、お金を稼いで
装備を買ってキャラクターを強くしてボスに臨むという流れになると思います。
このプレイではその基本的な流れを省き、｢そのボスを倒さなければイベントが先に
進まない｣という必要最低限の戦闘勝利だけで攻略を進めていきます。
｢忙しくてＲＰＧをやる時間が無い｣というプレイヤーに向けての攻略法になります。
もちろんこの攻略法は強要するものではありません。ただ、普通にプレイしていて
｢どうしてもこのボスが倒せない｣という際の大きな手助けになると思っています。

●そんなおかしな攻略でゲームをクリアできるの？
　レベルも上げずに装備アイテムも買わないでボスなんて倒せないのでは？
⇒倒せます。レベルが上がる回数は限られているので主人公のファルスは弱いままで
すが、強い傭兵がいます。その傭兵も序盤は弱いですが、中盤から後半にかけては強
い傭兵が仲間になるのでレベル上げの必要はほとんど無くなります。
　また、お金を稼げないので買える装備アイテムも限られてしまいますが、ダンジョ
ンなどの宝箱などで入手できるアイテムが多いので、それを装備したり不要なアイテ
ムを売ったお金で装備アイテムを買い揃える事ができます。ただし、アイテムの取り
忘れやお金の無駄使いをすると攻略が困難、または不可になってしまいます。
　入手できるアイテム、町での買い物、ボス戦でのパーティ編成や装備アイテムにつ
いてまとめたものが６ページからの攻略本編になります。

●ゲームクリア時の最終的な戦闘回数は何回になるの？
⇒３０回です。必須ではない任意戦闘のボスは倒しません。
　※各々の精霊、しにがみフォルガ、ガーディアンなど

●フィールドなどを移動中に普通のモンスターに遭遇したらどうするの？
⇒逃げます。パーティ４人全員で｢逃げる｣を選択しましょう。
　非常に面倒かもしれませんがフィールド移動は以下の手順で進めていきます。
　　こまめにセーブしながら歩く⇒モンスターに遭遇したら逃げる⇒
　　上手く逃げれなかったらリセットする⇒ゲームをロードしなおす⇒繰り返す
　必要戦闘ではない、かつ絶対に逃げれないモンスターとの戦闘は避けましょう。
　※｢アル・ルージ｣のコドーレン、｢巨人の心臓｣のどうみゃくりゅう、｢重力の虹｣など

●パラメータ上昇アイテムは誰に使えばいいの？
⇒序盤は主にファルス、それ以降は主に傭兵に使います。
　アイテムの入手場所や誰に使うかの詳細は73ページにまとめてあります。

前置きが長くなりましたが、次はページの見方になります。

4



＞はじめに(ページの見方)
※このPDFはサンプルです(実際の書籍ではグレースケール)

■町情報
① 町の名前
② 町の紹介やイベントなど
③ 【施設】

町にある各施設の有無と利用価格
薬屋はボトル１つまんタンで50Ｇ
道具屋の品物と価格は全ての町で共通

ひかりのとびら 40
いえじのとびら 10
せいれいのたま 50
さけのにおい 450 ※アンデルには無い

まよけのたま 150

④ 【武器屋】
武器と楯の品物

⑤ 【防具屋】
鎧や防具の品物

⑥ 【買い物メモ】
買うべき武具と数量 ※太字表示

⑦ 【傭兵】
仲間にできる傭兵と雇用条件 ※主に賃金

⑧ 【入手アイテム】
入手できるアイテムと場所

■戦闘情報
① 何戦目の戦闘回数か

必須ではない場合は※任意戦闘※と記載

② モンスターの各種情報

③ パーティメンバーの各種情報
メンバー編成と並び順
誰にどのアイテムを装備させるか

※ＨＰ、腕力、素早、打強、知性は
レベルアップした時のパラメータ上昇値
によって異なるので参考までに
(今回は検証時においてより良い
 パラメータ上昇値を選出して記載)
※前回から入れ替わったメンバーと
レベルアップしたレベルは太字表示

④ 戦闘における攻略方法全般
モンスターの特徴など
メンバー各人の選択すべきコマンド
特筆するワンポイントアドバイス
倒した後にレベルアップするメンバー

⑤ その他の情報
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＞攻略＞アンデル＞ワールドマップ
※このPDFはサンプルです(実際の書籍ではグレースケール)

アル・テラン大陸
（あかいねむり）
A01 ファルスの神殿
A02 グワンデル
A03 アル・ルージ

ドゥ・テラン大陸
（あおいほのお）
A04 レブナント
A05 ドゥ・フレア

トル・テラン大陸 クア・テラン大陸
（くろいひかり） （みどりのいかり）
A06 ゴンドアータ A09 巨人の家
A07 トル・マイラ A10 クア・ゲルガー
A08 金の精霊の神殿
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＞攻略＞アンデル＞アル・テラン大陸＞ファルスの神殿
※このPDFはサンプルです(実際の書籍ではグレースケール)

アル・テラン大陸
ファルスの神殿

ファルスが大統一を成し遂げるにはアンデルの４つ
の大陸に眠る｢４つの秘宝｣を集めなければならない
まずは神官たち全員から話を聞こう。

３階では宝の部屋でアイテムを入手できる。
２階では大統一の五使徒を仲間に入れられる。
まずはクレスターとミレニアを仲間にして装備を全
て外して別れて、ゾックとジョードとユマを最終的
な仲間にする。
１階では精霊はかせから精霊についての説明を聞こ
う。本攻略ではまず｢風｣の精霊を装備する。

旅立つ準備が整ったら南西にあるグワンデルへ。

【施設】 【入手アイテム】
精霊交換装置 ○ ３階
ボトル補充 ○ ソフトローブ、ミニボトル、きのくつ、200Ｇ、ナイフ
ＨＰ回復 ○ ２階
道具屋 × 光のカード(左の部屋の戸棚)

薬屋 ×
宿屋 ×

【傭兵】
ゾック 無料 クレスター 無料 ジョード 無料
ミレニア 無料 ユマ 無料

▲４つの大陸に眠る
４つの秘宝を集めよう

▲宝物と言ってるが
宝箱を空けてみると…

▲精霊交換装置の
使い方を覚えよう

▲大統一の五使徒は一騎当千の精霊使いだ
※パーティから別れた場合も再びここで仲間にできる

▲ＭＰはありません！
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『レナス 古代機械の記憶』カイドブック､パンフレット
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※無断転載・無断引用・ネットショップなどへの出品はご遠慮ください

＜あとがき＞

この度は、レナスのあるきかた『大統一』編を手に取って頂きありがとうございました。
前回に続いて２冊目となる本書ですが、これをもってレナスⅡの同人誌制作は幕を閉じる事になります。

『レナス』も本来３部作で構想を練られていましたが、残念ながら未完の作品となってしまいました。
チェズニ、ミディア、ファルスのライガでの冒険の続きは、私たちの心の中でみる事にしましょう。
私たちの夢の宴はまだ終わらないのだから…！

サトシー 2018年11月 夢の宴にて

＜レナス略歴＞

1995年ごろ レナスをプレイ。やり尽くしたのち、縛りプレイやデータ集めを行う。

2015年12月 レナスオフ会の企画が上がる。レナスⅡの存在を知る。

2016年11月 レナスオフ会を開催。｢柴尾英令｣氏と対面する。

2017年1月 レナスⅡをプレイ開始。6月から攻略本の制作に着手、11月に完成。

2017年11月 レナス発売25周年オフ会｢夢の宴｣を開催。

2018年6月 続編攻略本『大統一』編の制作に着手、11月に完成。

2018年11月 第3回『レナス』オフ会｢夢の宴｣を開催。

2019年11月 第4回『レナス』オフ会｢夢の宴｣を開催。
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