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運（サイコロ）と戦術（カード）を駆使して相手のＨＰを先に
削りきって勝利すること。

キャラスキル

キャラクターには常時発動型のスキルと条件を達成したときに
発動するスキル、そして「アクションを１つ消費して使用」す
る、アクションスキルがあります。効果は各キャラクターのテキ
ストに準じます。

手札のカードが手札上限枚数以下（初期は５枚）になるよう
に、手札のサイノメカードを捨て札にします。手札が上限枚数以
上であれば強制、以下であれば任意です。捨てる枚数に制限は無
いので、手札に良いカードがなければすべて捨ててもＯＫです。

ダメージの処理について

攻撃成功などでダメージが発生した場合、サイノメカードの効
果→キャラクターのスキル効果→反撃カードの効果の順で処理し
ます。ダメージを受けたプレイヤーは自分のＨＰ山札から受けた
ダメージ分のカードを引き手札に加えます。ＨＰが０になるとそ
のプレイヤーは負けとなります。

キャラクターの覚醒について

キャラクターは通常状態でゲームを開始しますが、すべての
キャラクターは特定の条件下で覚醒状態へ移行します。覚醒時は
キャラクターカードを裏返し、通常時と異なるサイコロ目やスキ
ルを使えるようになります。また、一部覚醒状態から通常状態に
戻るキャラクターもいます。

キャラクターの決定

基本的に自由に決めて構いません。使用したいキャラクターが
かぶった場合などは、ジャンケンやサイコロを振りより大きな目
を出した人から順にキャラクターの選択を行います。キャラク
ター選択後、選んだキャラクターを自分の前に「通常状態」表示
で置いておきます。これを自分の「場」といいます。

ＨＰ山札の作成

すべてのサイノメカードをよく混ぜ、各プレイヤーに１０枚ず
つ配りそれを自分の場に裏向きで置いておきます。これをＨＰ山
札と呼びます。このＨＰ山札が先になくなった方の負けになりま
す。 ※ＨＰ山札の枚数はプレイする際に枚数を自由に変更しても
良いです。５枚や７枚など。

初期手札の配布

各プレイヤーに５枚ずつサイノメカードを配り、それを初期手
札とします。このタイミングで初期手札に交換したいカードが有
れば、最大で５枚まで捨て札にして新たに捨てた枚数分サイノメ
カードを引いて下さい。

共通山札の準備

ＨＰ山札を作った後に残ったサイノメカードはすべてまとめて
裏向きで共通の山札として置いてください。またこの時、捨て札
を置くスペースも確保しておいて下さい。

スタートプレイヤーの決定

１番最近コロシアムに行ったことがある人、もしくはサイコロ
を振って１番大きな目を出した人からプレイスタートです。

セット内容

とある王国の姫君の結婚相手を決めるために行わ
れることになった武闘大会。その噂は「優勝者には
莫大な富と名誉が与えられる」という本来の趣旨と
は少し違った触れ込みで国全土に広がった。

続々と集まる、国中の腕自慢たち。王国のコロシ
アムは無数の腕自慢たちで溢れかえっていた。こう
して、国を上げた一大イベントが幕を開けた。

スタートプレイヤーから以下のようにアクションを起こしてい
きます。プレイヤーターンは大きく分けて下の２つのフェイズで
構築されています。

1. アクションフェイズ（任意）
2. トラッシュフェイズ（強制）

自分サイド

相手サイド

HP 山札

共通山札

共通捨て札

キャラ & 装備

アクションフェイズとトラッシュフェイズを繰り返し、自分以
外のＨＰ山札が０枚になるまで繰り返します。最後までＨＰが
残っていた人の勝利です。

３人以上でプレイする際、先に脱落した人は「手札・装備中の
カード・残ったＨＰ山札」をすべて捨て札にします。以降自分の
ターンが回ってきたときにサイコロを振り、次の「リタイアアク
ション」を参考に行動を行います。サイコロを先に降り、出たア
クションを誰に対して行うかを指定します。

リタイアアクション

1. 何も起きない
2. プレイヤー１人の手札を１枚ランダムで捨てる。
3. プレイヤー１人の装備中のカードを１枚手札に戻す。
4. 捨て札にある装備カードを１枚装備可能箇所にセットする。
5. 指定したプレイヤー１人に１ダメージ与える。
6. １～５の好きな１つ選ぶ。

例外として、リタイアアクションによるダメージでＨＰを０に
することはできません。また、捨てる手札がない場合や、装備す
る空きスペースがない場合は不発となります。

キャラクターカード 10枚

サマリカード 4枚

カード 計114枚

サイノメカード 100枚

物語のはじまり物語のはじまり

キャラに装備したり手札から起動し
たりゲームを動かすカードです。
山札やHPゲージでも使います。

勝敗判定について

３～４人プレイの時の追加ルール

ゲームの目的

サイコロ 2 個

説明書 1 部

プレイシート

キャラチップ ４個すごろくシート

アクションフェイズは下記のA〜Eの５つの行動のうち任意の２
つを選択して行動します。

行動の選択・順番は自由です、何もしない、１行動だけして終
了でもＯＫです。ただし、原則同じ行動は同一アクションフェイ
ズに１度しか行えません。「攻撃→攻撃」やサイノメカードの
「早着替え→攻撃」はできません。これは早着替え自体が「手札
起動＋攻撃」の効果を持つためです。また、ゲーム開始後すべて
のプレイヤーは最初のターンのみ「攻撃」は行えません。まずは
装備変更と手札補充を行いましょう。

手札補充

サイノメカードを手札上限（初期は５枚）になるように共通山
札から引きます。※山札が足りない場合は捨て札をよく混ぜ共通
山札とします。

装備変更

好きな枚数キャラクターの装備を付け替えできます。キャラク
ターの上下左右にサイコロ目に対応するリンクシンボルがあり、
このリンクシンボルとサイノメカードのリンクシンボルがつなが
るようにセットすることができます。リンクシンボルが繋がらな
い場合は装備することができません。

手札起動カード使用

手札にある、「手札起動」と書かれたカードを使用します。効
果は各カードのテキストに準じます。複数のアクションを１つに
まとめたりするカードもあります。

攻撃（サイコロを振る）

攻撃したい相手を宣言してから、サイコロを振り出た目のカー
ドの効果を得ます。効果を得たカードは、特別な記述がない限り
捨て札にします。装備がセットされていない目が出た場合、ミス
となり攻撃は失敗に終わります。

補足1. ６の目が出た場合
６の目が出た場合、装備中のカードではなく手札にある装備
可能なカードを１枚選んで使用します。なお、使用したい
カードが無ければパスしても構いません。

補足2. 同じ目を複数持つキャラクターの処理
キャラクターには同じ目を複数持つキャラクターがいます。
（プリンセスなど）対応する目が出た時は、必ず１枚ずつ
カードの効果を処理します。発生ダメージを合計して処理す
ることはできません。処理順は攻撃プレイヤーの自由です。
また、発動したカードはすべて処理する必要があります。片
方だけ使用するなどはできません。

トラッシュフェイズ

処理の補足

アクションフェイズ

ゲームの流れゲーム開始前のセットアップ
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イラスト ( キャラクター )イラスト ( キャラクター ) 水季 http://rainy-season33.wix.com/mizuki-log水季 http://rainy-season33.wix.com/mizuki-log

イラスト ( サイノメ )イラスト ( サイノメ )
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自分へのダメージが発生した際、ダメージを受
ける前に使用します。（※ウッドシールド、変わ
り身の術など）

反撃

アクションフェイズの手札起動カードを使用す
るを選択した時に、手札から直接使用できます。

手札起動

カードの中には触媒として使用する際に手札の
カードを捨てる必要のあるカードがあります。こ
のカードを使用する際に、捨てるカードが足りな
い場合は不発となり、発生ダメージは０。使用
カードは捨て札となります。

触媒

通常サイノメカードは使用した後は捨て札にし
ますが、このアイコンがついたカードは使用した
後もそのまま装備しておくことが可能です。これ
は任意効果なので、使用後捨て札にしても構いま
せん。

捨て札無効

トラッシュフェイズ

相手のターン

自分のターン

手札が 5 枚以下になるように、手札のサイノメカードを捨て札にします。 手札が 6 枚以上であれば強制、5 枚以下であれば任意 です。
捨てる枚数に制限は無いので、手札に良いカードがなければ全て捨ててもＯＫです。

4 of Dice

4 of Dice 4 of Dice

4 of Dice5 of Dice

5 of Dice 5 of Dice

5 of Dice

Swordman

Swordman Swordman

Swordman

2 of Dice

2 of Dice 2 of Dice

2 of Dice3 of Dice

3 of Dice 3 of Dice

3 of Dice

アクションフェイズ

サイコロを振りでた目のカードの効果を得ます。 効果を得
たカードは、特別な記述がない限り捨て札にします。装備が
セットされていない目がでた場合、ミスとなり攻撃は失敗に
終わります。

手札にある、「手札起動」アイコンが付いているカードを
使用します。 効果は各カードのテキストに準じます。

手札起動カード使用

サイノメカードを手札上限(5枚)になるように共通山札から
引きます。 山札が足りない場合は捨て札をよく混ぜ共通山札
とします。

キャラクターにセットされたサイノメカードを全て手札に
戻し、再度装備をセットし直します。キャラクターの上下左
右にサイコロ目に対応するリンクシンボルがあり、リンクシ
ンボルに対してサイノメカードをセットすることができま
す。リンクシンボルが繋がらない場合は装備することができ
ません。

選択アクションＢ

選択アクションＣ

装備変更

選択アクションＡ 手札補充 選択アクションＤ 攻撃 ( サイコロを振る )

選択アクション E キャラスキルを使用

下記の 5 つの選択アクションのうち 任意の２つまで を選択して行動します

行動の選択について
「同じアクションは１回しか行えません。また、全員１ターン目は「攻撃」を行
なえません。」

例 ) 2 回連続攻撃はダメ。 ただし攻撃を行った後に「早着替え」 「二者択一」 な
どの手札起動カードを使用することで２回攻撃も可能。

キャラクターには常時発動型のスキルと条件を達成したと
きに発動するスキル、そして「アクションを１つ消費して使
用」する、アクションスキルがあります。効果は各キャラク
ターのテキストに準じます。

付録: 大まかなゲームの流れ

リンクシンボル

効果シンボル

サイノメカードには右上にそのカードの効果を表すアイコンが
ついているカードがあります。それぞれのアイコンが示す効果は
以下の通りです。

アナログゲームは自由なゲームです。全員が納得できるのであ
ればその場で新しいルールを加えて新しい楽しみ方を模索してみ
て下さい。

チーム戦

４人でプレイする際は、向かい合う人同士をチームとして対戦
を行い、他のチームの１人（２人）を先に倒したチームの勝ちと
する。

ドラフト式ＨＰ山札

ＨＰ山札を決定する際、ドラフト方式でＨＰ山札を作るルール
です。互いに配られた１０枚のＨＰ山札を見て、１枚を取りＨＰ
山札の１番下に裏向きでセットします。残り９枚を次のプレイ
ヤーに渡し、また同じようにカードを１枚選びＨＰ山札にセット
します。これをＨＰ山札が全員１０枚になるまで繰り返します。
ＨＰ山札から出てくるカードがわかるので、より深い戦略を組め
るようになります。

すごろく式ＨＰ決定

ＨＰをカードではなく付属のすごろくシートとキャラクター
チップを使ってＨＰを決定します。最低５最大１５となります。
スタートプレイヤーは１番ＨＰの低い人が良いでしょう。※すご
ろくのルールはすごろくシートに記載。

勝ち抜き戦

４人でプレイする時、まずは向かい合う人同士で戦闘をし勝ち
抜いてから他の人を対象にする。

サイノメカードには上下左右にサイコロのようなアイコンが付い
ているカードが有ります。これはキャラクターカードに対応するア
イコンが付いており、装備する際には互いにつながっている必要が
あります。

クレジット

アイコンの説明

リンクシンボルリンクシンボル

効果シンボル効果シンボル

疑問点はこちらまで！

おすすめアレンジルール集

小さいお友達のおうちの方へのお願い

もし漢字が読めないお子様にルールについて尋ねられましたら、ぜひ、読んで説明していただけましたら幸いです。

そしてぜひ、一緒に楽しんであげてください！


