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サンシタニンジャ体験スゴロク 

              サンシタ危機一髪           Ver2.00 

人数：3～5人 

 時間： 10分 
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このゲームは小説ニンジャスレイヤーの二次創作ゲームです。あなたは悪の組織に使えるニンジャとなりネオサイタマの死神

と呼ばれるニンジャスレイヤーからの追跡から逃れて下さい。誰かが捕まればインタビュー（拷問）で場所が割り出されますの

で出来るだけ遠くに逃げましょう。自らのニンジャ脚力とニンジャセンスだけが頼りです。 

 

内容物 

 イベントカード    ：18枚 

 コマ     ：5色 各２枚ずつ 計10枚 

 ニンジャスレイヤーコマ（以下忍殺コマ）  ：1個 

 ダイス     ：5個 

 プレイシート    ：1枚 

 

ゲームの準備 

・プレイシートを見やすいよう中央に配置し忍殺コマを置きます。置く場所はプレイする人数によって決まっていますので 

シートを確認して置いて下さい。 

 

・イベントカード全てよく混ぜて山札を作ります。 

 ※選択ルール：原作のサツバツさに近いバランスで作っていますが、以下のやり方で多少は長目に遊べます。 

1.無作為に抽出した 9枚とニンジャスレイヤーのカードの計10枚をよく混ぜて山札をつくります。 

2.その後、残りのカードを混ぜて先ほどの山札の上に置きます。 

 

・各プレイヤーはダイス 1つと同じ色のコマを 2つ選びます。その後、コマの 1つをプレイシートの「開始な」の所に置き 

もう 1つを自分の前に置いたらゲームの開始です。 

 

ゲームのプレイ 

 ゲームは各ラウンド 3つのフェイズによって構成されています。 

 

1) 脚力フェイズ 

①各プレイヤーはダイスでどの目を出すか決めて下さい。決まったら手で伏せる等他のプレイヤーに見えないように 

自分の前に置きます。 

 

②全員の揃ったら一斉にダイスを公開し出目の高い人から③の順番を決めていきます。この時以下のルールがあります。 

 

     (1)複数の人が同じ目を出した場合（以下、バッティング）出した目に関わらず 0となる。 

     ※思わず行き止まりの小道を疾走しニンジャスレイヤーに狙われやすくなった等、理由は色々です。 

 

     (2) 6と 1が出ていた場合、1を出した人は 6、6を出した人は 0となる。 

       ※ネズミは二度噛めばライオンをも倒す。 

 

       ◆重点◆ 処理は(1)から行いますので 6がバッティングした場合、6は 0となり 6が無い事になりますので 

(2)の処理は無くなります。1がバッティングした場合も同様です。 

 

③コマの進行を選択します。この時  ”1進む” 以外は 1人しか選択できず、また ②で 0になったプレイヤーは 

 ”1進む” を選択しなければなりません。 

 



【コマの進行】 ※プレイヤーの人数によって選択出来る数字は変わります。 

 

 

 

 

 

 

例1: ニンジャ同士でプレイしています。今回のラウンドでは以下の結果となりました。 

 レオパルド  、バンディット  、 ミニットマン  、ビーハイヴ  、テンカウント  

バンディットとミニットマンは同じ 5を出したので 0、ビーハイヴは 6を出していますがレオパルドが 1を出していますので 

ビーハイヴは 0、レオパルドが 6となります。その結果、コマを進める数字を選択する順番は 

1:レオパルド 2：テンカウント となり 残りは 自動的に”1進む”  を選択する事になります。 

 

例2: レオパルド  、バンディット 、 ミニットマン  、ビーハイヴ   、テンカウント  

3人が同じ 6を出したのでバッティングで 0となります。次にレオパルドは 1を出していますが、6は 0となっていますので 

1のままとなり、順番は 1:バンディット 2:レオパルドとなり 残りは 自動的に”1進む” を選択する事になります。 

 

2) 逃走フェイズ 

①脚力フェイズの結果により、進められる数が多い人からコマを動かしていきます。 

 

②移動した結果、コマがイベントと書かれたマスに止まる、またはコマを進めずカードを選んだ場合は 

他の人に見えないようイベントカードを 1枚引きます。 

※これは万が一ニンジャスレイヤーが出て敗北する事になってもハイクを詠む時間を与えるものです。 

◆重点◆ カードの効果によりイベントのマスに複数回止まる事がありますが、カードを引けるのは 

逃走フェイズのみで かつ 1ラウンドにつき 1枚だけです。 

 

   ③カードを引いた時 「CAUTION」と書かれていた場合、全員に見えるようにカードを公開し記載された内容に従います。 

 

   ④それ以外は手札となりますので他の人に見えないよう持っておいて下さい。カードは記載されているタイミングでしたら

いつでも使用できます。使用後は捨て札として一箇所にまとめて置いておいてください。 

 

カードについて 

 

 

                                    

 

 

プレイ人数 3進む 2進む 2進む 1進む カード 

3 ◯ ◯ - ◯ ◯ 

4 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

5 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

カード名 

テキスト： 

カードの効果が記載されています 

フレーバーテキスト： 

雰囲気を表すものでゲームには使用しません。 

CAUTION： 

カードを公開しテキストの内容に従います。 

ポイント 

最終計算時に使用します。 



3) 忍殺フェイズ 

  全員の移動が終わったら忍殺コマを 1マス進めます。ただし以下の状況が発生した場合、進める数が多くなります！ 

 

   ①バッティングした数が 2人の時は +1、3人以上だと +2進めます。 

例3： 例1の場合、バッティングしているのが 2人なので進行が+1となり忍殺コマは 2マス進む事になります。 

例2の場合、3人がバッティングしていますので進行が+2となり忍殺コマは 3マス進む事になります。 

 

②忍殺コマがイベントマスまたは忍殺開始点を通過する際、さらに+1進めます。 

（該当マスに止まっただけでは進行が増えません。） 

※ニンジャスレイヤーがイベントマスでデリバリースシを拝借している事が想像できますね。 

 

   以上でラウンドは終了です。1) 脚力フェイズに戻ります。 

 

ゲームの終了 

以下のいずれかが起こった時点でゲーム終了となります。フェイズ内での処理が残っていればそれを実行して下さい。 

※捕まった一人が拷問を受けて場所を割り出されますのでゲーム終了です。 

 

・プレイヤー1人がゴールのマスに到着 

・2回目以降に「ニンジャスレイヤー」が引かれた時 

・忍殺コマにコマが追いつかれた時 

 

勝利（生存）条件 

原作からすると甘いかもしれませんがこのゲームでは 1人だけ生き残る事が出来ます。以下の順番で生存者を決めます。 

ニンジャスレイヤーを引いた、もしくは忍殺コマに追いつかれたプレイヤーは敗北となり以下の処理に 

参加出来ません。 

※今回は生き延びられただけで別の機会でスレイされるかもしれません。ショギョムッジョ！ 

 

①ゴールに到着したプレイヤー 

②忍殺コマから離れているマスの数 + 手札に記載されているポイントが最も多いプレイヤー 

 

①の処理が優先されますので、ポイントに関係無くゴールに到着した 1人のプレイヤーが生存者となります。 

また、あまり無い事ですが複数人でゴールした場合、②の結果で生存者を決めます。 

※口封じで組織に消されたのかも知れません…… 

 

後書き 

苦節 1 年、ようやく製品にこぎつけました。手伝って頂いた絵師様には感謝感謝です。今回は「他者への攻撃は無いが結果と

して足を引っ張りあう」というゲイでサディストなシステムをベースに作ってみました。 

ただ、最初の角曲がったあたりで大体死にますがプレイの度に大きく変わる不安定なゲームとなったので 

1 回だけのプレイだと疑問符がつく可能性が出てきてしまうのは今後の反省点と考えています。命も含め本当に軽いゲームで

すので気軽にニンジャスレイヤーのサツバツ感を味わって頂けたら幸いです。 

 

提供頂いた絵師様 （順不同） 

NekochaQB様 ：「最重点機密情報」 

みりん様 ：「三倍近いニンジャ脚力」「相棒めいた存在」「アイアンオトメ」 

DETA様 ：プレイシート 

切江 智亜様 ：「インターセプト！」「ダーティニンジャボンド」 

社敦様  ：「高濃度アンプル」 

かっきー様 ：箱絵、「ニンジャスレイヤー」「救援：クローンヤクザ」「救援：ニンジャ」 

 

原作：ニンジャスレイヤー物理書籍サイト http://ninjaslayer.jp/ 

制作：       グラットンさん http://grattonsan.blog.fc2.com/ 

 



おまけ 

 

【プレイシートについて】 

今回、布に印刷していますのでゲームをしまう際は折り目がつかないよう軽くたたんで入れて下さい。 

 

【カードの内容】 

◆三倍近いニンジャ脚力  ポイント ：1点      2枚 

数字を公開する前の脚力フェイズで使用可能。自分の出目がバッティングしなかったら追加で 2マス進む 。 

  

◆救援：クローンヤクザ   ポイント ：1点      2枚 

   忍殺フェイズで使用可能。忍殺コマの進む数を 2減らせる。（マイナスにはならない) 

 

◆相棒 めいた存在     ポイント ：1点      2枚 

数字を公開する前の脚力フェイズで使用可能。1人指定する。自分が出目を出さない代わりにコマの進行は 

指定した人と同じになる。さらにその人がバッティングしなかったら追加で 1マス進む。 

※コマを 1進む以外で複数人選択できる唯一の例外です。 

 

◆救援：ニンジャ         ポイント ：2点      2枚 

   逃走フェイズで使用可能。自分のコマを 2マス、自分以外のコマ 1つを 1マス進める。 

 

◆最重点機密情報       ポイント ：3点      2枚 

   このカードは使用出来ない。※ポイントの高さがメリット。 

 

◆ダーティ・ニンジャボンド ポイント ：-4点      1枚 

 このカードを引いた時に限り捨てる事も出来る。 

自分が忍殺コマに捕まる、またはニンジャスレイヤーを引いた時の敗北を無効化しそれぞれ以下の効果を発動する。 

カード ：山札と、このカード以外の捨て札を混ぜて新たな山札を作る。 

 コマ ： 忍殺コマより 2マス先にコマを置く 

※どちらで捕まったかにより効果が変わります。（敗北を無効化するのは共通です。） 

 

◆高濃度アンプル      「CAUTION」      2枚 

  ダイスを振り 5以上なら追加で 2マス進む。それ以外なら 1マス進む。 

次の脚力フェイズで選ぶ数字は ”3”のみとなる。  

 

◆インターセプト！    「CAUTION」     2枚 

  1回休み。次のラウンドは行動できない。 

 

◆アイアンオトメ        「CAUTION」     2枚 

  山札から 1枚引く。CAUTIONが出たらその内容に従い、それ以外のカードは捨て札とする。 

 その後、ダイスを振り 4以上が出たら自分のコマを 1マス戻す。 

 

◆ニンジャスレイヤー    「CAUTION」     1枚 

  このカードを引いた回数によって効果が変わる 

1回目    ：1回休み。このカード、山札、捨て札を混ぜ山札を作る。 

2回目以降 ：敗北となる。 

 

 


