赤ずきんは
二度寝る

《 カードの見方 》

《 ゲームの準備 》
・カード 16 枚全てをウラ向きにしてまとめて

③

シャッフルし、それを「山札」として各プレ

④

・山札から各プレイヤーに 1 枚ずつ「手札」と

「赤ずきんは二度寝る」ルール・カードデザイン：佐藤純一（Junias）

して配り、１枚を「遺跡」として山札のそば
にウラ向きで配置します。

②

キャラクターデザイン：杉浦のぼる

遺跡

①カード名：

《 セット内容 》

②効果：

【赤ずきんは二度寝る】

このカードを使用した時に発揮する特殊

・カード ×16 枚

な処理です。

※カード内容については、このマニュアル裏面にある
カード一覧をご確認下さい。
※本ゲームは他の『ロストレガシー』シリーズのセッ
トと混ぜて遊べません。

《 ストーリー 》
昔、ある所に
可愛い赤ずきんちゃんがいました。
そこに、はらぺこの狼がやってきたので、
赤ずきんのおばあさんは姿を
隠してしまいました。

に発揮され、「おやすみ」とあるものは、
ウラ向きの時に特殊な処理が発生します
（後述します）。

しょうか？

手札

書いてある内容に従ってください。何のカードが

①ドロー：山札の上からカード１枚を引
きます。これで手札が 2 枚になります。
②プレイ：手札 2 枚のうち、1 枚を残して、
もう 1 枚を自分の手元にオモテ向きで出し
ます。この出すことを「プレイ」と呼びます。

※基本的に全ての情報は非公開となります。ただし、
手札と捨て札のウラ向きカードは所持者のみ確認でき

・最も高価な遺産を持っているプレイヤーが最
初のターンを行うプレイヤーになります。も
しくはじゃんけんで決めます。

③エフェクト：プレイしたカードの効果
を発揮します。可能な限り処理は行います。
その後、自分の捨て札にします。

④エンド：ターンを終了として、左隣の
プレイヤーにターンを譲ります。
★④エンドのタイミングに、山札のカードが

③探索順：
探索を行うスピードです。《失われた遺産》

《 勝利条件 》

を探索するとき、この値が小さいプレイ

下記のどれかを達成したプレイヤーは勝利と

ヤーから先に探索できます。

なります。
●⑤《失われた遺産：おばあさん》を探索する

④レアリティ：
このゲームにおいて、同じ探索順のカード

●あなたを除いた他の全プレイヤーが脱落する

が何枚入っているかを示します。

●①《赤ずきん》か
⑤《失われた遺産：おばあさん》の

⑤エキスパンションシンボル：

の効果で条件を満たす

セットのカテゴリーを見分けることができ
かれています。

イズ」に進行します。

■重要な例外ルール
※ターン中に、プレイヤーがゲームから脱落する場合
があります。その場合、そこでそのターンは終了と
なり、左隣のプレイヤーにターンを譲ります。以降、
脱落したプレイヤーはターンを行えません。
※脱落したプレイヤーの手札が余っていた場合、捨て
札にしてください。もしも、そのカードが《失われ
た遺産》の場合、山札に戻してシャッフルします。

て）プレイヤーが 1 人のみになった場合、その時

《 ゲームの流れ 》
ゲームは、プレイヤーが順番に「ターン」と
いう一連の流れを、山札が無くなるまで繰り
返して行います。
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無い場合、全ターンを終了し、次の「探索フェ

※探索フェイズになる前に（他のプレイヤーが脱落し

ます。この世界観を表したシンボルが描
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その効果を必ずつかいます。その場合、カードに

・場の準備が終了したらゲームを開始します。

果たして彼女は狼より先に
おばあさんを見つける事ができるので

各プレイヤーの
捨て札

ます。他のプレイヤーに見られないようにしましょう。

「プレイ」とあるものはカードを出した時

「おやすみ」のカードが捨て札にウラ向きである場合、

ウラ向きになっているかを、他のプレイヤーに教え

⑤
このカードの名前です。

を行います。

る必要はありません。

山札

オリジナルゲームデザイン：木皿儀隼一＆カナイセイジ

ターンを行うプレイヤーは下記の手順で処理

【重要】

イヤーの中央に配置します。

①

■ターンの流れ■■■■■■■■■■
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点でそのプレイヤーの勝利となります。
※捨て札のウラ向きカードは基本的に効果が無効とな
ります。ただし「おやすみ」の場合、その効果は有
効となります。
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■探索フェイズ■■■■■■■■■■
ターンを終了した時点で山札が無い場合、探
索フェイズになります。手札のカードの探索
順が小さいプレイヤーから「探索」を行なえ
ます。

す（×「トラップ」の効果で、通常のターン

●⑥《いたずら狐》について

を行うことを選ぶことができます）。

この効果で集めたカードの内容は見てはいけません。ウラ向き

・「おやすみ」に「下記のどちらかを行う」と
いう指示がある場合、以降に記された効果

のまま内容を確認せず、任意のプレイヤーに再配布してください。

●⑦《嘘つき少年》
このカードをプレイする時は「狼が来たぞー！」と言いながら
出すと、きっと楽しい気持ちになります。

のうち、ひとつを選んで処理します。その際、

※誰かが小さい探索順から掛け声をかけ、そのプレイ
ヤーがいるかを確認していきましょう。探索順に対

このウラ向きカードが何かを他のプレイヤー
に伝える必要はありません。

して誰も名乗りを上げなければ、その探索順のプレ
イヤーはいなかったとして次の数字へ、という形で
確認すると良いでしょう。

★【重要】
同じ探索順を持つプレイヤーが複数存在する
場合、それらのプレイヤーは探索することが
できません。また × の場合、そもそも探索
することができません。

・自分のウラ向きカードの内容はいつでも確認
できます。他のプレイヤーのウラ向きカード
は確認できません。

向 き で プ レ イ する。
」と記載されています。
このカードをウラ向きでプレイする時は「お
やすみなさい」と言いながら出すと、少し楽

【探索方法】
探索とはどこかのカード 1 枚を指定して確認

赤ずきんは二度寝る

・「おやすみ」のカード全てには「※必ずウラ

しい気持ちになります。



１枚

※必ずウラ向きでプレイする。
おやすみ：下記のどちらかを行う。
●パスをする
（パスは何回目か数える）。
●このカードをオモテ向きにする。
すでにパスした回数まで他
の誰かの手札、捨て札のウラ向きカードを見る。それらの
カードに《失われた遺産》があった場合、
ゲームに勝利する。

１枚

※必ずウラ向きでプレイする。
おやすみ：このカードをオモテ向きにする。山札の上から２枚
を引き
（枚数が足りない場合、可能な限り）、引いた枚数と同じ
だけ手札を山札に戻す。
その後、山札はシャッフルする。

３匹のこぶた

１枚

※必ずウラ向きでプレイする。
おやすみ：このカードをオモテ向きにする。山札の上から３枚
を見て
（枚数が足りない場合、可能な限り）、好きな順にして戻
す。

猟師

１枚

赤ずきん

することです。

●誰かの手札（自分のでも可）
●遺跡のカード
●誰かの捨て札（自分のでも可）
のいずれか 1 枚を選び、そのカードを公開さ
せます。それが《失われた遺産》だった場合、

《 ワンポイントアドバイス 》
●勝利条件について
このゲームでは通常の勝利条件の他にカードの効果で勝利する
方法がふたつあります。

探索したプレイヤーの勝利となります。はず

①《赤ずきん》の「おやすみ」の効果は２つあり、どちらかを

れた場合、次の探索順のプレイヤーが探索を

選ぶことができます。１つ目はパスをすること、２つ目はオモ
テ向きにして、このカードでパスした回数だけ手札や捨て札の

行ないます。

ウラ向きを確認できる効果です。この２つ目の効果によって⑤

※手札に《失われた遺産》を持っているプレイヤーは、

《失われた遺産：おばあさん》を見つけた時、勝利します。

探索フェイズで自分の手札を指定することで勝利と

⑤
《失われた遺産：おばあさん》の「おやすみ」は必ずターンを

なります。

パスする効果です。これが３回目のパスだった場合、勝利します。

※誰も《失われた遺産》を見つけられなかった場合、
引き分けとなります。

■
「おやすみ」について■■■■■■■
自分のターンを始める時、自分の捨て札に

基本的な勝利条件の他に２つの勝利条件があるため、それを意
識して遊ぶことをお勧めします。

●パスの重要性
「おやすみ」によってターンをパスできますが、これを選ぶ場
合「パスします」と宣言をして、そのターンは他に何もせず終
わります。パスの回数を数えるのは、何かコマやダイスを利用

ウラ向きの「おやすみ」のカードがある場合、

したり、指をたてることで数えてください。

その効果をつかいます。

パスは、そのターンで山札からカードを引くことがないため、

・ターンでは、基本的にはドローやプレイは
行わず、「おやすみ」の効果をつかうのみで
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ゲームのスピードを変化させることができます。山札が無くなっ
て終了するゲームのタイミングをズラすことができるので、状
況を見据えてパスするといいでしょう。
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おやぶた

プレイ：他の誰か１人の手札を見る。
そのカードが探索順⑧の
場合、
そのプレイヤーはゲームから脱落する。

おばあさん

１枚

※必ずウラ向きでプレイする。
おやすみ：パスをする
（パスは何回目か数える）。パスが３回目
の場合、
このカードをオモテ向きにし、
ゲームに勝利する。

いたずら狐

2枚

プレイ：全プレイヤーの手札をウラ向きで集め、好きなように
再配布する。

嘘つき少年

3枚

プレイ：他の誰か１人の手札、
あるいは他の誰かの捨て札のウ
ラ向きカード１枚を見て、
その内容を全プレイヤーに知らせる。
その際、嘘をついてもよい。

はらぺこ狼

3枚

プレイ：他の誰か１人の手札、
あるいは他の誰かの捨て札のウ
ラ向きカード１枚を見る。
・見たカードが探索順①〜⑤の場合、
そのプレイヤーはゲーム
から脱落する。探索順が⑤であれば、そのカードを山札に戻
しシャッフルする。
・見たカードが探索順×の場合、
あなたはゲームから脱落する。

トラップ

3枚

※必ずウラ向きでプレイする。
おやすみ：下記のどちらかを行う。
●パスをする
（パスは何回目か数える）
。
パスは３回までできる。
●このカードをオモテ向きにして、通常のターンを行う。

失われた遺産：
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