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プレイ人数：６人～１４人用
所要時間：２０分～６０分
対象年齢：１０歳～
セット内容：役職カード　１４種２０枚
　　　　　　　説明書

１．ゲームの概要

ボク達は月闇山という山に住んでいる狼なんだ。
今までは平和に暮らしてきたんだけど、最近、人間と呼ばれる生き物が
月闇山に来て、ボク達の仲間を狩っていくようになったんだ。
幸い、ボク達には強力な牙がある。それで人間をなんとか倒せるんだけど、
猟銃という武器だけはどうにもならないんだ。
猟師と言われる人しか使えないようだから、猟師がいなくなれば山に平和が戻るハズだ。
それにしても匂いはボク達と同じだけど、外見が変な狼を見かけるようになったなぁ・・・。

狼側 人間側
村の貧困を救うため、仲間と共に貴重な狼が住んでいるという月闇山に来たのはいいが
かなり凶暴な相手のようだ。見つかったら即座に喰われてしまうだろう。
しかし、狼達は匂いで狼かどうかを判別しているようだ。
幸いにも、いくつかの狼の死体が転がっている。
狼の肉を剥いで毛皮を身にまとえば少しの間は人間の匂いを誤魔化すことができそうだ。
狼よ。悪いが少し狩らせてもらおう。貴様らの毛皮や肉は金になる。
必要な分の殺生が終われば村に帰ることを約束しよう。

狼側の勝利条件：

人間側の勝利条件：

プレイヤーは狼陣営と人間陣営に分かれます。
・狼陣営は人間を山から追い払う必要があります。
１人ずつ噛んで、人間かそうでないかを判別していきます
人間ならば噛むことができるし、間違って狼だった場合でも
強靭な肉体により死体になりません。
誰を噛むのかは議論で決まります。
・人間陣営はいかに猟師が噛まれないようにするか考える必要があります。

2．ゲームの目的

夜の議論の結果、「猟師」を噛んで死体にする。

朝に狼を撃ち、一定分の狼を死体にする。
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・取得狼ポイントは、人間陣営が勝利するために必要な狼ポイントになります。

　人間役職は４人止まりを想定していますが、お好みで調整してください。
・決まっていない役職はお好みで入れて下さい。
　「狼の仔」と「狼のつがい」以外の役職は、１枚のみしか入れることができません。
・「狼のつがい」は２枚のみ入れることができます。１枚のみ入れることはできません。

3．配役一覧表

参加
人数

取得
狼ポイント

例）６人配役は、「狼の仔」2人、「狼の長」1人、「狼の仔」or狼の役職1人。
猟師」＋人間の役職1人になります。

・狼ポイントは狼陣営の役職によって異なります。
・１５人以上で遊ぶ場合、取得狼ポイントは「参加人数÷２-１」が目安になります。

狼 陣 営 人 間 陣 営

狼の仔

狼の仔

狼の仔

狼の長

狼の長

狼の長

狂人

狂人

猟師

猟師

猟師
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ゲームは「夜の時間」と「朝の時間」を交互に行って進めていきます。
○準備

裏向きで１枚ずつ配布します。 「役職」カードとは、狼陣営なのか人間陣営でなのか？　
どういう能力を持っているのかが記載されたカードのことです。

プレイヤーはカードの内容を確認した後、顔を伏せて眠ってもらいます。

○１日目の朝時間 ※使用していない役職がある場合はステップを飛ばして下さい。

１．最初に人間陣営を全員起こし、役職を全員分確認します。
２．【罠師】以外のプレイヤーには眠ってもらいます。

４．【狂人】を起こして確認し、【狂人】には眠ってもらいます。
５．【慧眼の狼】を起こし、【罠師】が誰に罠を掛けたのかをこっそり教えます。
その後、【慧眼の狼】は眠ってもらいます。

６．【狼のつがい】を２人起こし確認し、【狼のつがい】は２人共眠ってもらいます。
７．それ以外に使用している役職があれば、起こして確認し、その後眠ってもらいます。
８．最後に【狼の長】を起こし、プレイヤー１人を選んでもらいます。

その後、【狼の長】は眠ってもらいます。

○１日目以降の夜時間

１．プレイヤー全員は起きて、本日噛む人を議論で決めます。
議論時間はプレイヤーの人数＊２０秒位が目安です。

２．議論の後、一斉投票します。
　　もし、２人以上が同数票となった場合は、同数票になった人達を対象に再投票を行います。 

３．投票数が最も多かったプレイヤーが噛みの対象となり、ゲームから脱落します。
最多得票でなくても【凶暴な狼】のみに投票されたプレイヤーもゲームから脱落します。
しかし、以下のいずれかの条件を満たした場合はゲームから脱落しません。

Ⅰ）役職の効果で、「噛まれても死体にならない」と書かれていて、且つ、罠が掛かっていなかった。
Ⅱ）【猟犬】の効果で、「噛まれても死体にならない」という効果を得て、

且つ、罠が掛かっていなかった。

ゲームから脱落したプレイヤーは死体となり、以降、ゲーム中話すことはできません。

ゲームの決着がつかなければ、プレイヤーは全員眠ります。
その後、朝時間を迎えます。

4．ゲームの進め方

「GM」と呼ばれるゲーム進行役の人が、「プレイヤー」と呼ばれるゲーム参加者に「役職」カードを

「GM」はプレイヤーの役職を確認していきます。（【】で括っているのは役職名です。）

３．【罠師】はプレイヤー１人に罠を掛ける。GMはそれを覚えておきます。

GMはそのプレイヤーが狼であるかそうでないかを教えます。

この段階で、【猟師】が噛まれ死体となれば、狼陣営の勝利となります。
【猟師】が死体となった場合は、GMは全員に狼陣営が勝利したことを伝えます。
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○２日目以降の朝時間

１．【罠師】を起こし、プレイヤー１人に罠を掛けます。その後、【罠師】は眠ってもらいます。

２．【慧眼の狼】を起こし、【罠師】が誰に罠を掛けたのかを教えます。

（【罠師】が既にいないことを気づかせないためです。）
尚、【罠師】が既にいない場合、罠は発動しません。
罠の掛け先を教えた後、【慧眼の狼】は眠ってもらいます。

３．【狼の長】を起こし、プレイヤー１人を選んでもらいます。

その後、【狼の長】には眠ってもらいます。

４．【猟師】を起こし、本日猟銃で撃つプレイヤー１人を選んでもらいます。
その後、【猟師】には眠ってもらいます。
尚、昨日の夜、【黒猫】が狼によって噛まれていた場合、猟師はプレイヤーを２人撃ちます。
本日は黒猫が噛まれてしまったので、もう１人のプレイヤーを撃って下さいと告げます。
その後、夜時間開始前を迎えます。

○２日目以降の夜時間開始前

１．プレイヤー全員を起こした後、死体になったプレイヤーの確認をします。
死体となる条件は以下の通りです。

Ⅰ）【猟師】に撃たれた。
Ⅱ）【山賊】の役職であり、２日前に狼に噛まれた。
Ⅲ）【妖狐】の役職であり、朝の時間【狼の長】に指定された。

　　また、猟師に撃たれても、以下の場合は死体になりません。

Ⅳ）人間陣営全員が生存しており、役職の効果に以下の表記がある。
「人間陣営が全員生存している限り、猟師に撃たれても死体にならない。」

Ⅴ）【猟師】が【黒猫】の効果で２人のプレイヤーを撃った相手は【狼の長】だった。
Ⅵ）【病弱な狼】が前日の夜時間に【猟師】に撃たれて死体になっていた。

（【黒猫】が噛まれて、２人のプレイヤーを撃ったとしても両方死体にはなりません。）

狼にはそれぞれ、狼ポイントが設定されていて、【猟師】は狼を撃つか、罠に狼が掛かる度に
役職カードに書かれている数字分の狼ポイントを獲得していきます。

【猟師】が一定数の狼ポイントを獲得していれば、人間陣営が勝利したことを伝えます。
人間陣営が勝利していなければ、夜時間を迎えます。

以降、どちらかの陣営の決着がつくまで、夜時間」→朝時間→夜時間開始前を繰り返します。

この段階で【罠師】がいない場合は、GMは【慧眼の狼】に罠が掛かっていると教えます。

【ワンポイントメモ】
いなくなった役職が分から
ないようにする為、GMは既
にいない役職でもあたかも
いるように声をかけます。 GMはそのプレイヤーが狼であるかそうでないかを教えます。

２．GMは現在【猟師】の獲得している狼ポイントを発表します。

これが一定数になれば人間陣営の勝利です。

現在、GMは【猟師】が獲得している狼ポイントを全員に伝えます。
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５．役職説明

＜狼陣営＞

【役職名】狼の仔 【役職名】狼の長
【狼ポイント】１ 【狼ポイント】１

【能力】①噛まれても死体にならない 【能力】①噛まれても死体にならない
 ②人間陣営が全員生存している限り、
猟師に撃たれても死体にならない。

 ③朝の間、プレイヤー１人の匂いを嗅ぎ、
狼かそうでないかを知る。

【役職名】慧眼の狼 【役職名】狂人
【狼ポイント】１

【能力】①噛まれても死体にならない 【能力】なし
  ②朝の間、罠師が罠に掛けた
プレイヤーを知る。

NO　DATA

【狼の長からの判定】狼 【狼の長からの判定】狼

【狼ポイント】-１
【狼の長からの判定】狼 【狼の長からの判定】人間
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【役職名】狼のつがい 【役職名】病弱な狼
【狼ポイント】２ 【狼ポイント】１

【能力】①噛まれても死体にならない 【能力】①病弱な狼が猟師に撃たれた場合、
②１日目の朝時間に他の狼のつがいが誰かを知る。 翌朝、猟師が撃ったプレイヤーは
③狼のつがい１人が死体となった状態では 死体にならない。
狼ポイントは０として扱う。
狼のつがい２人が死体となった状態で、
２人合計で狼ポイントは２として扱う。

【役職名】凶暴な狼 【役職名】銀狼
【狼ポイント】２ 【狼ポイント】２

【能力】①噛まれても死体にならない 【能力】①噛まれても死体にならない
②凶暴な狼のみが単独で投票したプレイヤーは、 ②人間陣営が全員生存している限り、
噛みの対象となる。 猟師に撃たれても死体にならない。
（再投票があった場合は、再投票後に
　単独で投票した場合のみ効果が有効となる）

NO　DATA NO　DATA

【狼の長からの判定】狼 【狼の長からの判定】狼

NO　DATA NO　DATA

【狼の長からの判定】狼 【狼の長からの判定】狼
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＜人間陣営＞

【役職名】猟師 【役職名】罠師
【狼ポイント】０ 【狼ポイント】０

【能力】①朝の間、自分以外のプレイヤー１人を撃ち、 【能力】①朝の間、プレイヤー１人を指定する。
撃った相手の狼ポイントを獲得する。 指定したプレイヤーが噛まれた場合、
②猟師が死体となると人間陣営の敗北となる。 いかなる場合でも、死体になる。

死体となった相手の狼ポイントを獲得する。

【役職名】山賊 【役職名】妖狐
【狼ポイント】０ 【狼ポイント】０

【能力】①噛まれても死体にならない 【能力】①噛まれても死体にならない
②狼に噛まれてから、 ②朝の間、狼の長に指定されると
２日後の夜時間開始前に死体となる。 当日の夜時間開始前に死体となる。

NO　DATA NO　DATA

【狼の長からの判定】人間 【狼の長からの判定】人間

NO　DATA NO　DATA

【狼の長からの判定】人間 【狼の長からの判定】人間
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【役職名】猟犬 【役職名】黒猫
【狼ポイント】０ 【狼ポイント】０

【能力】①狼の噛みによって猟犬が死体となった場合、 【能力】①狼の噛みによって黒猫が死体となった場合、
 翌日の夜のみ、猟師は噛まれても死体にならない。 猟師は朝の時間に２回プレイヤーを撃つ。

この効果で狼の長が撃たれた場合は

６．交差図
死体にならない。

統括： 鈴木　友理恵
Mail:sion_an@me.com Twitter:@si_o_n 

ゲームデザイン：ディンク

シロクマ YUKI ヒラッチ　 三上　隆史 加藤　公佳 大徳　裕美
猪飼　良平 小林　彩未 中村　純子 本田　和樹 本村　伸子

NO　DATA NO　DATA

【狼の長からの判定】狼 【狼の長からの判定】狼

Facebook： https://www.facebook.com/yurie.suzuki.564?fref=nf
イラストレーター：一宮 智子（宮城ちづる/るたっち)）

Facebook： https://www.facebook.com/si.o.n.333?fref=hovercard
Mail： degtilte@hotmail.com

Specail thanks to　（順不同）

宮川　克己(ミヤ)
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