■クノイチと悪人

【討ち入らないことを決めた場合】

クノイチカードはそれぞれ成敗することのできる悪人
カードの種類が異なります。また、
クノイチカードには
「す
ばやさ」があり、1 速がもっともおそく、10 速がもっと
もはやいカードです。悪人カードには、成敗すると得られ
る小判の数が設定されています。

■ゲームの準備
①すべての悪人カードに越後屋カードを混ぜ、よくシャッ
フルしてテーブルに伏せ、山札とします。
②クノイチカードもシャッフルし、3 人プレイなら１人３
枚ずつ、４人プレイなら１人２枚ずつを手札として配
布し、他のプレイヤーに見られないようにします。残っ
たクノイチカードはこのゲームでは使用しません。伏
せたまま脇に置きます。
③ひとり１枚ずつ早見表カードを配ってください。早見

説明書

表には、どのクノイチがどの悪人を成敗できるかが書
かれています。よく見て戦略を練りましょう。

小 人
判 数
両

両

両

両

両

■セット内容
クノイチカード × １０枚
悪人カード

× ２４枚

逃げ腰の越後屋 × １枚
早見表カード

× ４枚

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

２

所要時間 ：５〜１０分
プレイ人数：３〜４人

カードを公開する必要はありません。公開しなかった
カードは手札に戻し、次以降の討ち入りで使用できま
す。
④
【討ち入ったクノイチが１人だった場合】

数あった場合、何枚でも同時に獲得できます。
【討ち入りに複数のクノイチが参加した場合】

クノイチの「すばやさ」の早い順に、悪人カードを獲
得することができます。
例）悪代官を倒すことのできるクノイチが 2 枚同時に
討ち入り、Aさんが「１速」
、B さんが「２速」のクノ

人

と叫び、かっこよく自分の顔の前にカードをかざしなが
ら公開してください。
「忍法」の効果で、その夜だけク

ただし、２人以上のプレイヤーが
同時に「忍法」を使うと、その効
果が打ち消しあって、通常のすば
やさに戻ってしまうので、使用タ
イミングには注意が必要です。

忍法！

■特殊カード「逃げ腰の越後屋」

になります。

このカードは標的ではないため、山札から現れたときは

⑤討ち入ったクノイチは、悪人カードの入手有無にかか

６

わらず捨て札となります。公開したまま捨ててくださ

人

人

９

人

早見表カード

■ゲームの進め方

①山札の上から５枚を公開します。これが最初の夜の標
的です。
②手持ちのクノイチカードと、公開された悪人カードを
入るのか？を決めてください。

い。入手した悪人カードは、公開したまま縦向きで自
分の前に置いてください。

討ち入らせるクノイチカード１枚を伏せたまま前に差
し出してください。全員が差し出し終わったら、
「せー

〜⑤を繰り返してください。
⑦山札がなくなるか、プレイヤー全員の手札がなくなっ
たらゲーム終了です。手に入れた悪人カードに書かれ
た小判の数を数えて、勝敗を確認してください。
（同点

て討ち入りを行ってください。最後のクノイチが成敗
できる悪人カードを、すべて手に入れることができま

た小判を、報酬として得ることができます。討ち入りの

す。

夜を何夜か繰り返し、ゲーム終了時に最も多くの小判を

成敗！

＋１両された悪人カードは、分かりやすいように、横向き
にして自分の前に置いてください。

を上からめくり公開してください。

け残った場合は、山札に残ったカードをすべて公開し

たちを討ち入りさせましょう。成敗した悪人の格に応じ

に捨ててください。

＋１両

誰も討ち入らなかった場合は、山札から新たに 1 枚を

の場合は、双方勝利となります）
草木も眠る丑三つ時。悪人たちの潜む屋敷に、クノイチ

することもできません。一夜が過ぎたら、山札に戻さず

カードが 4 枚以下になった場合、５枚になるまで山札

※最後に、手札を１枚だけ持ったプレイヤーが 1 人だ

■ゲームの概要

さらにもう１枚の悪人カードを公開してください。入手

⑥全員の討ち入りが終わったあと、公開されている悪人

追加で公開します。これを次の夜の標的とし、手順②

③
【討ち入ることを決めた場合】

せーの！

チカードを公開するときに「せーの」のあと、
「忍法！」

このカードが出た夜は、成敗したすべての悪人カードの

４

で伏せていたクノイチカードを公開してください。

か？」決断力が問われるゲームです。

権利を持っています。
「忍法」を使いたい場合は、クノイ

イチで討ち入っていた場合、
「すばやさ」がはやいBさ

３

の！」と全員で掛け声をかけたあと、
「成敗！」と叫ん

得ていた人が勝者となります。
「今夜、討ち入るべきか否

各プレイヤーは、１ゲーム中に１度だけ「忍法」を使う

ノイチたちのすばやさが逆転し、
そのクノイチが、成敗できる悪人カードをすべて倒し、 １速がもっともはやく、10速が
獲得することができます。成敗できる悪人カードが複
もっとも遅いカードになります。

人

見比べて、今夜討ち入るのか？、どのクノイチで討ち

■仕様

前に差し出し、
「せーの！」の掛け声だけ参加します。

■必殺の技「忍法！」

んが、公開されているすべての悪代官カードを得ます。 小判が１枚につき＋１両されます。ただし、逃げ腰なので
一夜でいなくなります。
つまりAさんは悪代官を手に入れる機会を逃したこと
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どれでもいいので、クノイチカード１枚を伏せたまま

■プレイのヒント
・早見表カードと場に出ている悪人カードを見比べなが
ら、今夜討ち入るべきか否か？をよく考えましょう
・悪人カードの出方によって、その夜に討ち入るとメリッ
トがあるクノイチカードがおのずと決まってきます
・
「相手プレイヤーが討ち入ってくるのか来ないのか？」
読みあいが重要になります
・
「忍法！」は、すばやさの低いクノイチが活躍できる一
発逆転の技です。
「手元の、どのクノイチカードに使うべ
きか？」よく考えましょう
・応用編として、相手プレイヤーが使う「忍法！」をつぶ
すために、あえて「忍法！」を使う戦略もあります
・ゲームに使われずに伏せられているクノイチカードが何
なのか？を考えることも重要です。推理してみましょう

# KUNOICHI vs Villain
Each KUNOICHI card can kill diﬀerent type of Villains and
can move diﬀerent speed from 1 (the slowest) to 10 (the
fastest). Each Villain card has its KOBAN value.

# Setup

Instructions
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1. Shuﬄe all villain cards and an ECHIGOYA Card and turn
down them as the Deck.

4-A. When only one KUNOICHI assaults,
The KUNOICHI who assaulted punishes every Villains
she can punish and take all their cards on the table.

2. Shuﬄe all KUNOICHI cards. If there are 3 players, deal 3
cards to each player as their "Hand". Or, if there are 4
players, deal 2 cards to each player as their "Hand". You
don't use rest of KUNOICHI cards, so that turn down them
and keep that way during the game.

4-B. When over 2 KUNOICHIs assault,Quicker KUNOICHI
can take villain cards.Ex.) If 2 KUNOICHIs assault and
one is "Speed 1" and the other is "Speed 2", "Speed 2"
KUNOICHI can take all villain cards she can take.

3. Deal the chart to each player as a reference of matching
of KUNOICHIs and Villains.

5. All KUNOICHI cards used to assault become discards, so
that put them out. The player who take villain cards
should put all villain cards he/she took in front of
him/her face up.

小 人
判 数
両

両

両
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# Contents
KUNOICHI Cards × １０
Villain Cards
× ２４
ECHIGOYA (Evil Merchant) × １
Charts
× ４

# Overview
Playtime: 5 to 10 min.
Players: 3 or 4

# Object of the Game
It is the witching hour of night. You should order your
KUNOICHIs (NINJA Women) to assault residences of
villains! You can get KOBANs (Japanese large golden coins)
as a prize for the heads of villains as many as your
KUNOICHIs kill them. You must spend nights and assault
again and again until the end of the game. <The Winner is
the player who gets the highest number of KOBANs at the
end of the game.> The key of this game is choosing to
assault or not at each night.

3-B. When you choose you don't assault,
Hold any KUNOICHI card you chose in your hand face
down and join just only to call out "READY!" There is no
need to call out "SEIBAI!" and turn your card face up.
Then, take your card back to your hand (you can use it
again).

両

両
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Players can make their strategy by reading the chart.

# Game Sequences

1. Take 5 cards from the deck and place them face up on
the table. They are targets of the ﬁrst night.
2. Check your hand (KUNOICHI cards) and targets (Villain
cards) on the table. Then, 1) choose to assault or not tonight,
2) if choose to assault, choose which KUNOICHI you use to
do it.
3-A. When you choose you assault,
Hold the KUNOICHI card you chose to use in your hand
face down. After all players who decided to assault hold
their card, call out "READY!", then call out "SEIBAI (or
PUNISH)!" and turn the card face up.

READY!

SEIBAI!

6. After the assault, if there are villain cards less than or
equal to 4 on the table, take Villain cards from the deck
and place them face up until there will be 5 cards on the
table.
If there was no assault, take a villain card from the deck
and place it face up on the table (there will be more than
5 villain cards on the table). These villain cards are
targets of next night.
Then, repeat sequences from 2.
7. When there is no deck or there is no player has any card,
the game is over. Count KOBANs on villain cards you
got. The player who got the highest score is the winner.
(In case of a tie, both players are winners.)

# NINPO!
Each player can use "NINPO" once in the game. If the
player wants to use "NINPO", he/she should hold his/her
card in front of his/her face and cry "NINPO!", when
KUNOICHI assaults the villains.
Once "NINPO" is activated, the
speed of KUNOICHIs are reversed,
so that Speed 1 becomes the fastest
and Speed 10 becomes the slowest.
When over 2 players use "NINPO",
however, the eﬀect will be
cancelled and the speed of
KUNOICHIs will be back to normal.
So, be careful to use.
* After using "NINPO", the player
should turn his/her chart face down
NINPO!
to indicate he/she already did it.

# ECHIGOYA
When ECHIGOYA is put on the table, each villain card will
be added +1 KOBAN.
ECHIGOYA is not the target, so that when this card is put
on the table, put another villain card from the deck (the
player can't take ECHIGOYA card). Next night (turn) after
using ECHIGOYA, don't put the card back to the deck, and
dump it.
(Turn the villain cards added +1 KOBAN sideways, when
the player gets them)

* At last, if there is only one player who has one card,
open every card in the deck face up and the player must
assault them. The last KUNOICHI takes all villain cards
she can punish.

＋１KOBAN

# Chips to Play
/Compare the chart and the villain cards on the table, and
think carefully to decide assault or not,
/The most eﬃcient KUNOICHI card to use is decided by
the members of the villains on the table.
/The important element of the game is deducing the other
players' decision (to assault or not).
/"NINPO" is the one-shot reversal for the low speed
KUNOICHIs. Think carefully to use (for which KUNOICHI
you have).
/You can use "NINPO" to disturb the other player who
wants to use "NINPO". It is also a good strategy.
/Deducing which KUNOICHI cards are kept away from the
game is another important factor to play smarter.

