
１．はじめに

このゲームは２人用のカードゲームです。

ゲームは８回のラウンドに渡って行われます。

各ラウンドでは１～７のカードを並べて虹の道

を作ります。その後、『晴妖精』と『雨妖精』を

虹の道の上で移動させ、移動できた数だけ

得点を得ることができます。

毎ラウンド変わる天候と、雨妖精を動かす時

だけ使える『悪戯カード』を駆使して、より多く

の得点を稼ぎましょう！

２人専用　　～３０分　　８歳以上対象　

２．内容物

・プレイカード……………………………21枚

　※1～7の数字が描かれたカード3セット

　　　　　　　　　　　表　　　　　　　　　　裏　　　　　　

・悪戯カード………………………………6枚

・天候カード………………………………1枚

・ルールサマリ(両面)……………………2枚

・得点カード(両面)………………………4枚

・プレイヤーマーカー………4個（白黒の2種)

・晴妖精トークン…………………………1個

・雨妖精トークン…………………………1個

・ルール説明書(本書、全４ページ)……1部

３．ゲームの準備

(1)プレイカードを裏向きで混ぜます。

(2)プレイカードをプレイヤーに8枚ずつ配り、

　各プレイヤーの「手札」とします。

　手札の表面は相手プレイヤーに見せません。

　余ったプレイカードは(4)で使います。

(3)最近虹を見た人が先に手番を行います。

　この人を「先攻」と呼びます。該当する人が

　いなければ先攻は適当な方法で決めてくだ

　さい。後に手番を行う人を「後攻」とします。

(4)「場」の準備をします。

　①各プレイヤーの前に（２）で配らなかったプ

　レイカードを無作為に２枚ずつ表向きに置き

　ます。カードの間はカード１枚分離します。

　余ったプレイカードは箱にしまいます。

　②一番数字の小さいカードの上に晴妖精

　トークンを置きます。該当するカードが複数

　ある場合、先攻の右側のカードから時計回り

　で一番近いカードに置きます。

　③一番数字の大きいカードの上に雨妖精

　トークンを置きます。該当するカードが複数

　ある場合先攻の右側のカードから見て反時

　計回りで一番近いカードに置きます。

(5)悪戯カードを裏向きにして混ぜます。

(6)悪戯カードをプレイヤーに２枚ずつ配ります。

　配ったカードの表面は相手プレイヤーに見せ

　ません。余った悪戯カードは箱に戻します。

(7)ルールサマリをプレイヤーに配ります。

(8)プレイヤーの手の届く所にスコアカードを

　数字が繋がるように置きます。

(9)プレイヤーマーカー2個(同じ色2個)をプ

　レイヤーに配ります。その内1個をスコアカー

　ドの「0」の位置に置きます。

(10)プレイカードと悪戯カードの捨て札置き

　場を用意します。

(11)天候カードを「Sunny（ハレ）」の面を上

　にして場の中央に置きます。
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①カード名

②イラスト

③カードの効果

表

（ハレ）

裏

（アメ）

晴妖精 雨妖精 プレイヤーマーカー

「場」の配置例

先攻の「場」

後攻の「場」

：初期配置 ：カードを置ける場所



４．ゲームの流れ

このゲームでは各プレイヤーが手札から１枚ず

つプレイカードを出し、その後得点計算をする

までを「ラウンド」と呼びます。ゲームは８ラウ

ンド行います。

＜ラウンドの流れ＞

ラウンドは以下の４ステップで構成されます。

(1)先攻から順番に、各プレイヤーが手札の

　　プレイカードを１枚場に出す

(2)それぞれのプレイヤーが晴妖精と雨妖精の

　　どちらを移動させるかを決める

(3)プレイカード上の妖精を移動させて、

　　移動した枚数だけ得点を得る

(4)次のラウンドの準備をする

以降、それぞれのステップについての詳細を

説明します。

(1)先攻から順番に、各プレイヤーが手札の

　　プレイカードを１枚場に出す

　●出せるカードに制限はありません。

　●そのラウンドで出したカードの上にプレイ

　　ヤーマーカーを置いて目印とします。

　●出す場所は以下のルールに従います。

　 ・自分の場の5箇所のいずれかに置きます。

　 ・カードが置かれていない場所がある場合

　　はその場所に優先的に置きます。

　 ・置ける場所がない場合は場のカードを１枚

　　捨て札にし、その場所にカードを置きます。

　　このとき、晴妖精または雨妖精が置かれた

　　カードは選べません。 -2-

ゲーム開始時の様子

先攻の「場」

後攻の「場」

(2)それぞれのプレイヤーが晴妖精と雨妖精の

　　どちらを移動させるかを決める

どちらの妖精を移動させるかは、「天候カード

の向き」「出したカードの数字」で決まります。

●天候カードが「Sunny(ハレ)」の場合

より大きい(高い）数字のカードを出したプレ

イヤーが晴妖精を、小さい（低い）数字のカード

を出したプレイヤーが雨妖精を動かします。

●天候カードが「Rainy(アメ)」の場合

より小さい（低い）数字のカードを出したプレ

イヤーが晴妖精を、大きい（高い）数字のカード

を出したプレイヤーが雨妖精を動かします。

●両プレイヤーが同じ数字のカードを出した

場合は、先攻のプレイヤーが晴妖精を、後攻の

プレイヤーが雨妖精を動かします。

　 のいずれかを
捨て札にして
空いた場所
に置く

に置く

カードを出せる場所

天候 先攻 後攻 のとき、

先攻➡ 後攻➡

天候 先攻 後攻 のとき、

先攻➡ 後攻➡

天候 先攻 後攻 のとき、

先攻➡ 後攻➡
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5．勝利判定

ゲーム終了時点でより多く得点していた人が

勝者です。同点の場合は最終ラウンドにより

多くの得点を獲得したプレイヤーを勝者とし

ます。それも同じ場合は最終ラウンドの先攻

プレイヤーを勝者とします。

(4)次のラウンドの準備をする

①天候カードを裏返します。

②カード上のプレイヤーマーカーを回収します。

③このラウンドで晴妖精を動かしたプレイヤー

　を先攻として次のラウンドを行います。

④手札を出し終えていたら、ゲームを終了して

　勝利判定を行います。

＜悪戯カードの使用＞

雨妖精を動かすプレイヤーは、ラウンド中に

１枚だけ「悪戯カード」を使用することができ

ます。使用できるタイミングは雨妖精の【移動

前】か【移動中】で、悪戯カードに記載されてい

ます。使用した場合はカードの効果を即座に

適用し、使用済のカードは捨て札にします。

悪戯カードの効果については４ページで解説

しています。

(3)プレイカード上の妖精を移動させて、

　　移動した枚数だけ得点を得る

得点処理の手順は以下の通りです。

①晴妖精をルールに従って移動させます。

　移動のルールは後述します。

②①で晴妖精が移動した枚数を移動させた

　プレイヤーの得点とします。スコアカード上

　のプレイヤーマーカーを移動させます。

③雨妖精をルールに従って移動させます。

　このとき、「悪戯カード」を使用することがで

　きます。

④③で雨妖精が移動した枚数を移動させた

　プレイヤーの得点とします。スコアカード上

　のプレイヤーマーカーを移動させます。

＜妖精の移動ルール＞

妖精の移動は以下のルールに従います。

●晴妖精・雨妖精共通のルール

・カードの数字がだんだん大きくなるか、小さ

 くなるように移動させます。移動の仕方は

 妖精の種類、天候カードの向きによって変わ

 ります。

・相手の場のカード上にも移動できます。

・同じ数字が続いている場合は、止まらずに

 移動できます。

・まだカードが置かれていない場所がある場

　合、移動中はその場所を無視して次のカード

　と隣り合っているものとします。

・次のカードに移動できない場合は、そこで

 移動をやめます。

●雨妖精だけのルール

・天候カードが「Sunny(ハレ)」の場合は、カード

 の数字がだんだん小さくなるように移動させ、

 「Rainy(アメ)」の場合は、カードの数字がだん

 だん大きくなるように移動させます。

・移動中、次のカードに晴妖精トークンが

 載っている場合も、そこで移動をやめます。

●晴妖精だけのルール

・天候カードの向きが「Sunny(ハレ)」の場合は、

 カードの数字がだんだん大きくなるように移

 動させ、「Rainy(アメ)」の場合は、カードの数

 字がだんだん小さくなるように移動させます。

・移動中、次のカードに雨妖精トークンが載っ

 ている場合は、そのカードを飛び越して移動

 できます。雨妖精トークンの載っているカード

 の数字、飛び越した先のカードの数字は問い

 ません(これによって数字が戻ることもあり得

 ます)。飛び越した場合は２枚移動したことに

 なります(飛び越した分も得点に数えます)。

　＜晴妖精＞

　移動前　　　後

　３枚移動➡３得点

　＜雨妖精＞

　移動前　　　後

　３枚移動➡３得点

　＜晴妖精＞

　移動前　　 後

　4枚移動➡4得点

＜雨妖精＞

移動前　　 後

２枚移動したら

次が　　 で停止

２枚移動➡２得点

＜雨妖精＞

①移動前

②　　 まで移動

③「SKIP」で　　を

　 飛び越し

　　　　まで移動

④　　 まで移動

6枚移動➡6得点

(SKIPの移動分は

得点に数えない）
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-４-

７．ＦＡＱ

Q：妖精が最初からどこにも動かせないときは

　　どうしますか？

A：何もせずに妖精の移動を終了します。得点

　　は0点です。

Q：【移動中】妖精が移動する方向を途中で変

　　えることはできますか？

A：できません。最初に決めた方向に移動させ

　　てください。

Q：【移動中】次のカードに移動できる時に、

　　あえて移動せずに途中で移動をやめること

　　はできますか？

A：できます。

Q：【移動中】晴妖精で雨妖精を飛び越せる時

　　に、あえて飛び越さずにそこで移動をやめ

　　ることはできますか？

A：できます。

Q：場のカードを円形に並べるのが面倒なので、

　　直線状に並べてもいいですか？

A：いいです。

Q：【移動中】晴妖精が無限に動き続けることが

　　できる状況になったのですがどうすれば

　　いいですか？

A：移動を始めたカードに戻ってきた時点で

　　移動をやめてください。

６．悪戯カードの解説

(1)EXCHANGE

・【移動前】場に出ているプレイ

　カードを２枚選び、場所を

　入れ換えます。

・晴妖精、雨妖精が載っている

　カードは選べません。プレイ

　ヤーマーカーが載っている

　カードは選べます。

(2)JUMP

・【移動中】次のカードに移動

　します。移動先のカードの

　数字は問いません。

・移動先のカードに晴妖精が

　載っている場合、このカード

　は使えません。

・このカードによる移動後も

　雨妖精を移動させることができます。

・このカードで移動した分も得点になります。

(3)SKIP

・【移動中】２枚先のカードに

　移動します。移動先のカード

　の数字は問いません。

・移動先のカードに晴妖精が

　載っている場合、このカード

　は使えません。

・このカードによる移動後も

　雨妖精を移動させることができます。

・飛ばしたカードは得点になりません。

(4)TRUSH

・【移動前】場に出ているカード

　を１枚選んで捨て札にします。

・捨て札にされたカードがあっ

　た場所は再びカードを置ける

　場所となります。次ラウンド

　ではその場所に優先的に

　カードを置きます。

・晴妖精、雨妖精が載っているカードは選べま

　せん。プレイヤーマーカーが載っているカード

　は選べます。

(5)TELEPORT

・【移動前】雨妖精を好きな

　カードに移動させます。

・晴妖精が載っているカードは

　選べません。プレイヤーマー

　カーが載っているカードは

　選べます。

(6)RECYCLE

・【移動前】捨て札のカードを

　１枚選んで、場に出ている

　カード１枚と交換します。

・場に出ていたカードは捨て札

　にします。

・捨て札がない場合には使え

　ません。

・場に出ているカードについて、晴妖精が

　載っているカードは選べません。プレイヤー

　マーカーが載っているカードは選べます。


