
サイコロオムニバス
PREOPEN

全体説明
プレイ人数：2～6人
プレイ時間：2～20分
デザイナー：久米田、青の人、kelly、チョ
ウコウ、swi

概略

サイコロオムニバスの全体説明

内容物
袋 1個
サイコロ ※ 1 20個
チップ ※ 2　 15枚
ゲームカード 10枚　
スコアカード (4枚) 1セット　
「1.2.3」カード ※ 3 1枚　
プラスカード ※ 4 1枚　
マイナスカード ※ 5 1枚　
説明書カード　 1枚　

※ 1. 赤、黄、緑、青、紫　各 4個ずつ
※ 2. 赤、黄、緑、青、紫　各 3枚ずつ
※ 3. 裏面は十字カード
※ 4. 裏面は 2×3カード
※ 5. 裏面は Hカード

ゲーム一覧

• ダイスライムバスケット
• ヒプノシスダイス
• 温暖化の果て
• レベル?奥義
• 3つの島
• リスクあるダイスゲーム
• 自由律俳句
• 地獄の綱引き
• 不死鳥の医師団
• シグナルバッティング



ダイスライム
バスケット
プレイ人数：2～4人
プレイ時間：15～20分
デザイナー：青の人

概略

サイコロの出目に応じて韻を踏むゲー
ムです。最初は 3 文字の韻ですが、徐々
に文字数が増えていきます。先に 5 回韻
を踏んだ人が、ゲームの勝者になります。

必要なもの
サイコロ (紫) 3個
サイコロ (紫以外) 2個 × 人数分
チップ (各色) 1枚 × 人数分
スコアカード 1セット　
「1.2.3」カード 1枚

ゲームの準備

• 全員に紫以外のサイコロを 2 個ずつ
配る

• 全員に 1枚ずつ別色のチップを配る
• 全員のチップをスコアカードの「0」に
置く (現在のスコアを意味する)

• 最近、ラップを聞いた人が最初の親に
なる。

ゲームの流れ

1. ゲーム開始時は全員何もせず 2.へ。
5. から戻ってきてスコアが 2～3 の人

は手持ちのサイコロを 1個振り、4の
人は 2個振る。振ったサイコロは各自
で保持する。

2. 親はサイコロ (紫) を 1 個ずつ振り、
振った順に「1.2.3」カードのマスの上
に並べる。(6 が連続してしまう場合、
振り直してください)

3.「1.2.3」カード上のサイコロの目の列
を文字列に変換し、その文字列で韻が
踏める単語をそれぞれ考える。
<サイコロの目→文字変換法 >

1→あ 2→い 3→う
4→え 5→お 6→ん
※ 1. で自分のサイコロを振った人は、
出た目を「1.2.3」カード上のサイコロ
の目の列に好きな順でつけてから変換
する。
(例) 2.で出た目の列：1・2・3かつ
自分のサイコロの目はないとき
123→あいう→ ダイス
(例) 2.で出た目の列：5・5・3かつ
自分のサイコロの目：4、6のとき
4(553)6→えおおうん→
プ レオープン
(553)46→おおうえん→ ボールペン
でも OK

4. 一番初めに単語を思いついて発表した
人のスコアに 1点を加える。
※発表した単語が頭韻、脚韻として合
わない場合、お手つきとして 1点引く。

5. 親の右隣の人が新しい親となり、1. に
戻る。

6. 初めに 5点獲得した人が勝ち。



ヒプノシスダイス
プレイ人数：4～6人
プレイ時間：10～20分
デザイナー：久米田

概略

親が袋から引いたサイコロの色と出目
を当てる推理ゲーム。起きていられるの
は自分のターンのみ。寝ている間に聞こ
える声をヒントにして推理を進める。

必要なもの
袋 1個
サイコロ 4色 ×4個
紙 1枚
ペン 1本

ゲームの準備

1. サイコロ 16個を袋に入れて混ぜる。
2. 最近、よく寝た人が最初の親となる。
3. 親は袋からサイコロ 1個をとり、他の
プレーヤーには見えないようにテー
ブルの上に置く。(この際に、答えと
なる目が上になるよう置く。)

4. サイコロの上から化粧箱の蓋をかぶ
せ、全員から見えないようにする。

5. 子は、それぞれ袋から 2 つずつサイ
コロを取り、他のプレイヤーから見え
ないようそれらを伏せる体勢で寝る。

6. 以上の準備が終わったら、推理フェ
イズへと移る。

推理フェイズ

1. 親に時計回りで近い子から手番 (後
述)を行う。

2. 子は、自分の手番になったら顔を上
げる。

3. 手番を終えたら左隣の子に知らせ、そ
して寝る。

手番

手番では下記 A～Dのいずれかを行う。

A 自分の手持ちと袋のサイコロを 1 個
交換する。

B 場 (C. の宣言で使われたサイコロが
置かれる場所)のサイコロを 1個獲得
する。

C 宣言 (後述)する。
D (手持ちのサイコロがなく、Bもでき

ない時のみ)袋からサイコロを 1個獲
得する。

宣言

手持ちのサイコロの任意の目を親に見
せ「これ？」と聞く。親は、色と出目につ
いてはじめに伏せたサイコロと比べ、

• 両方合ってれば「正解」
• 片方合ってれば「おしい」
• それ以外は　　「は？」

と答える。使用したサイコロはそのまま
場に置く。 ここで正解と言われた子が出
たら、下記の解答フェイズに移る。



解答フェイズ

正解した子以外の残りの子たちは、時
計回りに 1 回だけ、色と出目を口頭で宣
言する。(寝たまま行うため、サイコロを
出す必要はない。)

親は宣言と同じようにリアクションを
返す。
ここでもう一人正解者の子が出るか、残
りの子が全員宣言し終わったら得点計算
を行う。
正解した 1 人目の子は、5 ポイント獲
得し、正解した 2人目の子 (もう一人の正
解者が出た場合のみ)は、2ポイント獲得
する。
親の左隣のプレーヤーが、次の親とな
り、推理フェイズに戻る。

ゲームの勝利条件

親を 1回ずつ行い、獲得ポイントが 1番
多いプレイヤーがゲームの勝者となる。



温暖化の果て
プレイ人数：3～6人
プレイ時間：10～15分
デザイナー：swi

概略

温暖化の果てで陸地が少ししかありま
せん。サイコロを振ってなんとか生き残
りましょう。

必要なもの
袋 1個
サイコロ 5色 ×3個
フィールドカードのどれか 1枚

ゲームの準備

フィールドカードを 3 種類の中から 1

つ選び、場の中央に置く。適当なサイコ
ロ 1 個をフィールドカード上の任意のマ
スに好きな目で置く。

手番

1. サイコロを袋から取る。
2. 振る。
3. 下記ルールに従い置く。

置く時のルール

このゲームでは、２つのサイコロの並
びについて、底面を除く 5 方向から見て
一方向からでも隣り合っているように見
れれば、隣接していると定義する。

• 既に置かれているサイコロに隣接す
るように置く。

• 隣接した目の和が 7 になってはいけ
ない。

• 同色で隣接している目の和が 8 にな
ってはいけない。

• フィールドカードのマスが残り 1 個
まで埋まったら、2 段目が開放され、
既に置かれているサイコロの上に重
ねておくことができる。

• 2段目が残り 1個まで埋まったら、同
様に 3段目が開放される。

• ゲーム上で生きている人から、サイ
コロの置き方のルール違反が指摘さ
れたら脱落。
※その際置いたサイコロは除去され、
袋に戻される。

ゲームの勝利条件

最後まで生き残る。



レベル?奥義
プレイ人数：3～4人
プレイ時間：5～10分
デザイナー：青の人

必要なもの
サイコロ (赤) 人数分
サイコロ (青) 人数分
サイコロ (紫・親用) 1個
チップ 3枚 ×人数分

ゲームの概略

子は２つのサイコロを振りそれぞれ数
字を作る。
親もサイコロを振り、出た目で割り切
れる数字を持つ子はライフが減らされる。
最後まで生き残ったプレーヤーが勝利。

ゲームの準備

赤と青のサイコロと、チップ 3枚 (ライ
フを表す) を全員に配る。最近、FF6 を
やった人が最初の親になる。

ゲームの流れ

1. 親の左隣の子から順に赤青の 2 個 (2

周目からは 1個でも可)のサイコロを
振る。赤の目 ×10 + 青の目が各プ
レーヤーの持つ数字となる。
例) 赤 4、青 5 の場合、数字は 45 に
なる。

2. 親まで戻ってきたら、親は紫のサイ
コロを振る。子は、自分の持つ数字

が親のサイコロの目 (1 以外) の倍数
になった場合、ライフを１つ減らす。
ただし、親が 1を出した場合は、素数
を持つ子がライフを 1つ減らす。
(ここで親は下記の技を使うこともで
きる)

ライフが 0 になった子はゲームから
脱落する。

3. 親の左隣のプレーヤーが次の親とな
り、1. に戻る。

親の使える技

<クリティカルヒット >

出した目で全員の子がダメージを受けた
場合、クリティカルヒットとなりその時
点で親の勝ちとなる。
<命燃やすぜルール >

自分のライフチップを 1 つ減しサイコロ
を振り直すことができる。
< トドメをさしたら心臓をもらうシス
テム >

親の攻撃によって、誰かのライフが 1 か
ら 0 になった時、親はそのライフチップ
を貰える。

ゲームの勝利条件

最後まで残ったプレーヤーが勝ち。(も
しくは、クリティカルヒットした親の勝
ち。)



3つの島
プレイ人数：2～6人
プレイ時間：10～15分
デザイナー：久米田

概略

誰も手を付けていない 3 つの島を見つ
けました。しかし、この島々には、「同じ
色」か「同じ数字」を揃えなくてはいけな
いルールが存在しました。

必要なもの
袋 1個
サイコロ 20個
フィールドカード (各種) 3枚

ゲームの準備

サイコロ 20個を全て袋に入れる。

ゲームの流れ

1. サイコロを袋から取る。
2. 振る。
3. 下記のルールに従い置く。

置く時のルール

• 既に置かれているサイコロの縦列か
横列は同じ色か出目でなければなら
ない。(列に 2個目が置かれた時点で
同色か、同数かのルールが決まる。)

• 2枚目以降のフィールドカードは、既
にあるフィールドカードの枠と、最
低 1 箇所交わるように置かなければ

ならない。
• 未開拓のフィールドカードにサイコ
ロを置いた場合、フィールドカード
は動かせなくなる。

• その列が、全て埋まった場合、2段目
が置けるようになる。

• 置けなかったら脱落。

勝利条件

最後まで生き残ったら勝ち。



リスクある
ダイスゲーム
プレイ人数：3～5人
プレイ時間：5～10分
デザイナー：久米田

概略

サイコロの 1 をリスキーダイスの大凶
に見立てて遊ぶゲーム。大吉 (2～6)をた
くさん出してから徴収 (レヴィ)して金を
稼ごう。

必要なもの
チップ 2枚 ×人数分 +2枚
サイコロ 人数分
相場表カード 1セット
紙 1枚
ペン 1本

ゲームの準備

1. チップ (レヴィチップ) を 2 枚ずつ
配る。

2. 相場表カードの初期位置 (最低価値
赤:10 青:1) に赤チップと青チップを
置く。(それぞれ現在の相場を表す)

3. サイコロを、1以外の目にして置いて
おく。

ゲームの流れ

スタートプレーヤーから、手番を始る。
手番では、はじめにリスキーダイスを振

り、成功・失敗の判定を行う。
成功 (大吉 (2～6)を出す)

青と赤のチップの相場を (最高の価値で
なければ)1 段階上げ、以下から行動を選
択する。

• 徴収 (レヴィ)してリスキーダイスを
次の人に渡す。
レヴィすると、青のチップの相場分だ
け全員からお金を取ることができる。
この際手元のレヴィチップを 1 枚使
用する。レヴィ後に青のチップの相
場を初期位置に戻す。

• 徴収 (レヴィ)せずリスキーダイスを
次の人に渡す。

失敗 (大凶 (1)を出す)

赤のチップの相場分だけ失点を受ける。
失点後、赤のチップを相場を初期位置に戻
す。1 が出たサイコロはそのまま放置し、
新しいリスキーダイスを次の人に渡す。

ゲームの終了

リスキーダイスの目が全て 1 になった
(スキーダイスの失敗が (プレイ人数)回起
きた)らゲーム終了。

ゲームの勝利条件

ゲーム終了時、金が 1 番多い人がゲー
ムの勝者となる。



自由律俳句
プレイ人数：2人
プレイ時間：10～15分
デザイナー：久米田

概略

3 つの塔を 2 人で建てていきます。塔
の所有権は、1 番上の階層を作った業者
にあります。塔の価値は基本 1～3億です
が、1～6 億に変動したりもします。先に
20億稼いだ方の勝ちです。

必要なもの
サイコロ 20個
「1.2.3」カード 1枚
スコアカード 1枚
赤チップ 1枚
青チップ 1枚

ゲームの準備

• サイコロ赤 ×4、黄 ×4、紫 ×2 を一
方のプレイヤーに渡す。

• 残り (青 ×4、緑 ×4、紫 ×2) をもう
1人のプレイヤーに渡す。

•「1.2.3」カードを真ん中に置く。
• スコアカードの 0 にチップを 2 枚と
も置く (お互いのスコアを表す)。

• 暖色系のサイコロ持ってる方がス
タートプレーヤーとなる。

ラウンドの流れ

プレーヤーは、交互に手番を行う。手
番では、A・Bいずれかの行動を選ぶ。

A 普通のサイコロ (赤、黄、青、緑) を
振る

B 紫のサイコロを振る

A.の場合、「1.2.3」カードのいずれかの
枠に、振ったサイコロの出た目を側面か
ら見えるよう置く。すでに枠にサイコロ
が置かれている場合は、その上に同様に
重ねて置く。ただし、

• 目の数字がだんだん大きくなる (≤)

• 目の数字がだんだん小さくなる (≥)

のいずれかのルールを守って重ねる。

例 1 一段目に「2」のダイスが置かれた。
その上に「3」のダイスが置かれた場
合、さらにその上には「3」以上の数
字のダイスを置かねばならない。

例 2 一段目に「3」のダイスが置かれた。
その上に「2」のダイスが置かれた場
合、さらにその上には「2」以下の数
字のダイスを置かねばならない。

例 3 一段目に「3」のダイスが置かれた。
その上に「3」のダイスが置かれた場
合、さらにその上には任意の数字の
ダイスを置くことができる。(その上
で「2以下」or「4以上」の数字のダ
イスが置かれた時点で ≤のルールと
≥ のルールのどちらが適用されるか
決定される)



B.の場合、「1.2.3」カードに書かれた数字
の上に振ったサイコロを置く。(すでに置
かれてある紫のサイコロの上に重ねて置
くことはできない。)

サイコロを配置したら (配置できなくて
も)、次のプレイヤーに手番が渡る。以下
のどちらかを満たした場合、ラウンドは
終了し、得点計算を行う。

• 先手後手連続して、サイコロが置け
なくなった場合

• 一方のプレイヤーが、紫以外のサイ
コロを全て置いた場合

得点計算では、それぞれの塔について、一
番上にダイスを置いたプレーヤーに塔の
数字だけ得点が入る。ただし、数字の上に
紫のサイコロが置かれている場合は、そ
のサイコロの目が得点となる。
以下に得点計算の例を挙げる。

例 1. 1の塔：赤
2の塔：青
3の塔：黄
の場合、
1+3=4で、先手は 4億獲得
後手は 2億獲得

例 2. 1の塔 (紫 4)：赤
2の塔：青
3の塔：黄
の場合、
4+3=7で、先手 7億獲得
後手 2億獲得

得点計算が終わり、20 億稼いだプレイ

ヤーがいなければ、先手を入れ替え次の
ラウンドに移る。
※この時、普通のサイコロは戻すが、使用
した紫のサイコロはゲームから除外する。

勝利条件

得点計算が終わり、20 億稼いだプレイ
ヤーがいたら、そのプレイヤーがゲーム
の勝者となる。



地獄の綱引き
プレイ人数：2人
プレイ時間：2分
デザイナー：kelly

概略

サイコロを使った綱引きです。サイコ
ロをプラスカードの上に置けば出目分だ
け数字が増え、マイナスカードの上に置け
ば減ります。持ち時間 1分の頭脳戦です。

必要なもの
サイコロ 5色 2個ずつ
プラスカード 1枚
マイナスカード 1枚
スコアカード 1セット
チップ 1枚
対局時計※ 1個

※すみません、アプリを入れてください。

ゲームの準備

• 各色１個ずつサイコロを配る
• スコアカードの「10」にチップを置く
• プラスカードと、マイナスカードを
中央に置く

• プラス陣営と、マイナス陣営を決める
• 対局時計の持ち時間を 1 分でセット
する

ラウンドの流れ

ゲームは、ラウンドの繰り返しによっ
て構成される。ラウンドでは、始めに先手

後手を決めた後、以下の流れで進行する。

1. サイコロ 5個をお互い同時に振る
2. 対局時計をスタートさせる
3. 手元のサイコロ 1 つをプラスカード
か、マイナスカードに置く (サイコ
ロを +に動かすか、−に動かすか決
める)

4. スコアカードのチップを、置いたサ
イコロの出目分移動 (+or−)させる

5. 対局時計を押し、手番を変え 3. に
戻る

サイコロ配置のルール
各カード上には各色一個までしか置け
ない。
サイコロ 5 つを置き終わる前に持ち
時間がなくなってしまった場合、負けに
なる。
ラウンドの勝利条件
ラウンド中、スコアが一度でも

• 20以上になった→マイナスの勝利
• 0以下になった→プラスの勝利

ラウンド終了時、スコアが

• 11～ 19の間→プラスの勝利
• 1～ 9の間→マイナスの勝利

次のラウンドは、先手後手を入れ替え
る。

ゲームの勝利条件

2ラウンド連続で勝利したら、ゲームの
勝者となる。



不死鳥の医師団
プレイ人数：4人、6人
プレイ時間：10～15分
デザイナー：kelly

概略

サイコロを振って、場にあるサイコロと
同じ目が出たらライフが 1 減ります。ラ
イフが 0になったら、同チームのメンバー
による蘇生フェイズになります。
サイコロを振って、場にあるサイコロ
と同じ目が出たら蘇生成功です。蘇生に
失敗したら、そのチームは全員脱落です。
最後まで生き残ったチームがゲームの
勝者になります。

必要なもの
サイコロ (色自由) 6個
チップ 2枚 ×人数分
フィールドカード (場)※ 1枚

※ 2×3の物を使用すること。

ゲームの準備

1. 二人一組になり、並んで座る
2. ライフチップを一人 2個ずつ配る
3. サイコロ 6個を場の横に置く

ゲームの流れ

時計回りの順に手番を行う。手番では
以下を実行する。

1. 場の横のサイコロを 1個振る。

• 場に同じ目があった場合、アウト
となる。ライフを減らし、場にあ
るサイコロを全て横に戻す。

• 場に同じ目がない場合は、セー
フ。場に振ったサイコロを置く。

2. セーフの場合、もう一度だけ、場の横
のサイコロを 1個振ることができる。
(この場合、上記の操作をもう一度繰
り返すことになる)

3. 左隣のプレイヤーに手番を移す。

蘇生フェイズ

自分のチームメンバーのライフが 0 に
なったら、蘇生フェイズになる。
サイコロを 1つ振って、

• 場にある目と同じものが出せたら蘇
生成功 (厳しい状況で死ぬほど、蘇生
は成功しやすい) 。蘇生されたプレ
イヤーはライフが 2 でゲームに復帰
する。

• それ以外の場合は、蘇生失敗。その
時点でそのチームは負けとなる。

勝利条件

最後まで生き残ったチームがゲームの
勝者となる。
<特殊勝利 >

場に 1～6のサイコロがすべて揃った場
合、自分以外全員に 2ダメージを与える。
この場合、自分のチームメイトは確実に
蘇生可能だが、相手チームは生きている
人がいないため蘇生出来ず負けとなる。



シグナル
バッティング
プレイ人数：3～4人
プレイ時間：5～10分
デザイナー：チョウコウ

概略

赤、青、黄の 3種類のサイコロを選んで
振ります。サイコロの色によって、得点
方法が異なります。同じ色のサイコロは
連続して振れません。

必要なもの
サイコロ (赤) 人数分
サイコロ (青) 人数分
サイコロ (黄) 人数分
スコアカード 1セット
チップ (各色) 1枚 × 人数分

ゲームの準備

• 各色１個ずつサイコロを配る。
• スコアカードの「0」に全部のチップ
を置く。

ゲームの流れ

1. 相手から見えないようにサイコロを
一色選ぶ。

2. 全員振る。
3. 出目の確認をする。

得点方法

赤のサイコロ
赤の中で、最も出目が高い人がその出
目分の勝利点を得る 。
赤黄で、数字が被ったら無効。
青のサイコロ
青の中で、最も出目が低い人がその出
目分の勝利点を得る。
青黄で、数字が被ったら無効。
黄色のサイコロ
赤青黄で、数字が被ったらその出目分
の勝利点を得る。

サイコロ選択のルール

同じサイコロを２回連続で投げてはい
けない。

勝利条件

15 点以上の勝利点を得た人が出たら終
了。最も勝利点が高い人の勝ち。


