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〈はじめに〉

『ねこのゲームがたくさん入った缶詰』略して『ねこかん』には、９つのゲームが用意されて

います。

どのゲームも比較的簡単で、小学生が理解して楽しめることを目標にデザインしています。も

ちろん、大人にも楽しんでもらえると思います。

ご家庭で、学校で、あるいはファミレスで、どこでも気軽に遊んでいただけると嬉しいです。

〈内容物〉

ねこかんには以下のものが含まれています。

●ねこのコマ……「白ねこ」１２個/「黒ねこ」１２個/「勇者ねこ」１個

表面がねこのイラストが描かれている面で、裏面が足跡の面です。

遊び方の説明で「すべてのねこコマ」と書かれている場合、特記がない限り「白ねこ」と「黒

ねこ」のすべてのコマを指します。「勇者ねこ」は「ねこダンジョン・ソリティア」でのみ使用

します。

●プレイシート……カラー３種２枚、モノクロ２種２枚。

プレイシート A プレイシート B プレイシート C プレイシート D プレイシート E
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プレイシートＤとＥは切り取り線に沿って切り離してください。

合計１２枚のタイルができます。これを「ダンジョンタイル」と呼びます。

●得点シート……１枚

●説明書……１冊

●カード……１シート/１０枚

●カラーキューブ……４種８個

●にゃんダイス……１個

●６面ダイス……１個

まずはすべてのパーツが揃っているかを確認してください。

万一、足りないパーツなどがありましたら下記のメールアドレスまでご連絡ください。

堀場工房

mokotacat@jcom.home.ne.jp



4

〈にゃんばとる〉

プレイ人数：２人

使用シート：プレイシートＡ

プレイ時間：１５分

●ゲームの準備

白ねこと黒ねこ、どちらを担当するか決めたら、自分の担当ねこのコマを以下のリストの分だ

け取り出します。

「７」のねこを１個

「４」のねこを１個

「３」のねこを１個

「２」のねこを１個

「１」のねこを２個

上記のねこコマを、シートの一番手前に裏返して置きます。どのような順番に並べても構いま

せん。

残りのねこコマは、中身の見えないカップなどに入れておきます。

セットアップ図

●プレイ方法

黒ねこを選んだプレイヤーが先攻となります。

先攻プレイヤーは「にゃんダイス」を振り、その結果に従います。

先攻プレイヤーの行動が終わったら、後攻プレイヤーが「にゃんダイス」を振り、その結果に

従います。

以後、勝敗がつくまで繰り返します。

ねこコマを動かすことを「移動」と呼びます。

裏面のコマを移動させた場合は、移動後に表面にします。

移動の結果、裏面の相手ねこと縦または横で接した場合は、それらをすべて表面にします。



5

移動の結果、相手のねこと縦または横のマスで接したら、戦闘になります（後述）。

移動の際には縦または横にのみ動けます（斜めはダメです）。

敵味方問わず、他のコマの上に乗ったり、通過するような動きはできません。

・足跡（２～４）

自分のコマを一つ選び、出目の分だけ移動させます。たとえば４が出た場合は必ず４マス動か

さなければなりません。

もし出目の分だけ動けるコマが一つもない場合は、最大限まで動けるコマを選んで移動させま

す。

・黒ねこまたは白ねこ

自分が黒ねこを担当している時に「黒ねこ」の目が出た場合は、自陣営のすべてのねこを１マ

スずつ移動させることができます（移動させたくないコマはそのままでも構いません）。

自分が黒ねこを担当している時に「白ねこ」の目が出た場合は、相手のコマのうち、いずれか

一つを選んで１マスだけ動かすことができます。

白ねこプレイヤーの場合は内容的には同じですが、「黒ねこ」と「白ねこ」を入れ替えて読ん

でください。

・缶詰

「缶詰」の目が出た場合は、カップから無作為にコマを１個だけ引きます。そして裏のまま、

他のねこコマのいない任意のマスに配置します。配置後、表に返します（これを「増援」と呼び

ます）。

手で触っただけでコマの裏表がわかりづらい場合は、まず置きたいマスにカラーキューブを置

き、それからコマを引いてカラーキューブと入れ替えても構いません。

もしも増援を望まない場合は、相手の裏面状態のコマを１個表に返しても構いません。

引くコマがなくなったら、それ以降は自分のコマを１個選び、１マスだけ動かします。

・戦闘

移動の結果、相手のねこと接した場合は戦闘になります。

１対１の戦闘

お互いのねこコマの数値を比べます。数値の大きいねこの勝ちです。勝ったねこはそのままで

す。負けたねこはゲームから取り除きます（カップには戻さないでください）。

数値が同じ場合は引き分けです。両方のねこをゲームから取り除きます。
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１対複数の戦闘

相手のねこ１コマに接しているすべてのねこの数値を合計します。その合計値と、相手のねこ

の数値を比較します。勝敗の判定は１対１の時と同じです。

左の図の場合、１対１のグループと、２対１のグループに分か

れて戦闘を解決します。

複数対複数の戦闘

繋がっているひとまとまりの戦闘はまとめて解決します。お互いの数値を合計して、合計値の

多いほうが勝ちです。負けた側のねこコマはすべて取り除きます。

左の図の場合、黒ねこの合計数値は「５」、白ねこは「３」で、

黒ねこの勝ちとなります。

●ゲームの勝敗

どちらかの手番の開始時に、盤上に片方の陣営のねこが１コマもない場合、ねこが残っている

陣営の勝利でゲームは終了します。

たとえカップの中にコマが残っていたとしても、勝敗判定には影響しません。
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〈入れ替えにゃーす〉

プレイ人数：２人

使用シート：プレイシートＡ

プレイ時間：１０分

●ゲームの準備

白ねこと黒ねこ、どちらを担当するか決めたら、自分の担当ねこのコマを以下のリストの分だ

け取り出します。

「３」のねこを１個

「２」のねこを１個

「１」のねこを４個

上記のねこコマを、シートの一番手前に置きます。どのような順番に並べても構いません。

●プレイ方法

黒ねこを選んだプレイヤーが先攻です。

自分の手番には、いずれか１つだけコマを動かせます。この時、ねこコマに書かれた数値と同

じ数だけ動かすことができます（例：２のコマなら２マス動けます）。

移動の時には縦または横にのみ動けます（斜め移動はできません）。また、縦と横の組み合わ

せもできません。（例：３のねこなら、縦に３マスか横に３マス動けます）。

例外として、他のコマを飛び越して移動することができます。これを「ジャンプ」と呼びます。

ジャンプを行うときは、縦横斜めに移動でき、またそれらを組み合わせても構いません。
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ただし、ジャンプを行うときには、ジャンプしかできません。たとえば、１マス移動してから

ジャンプすることはできませんし、ジャンプの後に移動を続けることもできません。

数値が２または３のねこは、連続してジャンプすることもできます。

上の例図では、「３」のねこが１回目のジャンプでＡまで移動し、２回目のジャンプでＢまで

移動します。移動力は「３」なので、もう一回ジャンプすることは可能ですが、隣のマスに入る

ことはできません（ジャンプと移動の組み合わせはできないため）。

●ゲームの勝敗

どちらかのプレイヤーのねこがすべて相手の陣地（相手が最初にコマを並べていた列）に入っ

た時点でゲーム終了です。

先にすべてのねこコマを入れたプレイヤーの勝利です。
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〈ぐるぐるねこレース〉

プレイ人数：２～４人

使用シート：プレイシートＢ

プレイ時間：２０分

●ゲームの準備

すべてのねこコマを裏返してよく混ぜ、シートの薄緑色のすべてのマスに置きます。この薄緑

色のマスを「ストック」と呼びます。

直近で「回転寿司」に行った人が第１プレイヤーとなります。以降、第１プレイヤーから左回

りに順にプレイします。

●プレイ方法

第１プレイヤーはストックから裏返しのねこコマを１つ選びます。選んだコマを表にして、☆

のマスに置きます。

続けて、にゃんダイスを振り、その出目に応じた行動を行ないます。

・足跡（２～４）

足跡の数と同じだけ、自分のねこコマを左回りに進めます。必ず出た目の数だけ進めます。

動かした結果、他のプレイヤーのコマと同じマスで止まった場合には、もう一度にゃんダイス

を振り、その出目に応じた行動を行ないます。

・黒ねこ

現在、自分の動かしているコマが「黒ねこ」だった場合、ストックからねこコマを一つ選んで

表にします。そのコマが「黒ねこ」だった場合、そのコマは自分のものになります。他のプレイ

ヤーの持ちコマと混ざらないように手元に置いておきます。

盤上の自分のコマが「白ねこ」だったり、表にしたねこコマが「白ねこ」だった場合はなにも

起こりません（１回休みと同じです）。いま表にしたねこを裏に戻して終わりです。

・白ねこ

効果は「黒ねこ」の出目と同じです。「黒ねこ」と「白ねこ」を入れ替えて読んでください。
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・缶詰

盤上にある、他のプレイヤーのねこコマと、自分のねこコマの位置を入れ替えます。入れ替え

が可能な限り必ず行わなければなりません。

他のねこコマが盤上にない場合（＝ゲームの開始時）には効果はありません。

入れ替えの結果、☆のマスに入る、または通過しても「上がり」とはなりません（下記参照）。

プレイが進行して、自分のねこコマが盤上を１周し、「足跡」を出して再び☆のマスに止まる

か、あるいは通過したら、そのねこコマは「上がり」となります。

プレイヤーはストックからねこコマを１つ選び、「上がり」となったねこコマと入れ替えます。

「上がり」となったねこコマは、自分の手元に置いておきます。

その後、そのプレイヤーはストックにある裏返しのねこをシャッフルして位置を入れ替えるこ

とができます（しなくても構いません）。

※このシャッフルは、以前のプレイで高得点のねこコマの位置がばれている場合に有効です。

●ゲームの勝敗

ストックにある最後の１枚のねこコマが引かれた瞬間に、ゲームは終了します。

各プレイヤーの手元にあるねこコマの数値が得点になります。

合計得点の多いプレイヤーが勝ちとなります。

得点計算の時、盤上にあるねこコマは点数には数えません。

ただし例外として、最後に引かれたねこコマだけは、引いたプレイヤーの得点に加えます。
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〈はさみねこ〉

プレイ人数：２人

使用シート：プレイシートＢ

プレイ時間：１５分

●ゲームの準備

どちらのねこを担当するか決めたら、自分の陣営の「１」のねこコマ２枚を以下の図のように

配置します。

残りのねこコマは白と黒に分け、それぞれ別のカップなどに入れておきます。

●プレイ方法

黒ねこプレイヤーが先攻です。

自分の手番になったら、カップの中から自分の陣営のねこコマを１つ、見ないで引きます。

そしていま引いたコマを、盤上のマスに配置します。

ただし、配置するマスには制限があります。

陣営を問わず、いずれかのねこコマに接するマスに置かなければなりません。縦横斜め、いず

れかに接するように置いてください。

すでにねこコマが置かれているマスには置けません。

また、すでに裏返っているねこコマの隣りでも条件を満たします。

ねこコマを置いた結果、相手のねこコマ１つを自分のねこコマで挟んだ場合（縦横斜めいずれ

でも）、戦いになります。

挟んだねこコマの数値の合計と、挟まれたねこコマの数値を比較します。挟んだねこの数値が

相手のねこの数値を上回っていたら、挟まれたねこコマをひっくり返します。
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それ以外の場合はなにも起こりません。

ひっくり返されたねこコマは、これ以降、表に返ることはありません。

相手のねこコマをひっくり返せるのは、あくまで１コマだけの時です。

挟まれるねこコマが２個あったり、裏返っているねこコマがある場合には条件を満たしません。

左の例では、どちらも挟んでいる要件を満たして

いません。

条件を満たせば、外周の濃い緑のマスにもねこコマを置くことはできます。また、濃い緑のマ

スにおいて相手のねこコマを挟んでひっくり返すことも可能です。

●ゲームの勝敗

すべてのねこコマを置ききったらゲーム終了です。

この時点で、外周の濃い緑のマスに置かれたねこコマはすべて裏返します。

ただし、☆のマスに置かれたねこコマは表のままにします。

続いて、裏返しになっているコマを盤上からすべて取り去ります。

自分のねこコマの数値を合計し、多いほうが勝ちです。



13

〈ねこダーツ〉

プレイ人数：２人

使用シート：プレイシートＣ

プレイ時間：５分

●ゲームの準備

担当する陣営を決めたら、自分の陣営の１～７までのねこコマを１個ずつ用意します。

●プレイ方法

先攻は黒ねこを選んだプレイヤーです。

先攻プレイヤーは、「１」のねこコマを発射台に置きます。発射台の中に収まっていれば位置

は自由です。線から少しでもはみ出してはいけません。

ねこコマを爪で弾きます。

続いて、後攻プレイヤーも「１」のねこコマを同じようにして発射します。

以降、交互に２～７のねこコマを順番に発射していきます。

●ゲームの勝敗

すべてのねこコマを発射し終わったらゲーム終了です。

ねこコマの数値と、そのねこコマのある場所の点数を乗算した結果が得点になります。

各コマごとに得点を確認し、そのコマを得点シートの該当するマスに置きます（例：２のコマ

が「×３」にあれば６点になります。２のコマを取り、得点シートの６のマスに置きます）。
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⇒

コマの得点判定を行うとき、境界線にまたがっている場合、より低い点数が適用されます（例：

１と３の境界線上にあるコマは「×１」が適用されます）。

欄外と１の境界線にかかっている場合は得点は０です。

左の図では「２」のコマが「×１」と「×３」の境界線上にあ

り、ほとんど「×３」のエリアに入っていますが、得点計算では

「×１」となります。

シートから完全に出てしまったコマがある場合、そのねこコマ

の数値分の得点が相手の得点に加算されます（例：白ねこの「３」

がシートから完全に外に出た場合、黒ねこプレイヤーは３点獲得

します）。

この場合、コマを外に押し出したプレイヤーが誰かは関係ありません。自分が発射してそのま

ま外に出てしまった場合でも、相手プレイヤーの得点となります。

合計得点の多いプレイヤーの勝利です。

このゲームは先攻後攻で有利不利が出ることがあります。

そのため、先攻後攻を入れ替えて、２回戦の合計値で勝敗を競うことをお薦めします。
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〈ねこはじき〉

プレイ人数：２人以上

使用シート：使用しません

プレイ時間：１０分

●ゲームの準備

テーブルの上に、裏にしたねこコマをすべて置き、よくかき混ぜます。

コマとコマが接しないように適当に離しておいてください。

●プレイ方法

基本的には「おはじき」のルールと同じです。

年齢の若い人が第１プレイヤーになり、左回りにプレイを進めます。

自分の番が来たら、ぶつけ合う２つのコマを宣言します。

その２つのコマの間を小指で線を引きます。

この時、コマに触れてしまったらアウトです。次の人の手番に移ります。

次に宣言した２つのコマのうち、どちらかのコマを指で弾きます。

目標のコマに当たらなかったり、他のコマに当たってしまったらアウトです。また、テーブル

から落ちた場合もアウトです。

続けて、今ぶつけ合った２つのコマの間を、今度は人差し指で線を引きます。

この時、コマに触ってしまったらアウトです。

上手く線が引けたら、２つのコマのどちらかをもらいます。ただし、この時点ではコマを表に

したり、点数を確認してはいけません。
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ここから先は、おはじきとは少し異なるルールです。

コマを弾くときに他のコマに当ててしまった場合、自分の手持ちのコマ１つを次の手番の人に

渡します。渡された人はそのコマを好きな場所に置くことができます。

自分の手持ちのコマがない場合はペナルティはありません。

コマがテーブルから落ちたときは、落としたコマの点数を全員で確認します。そしてそのコマ

を落とした人の次の手番の人に渡し、好きな場所に置いてもらいます。

プレイ中に何らかの理由によってコマが表になってしまった場合、そのコマが「１点」だった

時は、表にしてしまったプレイヤーの持ちコマの一つと交換します。そのコマを裏のまま次の手

番の人に渡し、好き場所に置いてもらいます。

手持ちのコマがない場合は「１点」のコマを裏返し、次の手番の人に置いてもらいます。

表になってしまったコマが「１点」ではなかったときは、表にしたままプレイを続けます。

●ゲームの勝敗

テーブル上に残ったコマが最後の１個になったらゲーム終了です。最後の１個は誰のものでも

ありません。

各プレイヤーは、自分の獲得したコマを表にして、点数を合計します。

点数のもっとも多いプレイヤーが勝ちです。
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〈ねこめくり〉

プレイ人数：２人～４人

使用シート：ダンジョンタイル６枚

プレイ時間：１０分

●ゲームの準備

ダンジョンタイル６枚を裏返して、適当な場所に置きます。

すべてのコマを裏返してよくかき混ぜ、各タイルに４枚ずつ置きます。

●プレイ方法

もっとも年齢の高い人が第１プレイヤーです。左回りにプレイを進めます。

自分の順番が来たらコマを２つ選び、表に返します。

２つのコマのアルファベットが異なる場合は、裏面に戻したうえで、いずれかのタイル２枚の

位置を入れ替えます。この時、タイルを回転させても構いません。また、入れ替えずに回転だけ

させても構いません。

終わったら次の人の手番になります。

２つのコマのアルファベットが同じなら、その２つをうちのどちらかを獲得します。

獲得したコマに書かれた数字が点数になります。その点数をただちに得点シート上で記録して

ください。

得点を記録したら、次の人の手番になります。

得点を記録し終わったコマは表にしたまま脇に並べて置いておきます。

●ゲームの勝敗

Ａ～Ｆまでの各コマが３個ずつ表になった時点でゲームは終了です。

合計得点がもっとも多いプレイヤーが勝ちとなります。
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〈ねこダンジョン〉

プレイ人数：２人～４人

使用シート：ダンジョンタイル１２枚

プレイ時間：２０分

●ゲームの準備

「ねこかん」と「缶詰」タイルを抜出し、残りのタイルを裏にしてよくシャッフルします。

以下の図を参考にして、各タイルを配置します。

各プレイヤーは「１」のねこを受け取ります。白と黒、どちらでも構いません。

他のプレイヤーのコマと間違えないように、アルファベットを覚えておいてください。

カラーキューブ１個を手元に置き、もう１個を得点シートの「ねこかん」のマスに置きます。

各プレイヤーのねこコマを開始マス（「ねこかん」と書かれたマス）に置きます。

「ねこかん」と書かれた５枚のカードをよくシャッフルして、脇に置いておきます（Solitaire

と書かれたカードは使用しません）。

最近、缶詰を食べた人が第１プレイヤーになります。

●プレイ方法

自分の順番が来たら、にゃんダイスを振ります。そしてその結果に応じた行動をとります。

・足跡（２～４）

その数と同じだけ進みます。

・白ねこ

１回休みです。
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・黒ねこ

自分以外のねこを３マス移動させます。ただしゴールした猫は除きます。移動後に入ったマス

の効果は有効です（例：ぐるぐるのマスで止まった場合、その所有プレイヤーがタイルを回転さ

せる）。

・缶詰：缶詰を１個獲得します（得点シート上で１点追加）。または、いずれかのタイル１枚を

９０度回転させることができます。

☆移動の原則

移動を行う場合は以下の制限があります。

各タイルは４×４のマスで構成されていて、灰色のマスには進入できません。

原則として移動力は使い切らなければなりません。ただし行き止まりで移動できない場合は例

外です。

ゴールである缶詰のマスの先は行き止まりです。したがって、缶詰のマスには１方向からしか

進入できません。また行き止まりのため、そのマスに入ることができればゴールとなります（移

動力が余っていても）。

１回の移動で同じマスを２度通ることはできません。

☆特殊マスの効果

各タイルの中には、アイコンが描かれた特殊なマスがあります。移動の時にそれらのマスに入

ったり、止まったりしたら、なんらかの効果が発生することがあります。

・白ねこ

現在の自分のコマが白ねこなら、１レベルアップします。黒ねこなら１レベルダウンします（レ

ベルについては後述します）。このマスは通過するだけなら影響はありません。

・黒ねこ

白ねこと同じですが、「白ねこ」と「黒ねこ」を逆にして読んでください。

・ぐるぐる

いずれかのタイル１枚を 90 度回転させることができます。このマスは通過するだけなら影響

はありません。
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・宝箱

カードを１枚引きます。各宝箱は１度のみ使用可能です。一度開けた宝箱のマスには、使って

いない「１」のコマを裏返しにして置いて、使用済みであることを示します。

引いたカードに「即時使用」と書かれていた場合は、ただちにその内容に従います。

それ以外のカードは手元に持っておき、自分の手番にダイスを振る前に使用できます。

・魔法陣

このマスに入ったら、他の魔法陣のマスにジャンプします。

他の魔法陣のマスがない場合はスタートに戻ります。

魔法陣のマスだけは、移動力がぴったりで入らなくても効果を発揮します。残りの移動力に関

係なくジャンプ先のマスで移動を終わります。

☆レベルアップ

現在の自分のコマと同じ色のねこのマスに止まったら、ねこコマがレベルアップします。現在

のねこコマの数字より１つ大きい数字のねこコマと交換します（例：現在１のねこがレベルアッ

プすると２になります）。

レベルダウンの時も同様に処理します。

「７」より上にはレベルアップしません。また「１」より下にはレベルダウンしません。

レベルの変更を行うときに、未使用のコマがない場合は、該当する他のプレイヤーのねこコマ

と交換することができます（例：現在レベル３のねこがレベルアップする場合、すでにレベル４

のねこが２個とも使われている時は、盤上にあるレベル４のねこのどちらかと交換できます）。

●ゲームの勝敗

最後から２人目の人が缶詰マスにゴールしたらゲームは終了です（例：４人プレイの場合は３

人目がゴールしたら終了）。

獲得した缶詰の数やレベルに応じて得点を得ます。合計得点の最も多いプレイヤーが勝ちとな

ります。

・最初にゴールした人……５得点

・２番目にゴールした人……３得点

・３番目にゴールした人……２得点

・ゴールした時のねこコマのレベル……レベル数＝得点

ただし、最後にゴールしたねこコマはレベルに関係なく１点です（上記のボーナスとは別）。

また、ゴールできなかったねこコマ（最後の１匹）は、レベルによる得点をもらえません。

・自分の手元にある、使用しなかったカード……１枚につき１点

・プレイ中に集めた缶詰の数（＝得点）
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〈ねこダンジョン・ソリティア〉

プレイ人数：１人

使用シート：ダンジョンタイル１２枚

プレイ時間：１５分

●ゲームの準備

「ねこダンジョン」と同じ要領ですべてのタイルを配置します。

勇者コマを「ねこかん」のマスに置き、得点シートの「ねこかん」のマスにカラーキューブを

１個置きます（キューブは時間の経過を記録します）。

「Solitaire」と書かれた５枚のカードをよくシャッフルし、脇に置いておきます。

ねこコマは白と黒に分け、それぞれ別のカップなどに入れておきます。

白ねこと黒ねこを１つずつ見ないで引き、缶詰タイルのそれぞれのマスに裏のまま置きます。

このねこコマは勇者が缶詰タイルに入った瞬間に両方とも表にします。

●プレイ方法

にゃんダイスを振り、その結果に応じた行動を処理します。その後、再びにゃんダイスを振り…

…を繰り返して、缶詰のマスを目指します。

缶詰のマスにたどり着いたら、「まぼろしの缶詰」を獲得したことになります。今度は再び「ね

こかん」のマスまで戻ります。

無事に戻れたら、見事勝利です。遠足は家に帰るまでが遠足なのです。

☆にゃんダイス

・足跡（２～４）

その数と同じだけ進みます。

・白ねこ

現在盤上にいるすべての白ねこが勇者に近づくように３マス移動します。もしも白ねこが１匹

もいない時は、カップから見ないで１つ引き、勇者に最も近い白ねこマスに置きます。

白ねこマスがまったくない場合は何も起こりません（この場合、缶詰タイルは無視してくださ

い）。

・黒ねこ

白ねこと同じです。「白ねこ」を「黒ねこ」に読み替えてください。



22

・缶詰

ご飯タイムです。

もしも勇者が「疲労」していたら、表面にします。

「疲労」していない場合は１マスだけ移動させます。

その後、得点シートのキューブを１マス動かします。

ただし例外として、勇者コマが「ねこかん」マスにいる間は得点シートのキューブは動かしま

せん。

☆移動の原則

移動を行う場合は以下の制限があります。

各タイルは４×４のマスで構成されていて、灰色のマスには進入できません。

原則として移動力は使い切らなければなりません。ただし行き止まりで移動できない場合は例

外です。

ゴールである缶詰のマスの先は行き止まりです。したがって、缶詰のマスには１方向からしか

進入できません。また行き止まりのため、そのマスに入ることができればゴールとなります（移

動力が余っていても）。

１回の移動で同じマスを２度通ることはできません。

移動の途中でタイルの端のマスに入った時は、行く方向を決めてからそのタイルをめくります。

めくってからタイルを回転させてはいけません。

新たにめくられたタイルの結果、行き止まりになっていたら今回の移動はそれで終了です。

行き止まりでない場合は、まずそのタイルに書かれている色のねこコマをカップから引き、表

にしてねこのマスに置きます。

続けて、残りの移動力のかずだけ勇者コマを動かします。

移動の途中、または移動の最後のマスでねこコマと同じマスに入った場合、戦闘になります。

移動の途中で合っても、今回の移動はそこで終了となります。

また、ねこコマが勇者コマのマスに入ってきても戦闘になります。

黒ねこおよび白ねこが「ねこかん」マスに入ることはありません。たとえ移動力があっても、

その手前のマスで移動を停止します。

黒ねこおよび白ねこは同じマスで重なることはありません。そのような状況になる時は、あと

から動かしたねこコマを、重なる手前のマスで止めます（結果的に数珠つなぎになることもあり

ます）。
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☆戦闘

勇者コマのために「にゃんダイス」を振ります。

敵のねこコマのために６面体ダイスを振ります。

勇者コマは表面の場合、４戦闘力を持っています。裏面（疲労状態）だと３戦闘力です。

にゃんダイスの結果が足跡だった場合には、勇者コマの現在の戦闘力に足した数字が勇者コマ

の攻撃力になります。

ねこコマに書かれた数字（戦闘力）と、６面体ダイスの結果を足した数字がそのコマの攻撃力

となります。

勇者コマの攻撃力と、ねこコマの攻撃力を比較します。

勇者コマの攻撃力がねこコマの攻撃力を上回っていた場合、勇者の勝ちです。負けたねこコマ

を盤上から取り除きます（以後、ゲームには登場しません）。

両者の攻撃力が同じだった場合は、もう一度振りなおします。

勇者コマの攻撃力がねこコマの攻撃力より小さかった場合は勇者の負けとなります。

勇者コマが表面の場合には、裏面の疲労状態にします。裏面だった場合には再起不能です。ゲ

ーム・エンドです。もう一度最初からやり直しましょう。

勇者が負けた場合は、ねこコマはカップに戻します。

にゃんダイスの結果が足跡以外の場合には以下の効果が適用されます。

・白ねこ

敵のねこコマが白ねこだった場合には、白ねこの攻撃力が１増えます。

敵が黒ねこだった場合には、勇者の攻撃力が１増えます。

・黒ねこ

白ねこと同じです。「白ねこ」と「黒ねこ」を入れ替えて読んでください。

・缶詰

缶詰を開けて敵のねこの気を引きます。戦闘は中止となります。

勇者コマを３マス移動させます（移動の方向は自由です）。

敵のねこコマはその場に止まります。

得点シートでキューブを１マス進めます。

☆タイルの効果

☆特殊マスの効果

各タイルの中には、アイコンが描かれた特殊なマスがあります。移動の時にそれらのマスに入
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ったり、止まったりしたら、なんらかの効果が発生することがあります。

・白ねこ

移動の途中でも、このマスに入った瞬間に効果を発揮します。

勇者からもっとも近い位置にいる白ねこが３マス接近してきます。たとえもっとも近くても、

障害物で隔てられて接近できないようなねこコマは対象外です。

盤上に白ねこがいない場合には、白ねこをカップから引き、戦闘を解決します。

・黒ねこ

白ねこと同じですが、「白ねこ」と「黒ねこ」を入れ替えて読んでください。

・ぐるぐる

このマスでぴったり止まったら効果を発揮します。

いずれかのタイル１枚を 90 度回転させることができます。

・宝箱

このマスでぴったり止まったら効果を発揮します。

カードを１枚引きます。各宝箱は１度のみ使用可能です。一度開けた宝箱のマスには、キュー

ブ置いて、使用済みであることを示します。

引いたカードに「即時使用」と書かれていた場合は、ただちにその内容に従います。

それ以外のカードはいつでも使用することができます。

・魔法陣

移動の途中でも、このマスに入った瞬間に効果を発揮します。

このマスに入ったら、他の魔法陣のマスにジャンプします。

魔法陣のマスだけは、移動力がぴったりでなくても効果を発揮します。残りの移動力に関係な

くジャンプ先のマスで移動を終わります。
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●ゲームの勝敗

缶詰のマスに入って「まぼろしの缶詰」を手に入れてから、再びスタート地点（ねこかんマス）

までたどり着けばプレイヤーの勝利です。

以下の場合は勇者の敗北となります。

・時間が「２２」に達した。

・疲労状態の時に戦闘に負けた。

・心が折れた。

●達猫モード

達猫を目指すプレイヤーは、以下のルールを適用してプレイしてください。

・制限時間を「２２」から「１１」に変更する。

・新たにタイルをめくった時、引いた猫コマは裏のまま置きます。その後、にゃんダイスを振っ

て白ねこまたは黒ねこが出た場合、すべてのねこコマが３マス接近してきます（白でも黒でも「ね

こ」の結果なら、盤上のすべてのねこが接近してきます）。

・戦闘の時に攻撃力が同じだった場合には、振り直しではなく勇者の敗北となります。

君は、生き残ることができるにゃ？

ルールの質問などは下記へお願い致します。

mokotacat@jcom.home.ne.jp
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イラスト：たちばないさぎ
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