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世界には人と魔物がいた。
それらは拮抗し、共存していたが、
ある頃より人が栄えた…数多の時が流れ……
今、人の繁栄にかげりがみえはじめた
どこからともなくあふれでた魔物たちが、
多くの村 を々襲い
人々は不安な日 を々過ごすようになっていた……
そして今、コード・オブ・プリンセスの物語がはじまる。

ゲームデザイン：木皿儀 隼一
キャラクターデザイン：西村 キヌ

　この商品は、ニンテンドー 3DS『コード・オブ・プリ
ンセス』を題材にしたカードゲームです。技カードや仲間
カードを他のプレイヤーと取り合い、戦いの準備を整え、
全員でバトルロイヤル方式の戦闘を繰り広げましょう。勝
利点（VP）を多く得たプレイヤーが勝者となります。

・カード×８０枚
　（キャラクターカード×８枚／技カード×４０枚／
   仲間カード×２８枚／ステータスカード×４枚）
・プレイボード×１枚
・ついたて×４枚
・キューブ×４５個（５色×９個）
・優先権マーカー×１個
・マニュアル×１部（この冊子です）

セット内容

ゲーム内容

ストーリー

　自分の分身となるカードです。それぞれ特殊な効果を
有しています。

①カード名
このキャラクターの名前です。

②効果
さまざま内容であなたを有利
にしてくれる特別な処理です。

①カード名
この仲間の名前です。

②MP
仲間にしているときに自身が
得るMPの値です。

③効果
仲間にしているときに発揮さ
れる特別な処理です。

④タイプ
仲間は細分化でき、メイン／
サブ／モンスターの３種類に
分類されます。

⑤レア度
技カードと同様です（仲間はレアかアンコモンしかありま
せん）。

キャラクターカード

　バトルフェイズに使用するカードです。自身の Attack
の値を上昇させ、他のプレイヤーと競い合います。

技カード

　仲間にすることで自身をサポートするカードです。
仲間カード

①カード名
この技の名前です。

②属性
攻撃系統がいくつかに分類さ
れます。
炎属性／雷属性／土属性／
無属性の４種類と " バースト"
という特別な１種類に分類さ
れます。

③コスト
使用するために必要な MP
の値です。
「★」とある場合、MP の値
に関わらず使用できることを
意味します。

④Attack
使用した結果、追加される
Attack の値です。

⑤効果
使用したときに発揮される特
別な処理です。
効果がないものもあります。

⑥レア度
貴重性が３種類に分類されます。
色によって示され、それぞれのカードがこのゲーム１セッ
トに何枚入っているかを意味します（金＝レア＝１枚／
銀＝アンコモン＝２枚／銅＝コモン＝３枚）。

オモテ

オモテ

オモテ

ウラ
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・プレイボードを各プレイヤーの手の届く位置に広げ、黒
キューブ１個をラウンドカウンターの「１」の位置に配置し、
残りをボードの余白もしくは外にストックとして配置します。

・各プレイヤーは「キャラクターカード１枚」を任意の方
法で選んで受け取ります（表向きで他のプレイヤーが確
認できるように配置します）。
※方法は「裏向きにランダム」でも「１枚ずつじゃんけんをして選ぶ」
でも「早い者勝ち」でも、プレイヤー同士で決めてください。

※はじめて遊ぶ場合は
「キャラクターカードを使用しない」もしくは、
「《ソランジュ・ブランシュフルール・ド・リュクス》《レディ・ゾゾ》《ア
レグロ・ナンタービレ・カンタービレ》《怒羅拳・Ｔ・牙》の４枚の
中から選ぶ」ことをオススメします。

・各プレイヤーは「ステータスカード１枚」と「ついたて１枚」
とついたてと同色の「キューブ９個」ずつを受け取ります。
余ったものは箱に戻してください。それぞれは自分の
キューブ１個を VP カウンターの「０」の位置に配置しま
す（VPを得た場合、１VPにつき１進めます）。また、キュー
ブ３個をボードの余白もしくは外にストックとして配置して
ください。つまり、各プレイヤーはキューブを５個持って
いる状態になります。この５個のことをそれぞれの基本
キューブと呼びます。

・技カードと仲間カード全てをそれぞれ裏向きでシャッフ
ルして、下記の通りに配置します（前者を「技山札」、
後者を「仲間山札」と呼びます）。

★ニンテンドー 3DS『コード・オブ・プリンセス』のプ
レイ時間が最も長いプレイヤーが優先権マーカーを受け
取ります（もしくは、じゃんけんで決めても構いません）。

ゲームの準備

ついたて

キューブ

優先権マーカー

ステータスカード

場の準備

 場の様子　（４人プレイ時） 場の様子　（４人プレイ時）

 技カード 技カード

 仲間カード 仲間カード

　このゲームでは、頻繁になんらかの値を比べあう
ことがあります。その値が同じ場合、優先権マーカー
を持っているプレイヤーはその中で最も高く扱われ、
時計回りの順に低く扱います。

【優先権マーカーについて】

①VPカウンター
各プレイヤーのVPを示す場所です。

②ラウンドカウンター
ゲームの現在のラウンドを示す場所です。

③行動順カウンター
各プレイヤーのステ振り結果を反映して、行動順を示す
場所です。

④Attackカウンター
各プレイヤーのAttack 値を示す場所です。

プレイボード

※マーカーの色は、画像と異なることがあります。
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　①～⑤のフェイズに分かれたラウンドという一連の流れ
を繰り返し行ないます。

ゲームのプレイ
ゲームの流れ

　全5ラウンドでゲーム終了となります。最もVPを持っ
ているプレイヤーが勝者となります。
　VP が同じ場合、優先権マーカーのルールを適用
して勝者を決めてください。

★準備が整ったら次のフェイズに進行します。
★項目ごとに各プレイヤーが 1VP を得たら、次のフェイ
ズに進行します。

 ①スタートフェイズ ①スタートフェイズ
　ラウンドの開始処理を行ないます。

ゲームの終了条件

①スタートフェイズ

②ステ振りフェイズ

③カード獲得フェイズ

④バトルフェイズ

⑤エンドフェイズ

①スタートフェイズ　ラウンドの開始処理を行ないます。

②ステ振りフェイズ　このラウンドにおいてのステータス
　　　　　　　　　    を振り分け、行動順を決定します。

③カード獲得フェイズ   決定された行動順により、場の
　　　　　　　　　　　 カードを獲得していきます。

④バトルフェイズ　手札のカードを使用して、他のプレ
　　　　　　　　　イヤーとAttack値を競い合います。

⑤エンドフェイズ　ラウンドの終了処理を行ないます。

１）ラウンドカウンターに配置している黒キューブを１つ進
めます（１ラウンド目には行ないません）。

２）最も VP の低いプレイヤーが優先権マーカーを受け
取ります（１ラウンド目には行ないません）。

３）技山札の一番上から１枚ずつを、プレイ人数分だけ
表向きで配置します。さらに、技山札の一番上からカー
ド１枚ずつを、すでに配置したカードに重ねるように表向
きで配置します（つまり２枚１セットがプレイ人数になるよ
うにします）。

４）仲間山札の一番上から１枚ずつを、プレイ人数分だ
け表向きで配置します。

 ②ステ振りフェイズ ②ステ振りフェイズ
　このラウンドにおいてのステータスを振り分け、行動順
を決定します。

１）各プレイヤーはステータスカードに５個のキューブを
振り分けて配置します。ついたてを利用して、他のプレ
イヤーに見られないように隠しましょう。

２）それぞれついたてを一斉に外し、キューブを配置した
ステータスカードを公開します。その値に従い、プレイボー
ド上の行動順カウンターにストックからキューブを配置し
ていきます。

　最速VP獲得【重要】
・各項目（技獲得順／仲間獲得順／バトル順）
で最も早い各プレイヤーは１VPずつを得ます。

★ラウンドの流れ

①技獲得順：カード獲得フェイズにおいて、場に並べら
れた技カードのうち、どれか１セットを獲得できるのですが、
この値の高いほうが先に獲得できます。

②仲間獲得順：カード獲得フェイズにおいて、場に並べ
られた仲間カードのうち、どれか１枚を獲得できるのです
が、この値の高いほうが先に獲得できます。

③バトル順：バトルフェイズにおいて戦闘を行なうのです
が、この値の高いほうが先に行動を行なえます。

④攻撃力：バトルフェイズにおいて比べあう Attack 値
を強化します。
※攻撃力のみ３個までしかキューブを振れません。その他は５個ま
で振れます。

※値が同じ場合、優先権マーカーを持っているプレイヤーから時
計回りに高いものとして扱いますので、同じ値でも高いプレイヤー
のキューブを右側に配置してください。

【ステータスカードの説明】
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２）Attack 値の算出
　技カードを出した後、今回のラウンドにおいての
Attack 値が確定します。
　下記を合計した値が、行動を行なっているプレイヤー
のAttack 値になります。

★使用した技カードのAttack の値

★カードの効果

★ステータスカードの攻撃力に配置したキューブの数

【バトル順】に配置していた自分のキューブを、Attackカウ
ンターの自分のAttack値と同じ位置に配置してください。

３）経過VP獲得【重要】
　この時点で Attack カウンターを確認して、最も
Attack 値の高いプレイヤーは経過 VP を得ます。得る
値は１～３ラウンドの場合１VP、４～５ラウンドの場合２VP
です。

４）次のプレイヤーが行動
　まだ行動していないプレイヤーがいる場合、次のプレ
イヤーが１）から行動を行ないます。
　各プレイヤーが行動を行なっている場合、５）に進み
ます。

５）総合VP獲得【重要】
　Attack 値が高いプレイヤーから順に VP を得ます。
得る値は下記の通りです。

 ③カード獲得フェイズ ③カード獲得フェイズ
　決定された行動順により、場のカードを獲得していきます。

１）【技獲得順】の順番で、場にある好きな技カード２枚
１セットを選び、それぞれの手札として獲得します（手札
は自分のみが確認でき、他のプレイヤーには見せないよ
うに）。順番に獲得していき、各プレイヤーが獲得するま
で行ないます。

２）【仲間獲得順】の順番で、場にある好きな仲間カー
ド１枚を選びそれぞれの手元に獲得します（表向きで他
のプレイヤーが確認できるように配置します）。順番に獲
得していき、各プレイヤーが獲得するまで行ないます。

★技カード／仲間カードの獲得が終了したら、次のフェイ
ズに進行します。

★各プレイヤーが総合 VP 獲得の処理を終了したら、次
のフェイズに進行します。

※仲間カードは個別にさまざまなタイミングで効果を発揮します。
左上のMPは技カードを使用するときに参照します。

※獲得を行なったプレイヤーのキューブはストックに戻すと、誰が
次に獲得するタイミングなのかが確認しやすいです。

 ④バトルフェイズ ④バトルフェイズ
　手札のカードを使用して、他のプレイヤーと Attack の
値を競り合います。

・下記の順序で行動を行なってください。【バトル順】が
早いプレイヤーから先に行動を行ないます。

１）技カードの使用
　行動を行なうプレイヤーは手札の技カードを使用する
ことができます。使用したカードは内容がわかるように公
開してください。また、技カードを使用するにはいくつか
のルールがあります。

★使用する技カードのコストが、
　自分のMP合計の値以下でなければならない

★ラウンド数と同じ枚数までしか、技カードを使用できない

★裏向きで使用することもできる。その場合、
　「コスト１／Attack＋１／無属性」のカードとして扱う

　上記のルールを守って技カードを使用してください。使
用しなかった技カードはそのまま手札として保持し、次回
以降のラウンドでも使用できます。

使用例）あなたは仲間カード２枚（つまり２ラウンド目です）
を獲得していて、それぞれが MP１を持っています（つま
りMP合計は２です）。手札からコスト２とコスト１の技カー
ドを使用しました。どちらのコストもMP 合計の値以下で
すから問題ありません。続けて、コスト３の技カード１枚を
裏向きで使用しようとしましたが、これはできません。裏
向きは「コスト１」のカードですので、コストとしては問題
がありませんが、いまは２ラウンド目なので２枚までしか
カードを使用できないからです。

１位 2位 3位 4位

４人プレイ 3VP

3VP

3VP

2VP

2VP

0VP

1VP

0VP

0VP

3人プレイ

2人プレイ
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 ⑤エンドフェイズ ⑤エンドフェイズ
　ラウンドの終了処理を行ないます。

　ゲーム終了となります。この時点で最も VP を多く得
ているプレイヤーの勝利となります。

Ｑ：

Ａ：

Ｑ：

Ａ：

Ｑ：

Ａ：

Ｑ：

Ａ：

Ｑ：

Ａ：

Ｑ：

Ａ：

Ｑ：

Ａ：

Ｑ：

Ａ：

キャラクターカード《アリー・ヴァヴァ》の効果で、『「技
獲得順」「仲間獲得順」「バトル順」の全てで最速になっ
た場合』とありますが、これはどういう意味ですか？
それぞれの項目全てで最速 VP を取れる状態のことを指
します。いずれのどれか１つでも最速では無い場合、《ア
リー・ヴァヴァ》の効果でVPを得ることはできません。

キャラクターカード《月影・シューティングスター之介》
の効果で、「このラウンドの基本キューブを７個にできる」
とありますが、７個にせず５個のままでも構いませんか？
はい、構いません。その場合、「７個にしている間」以降
の効果は発揮されません。

キャラクターカード《マルネコ・ポーロ》の効果で、「エン
ドフェイズ終了時にて」とありますが、ゲームが終了する
５ラウンド目にはこの効果は発揮されますか？
いいえ、５ラウンド目のエンドフェイズ内で勝敗を決定しま
すので、エンドフェイズ終了時に発揮されるこの効果は発
揮されません。

技カード《バーン・ディス・ウェイ》などの効果で、「次
のプレイヤーは」とありますが、これはどういう意味ですか？
次に行動するプレイヤーとなります。使用するプレイヤー
の次に行動するプレイヤーがいない場合、対象がいない
ので効果は無効となります。

技カード《ジ・エッジ・オブ・ストーン》の効果で、次の
プレイヤーは、土属性以外のコスト２以下の技カードを使
用できなくなりますが、その状態で次のプレイヤーは手札
のカードを裏向きにして使用できますか？
できません。裏向きで使用する場合、「コスト１」として扱
いますので、「土属性以外のコスト２以下」の条件を満た
してしまいます。

前のプレイヤーが使用した《エコロジー（バースト）》を、
自分は《アルティメット（バースト）》の効果を発揮して捨
て札にしました、この場合、前のプレイヤーの Attack
値は減るのですか？
はい、減ります。その《エコロジー（バースト）》が発生
させた Attack 値だけ、Attack カウンターを減らしてく
ださい。

仲間カード《爺》や《婆》の効果で「黒キューブ１個を「○
○○」に配置する」とありますが、これは強制ですか？
はい、必ず配置してください。

仲間カード《爺》や《婆》の効果で配置した黒キューブ
１個と最初から配置できる基本キューブ５個を合わせて、
同じステータスに振ることはできますか？
いいえ、できません。各ステータスに振ることのできる値
は最大で５です（攻撃力は３）。基本キューブと黒キュー
ブを合わせたとしても５までしか振ることはできません。

【５ラウンド目の場合】

　カードの効果で獲得している仲間カードが裏向きにな
ることがあります。その場合、その裏向きになっている仲
間カードは全ての意味を無くします（効果は発揮されず
MPを生み出しません。ただ、効果の対象にはできます）。
また、裏向きから表向きになったとき、それは獲得とは異
なります。したがって「獲得したとき～」と記載されてい
る効果は発揮されません。

【仲間カードの裏向きについて】

　VPの上限は特にありません。プレイボードのVPカウ
ンターには 35 までしか記載されていませんが、それ以
上になったときには VP カウンターを２週目に突入し、２
週目の値＋35でVPを算出してください。

【VPの上限について】

　下記の処理を行ない、次のラウンドに進行します。

・行動順・Attackカウンターに配置している各キューブ
　をストックに戻します。

・各プレイヤーは使用した技カード全てを捨て札として、
技山札の近くに表向きで配置してください。

【１～４ラウンド目の場合】

その他のルール

Ｑ＆Ａ
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　リュクス王家の王女。真面目
で心優しい性格だが、深窓の
姫君として育った為、世間の常
識からちょっとずれている所も。
敵軍が城へ攻め入った際に、
国王より王家に伝わる聖剣を託
される。聖剣を扱うことのでき
る唯一の存在“CODE OF 
PRINCESS”である自身の宿
命に翻弄されながらも、仲間や
強敵との出会いを経て、世界
の均衡を取り戻す戦いに身を投
じて行く。

　元は盗賊団の首領だったが
副官に盗賊団を乗っ取られてし
まい、今はフリーの女盗賊。ひょ
んなことから姫を拾ってしまい、
結局、お守りのように面倒をみ
るはめになる。ボーイッシュな
外見と性格でぶっきらぼうだが、
困ってる人や仲間を無碍にでき
ない面も。パーティー唯一の常
識人で、ツッコミ役の重責は彼
女一人の肩にかかっている。

　さらなる魔術の探求のため自
らを不死化したネクロマンサー。
姫の聖剣が持つ癒しの力に惹
かれて行動をともにすることに
なる。見かけが明らかにゾンビ
なので周囲からはドン引きされ
るが、本人はいたってマイペー
ス。陰気で無口（舌が腐って
落ちてしまっているため）な性格。
呪文の詠唱や会話は持ってい
る杖が担当する。

　酒場で回復役を探していた
姫一行に、賢者になるなる詐
欺で押しかけ同然にパーティー
入りを果たす遊び人のエルフ。
エルフらしく美しい容姿で頭か
ら花が咲いているような性格。
ナルシスト＆能天気な言動で周
囲をイラッとさせる天才。ギター
ボード（絃と鍵盤を備えた楽器）
をもっており、武器兼楽器とし
て使いこなす。

　孤児院を救ってくれた姫君一
行に感謝し仲間になる（建前）。
姫に対し尋常ならざる興味を
持っており執拗にスキンシップ
をはかる。裏表の激しい性格で、
聖母のような笑顔と悪鬼のごと
き一面を合わせ持つ。修道女
でありながら残忍極まりない武
器を携え、あきらかに良い人と
は思えない目つきをしている。
人々から地獄修道女（シスター
ヘル）と呼ばれる。

　未確認動物の動きを模した
伝説の拳“幻獣拳・UMA48”
（ユーエムエーフォーティーエイ
ト）の使い手。巨漢で顔にはマ
スクをしており無口な性格。怖
くて近寄り難い外見だが、優し
い心を持つ。動物を目の前に
すると、その容姿から想像が付
かない程にデレデレに豹変する
大の動物好き。マスクの下は
かなりのイケメンらしい。

　ギャラクシー一刀流の使い手。
師匠の名はビッグバン之進。
　妖刀「魅羅亜呪」と銘刀「沙
導」を携える。
　物静かで穏やかな性格のイ
ケメン剣士。目が見えないが姫
の癒しのオーラとコード・オブ・
プリンセスとしての血筋を感じ
取る。

　商魂たくましい商売人のネコ。
ツケを踏み倒した相手を探して、
借金を取り立てる為に旅をする。
彼のショップ「まるネコ屋」では、
武器や防具、アクセサリーと
いった多くの品揃えと関西弁で
お客を迎えてくれる。

キャラクターカードの個別紹介
ソランジュ・ブランシュフルール・ド・リュクス ヘルガ・ヘルミーナ（シスターヘル）

怒羅拳・T・牙（Mr.T）

月影・シューティングスター之介

マルネコ・ポーロ

アリー・ヴァヴァ

レディ・ゾゾ（ゾゾ子）

アレグロ・ナンタービレ・カンタービレ

666

ミラージュ シャ

ドウ
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