
■ 狼と七日間 ～WOLVES AND SEVEN DAYS～ 

 

《はじめに》 

 「ルールは分かったけど、人に説明するのが

むずかしい…」 そんな方のために、説明しや

すい表現で説明書を書きなおしました！ 

 ルール説明には7分くらいかかると思います。

その割にプレイ時間は 20分程度と短いため、

1 回目を練習、2 回目を本番としてプレイす

るのも良いでしょう。 

 見た目によらず複雑なルールです。思考量

が多いゲームを好む方にオススメの作品とな

っています。 

 後半に記載した拡張ルール：「～共同戦

線～」は、バッティング要素を削ったゲーマー

向けのルールです。ぜひお試しください。 

 

《カードやチップの説明》 

 

 

 

 

 

 

 

▼役職カード（６枚）…村に住む人間た

ち。ここに狼チップを置くことで、カードに書か

れた能力をつかうことができる。また、カードに

書かれた数字が最終的な得点となる。 

 

 

 

▼話術カード（8 枚×４色）…人狼たち

の「話術の上手さ」を表すカード。これを手札

として使用し、行動する順番を決める。使い

切り。 

 

 

 

▼狼チップ（８枚×４色）…人間の村を

支配しようとたくらむ人狼一族。人狼は人間

に化けた恐ろしいモンスター。ボス狼・狂人が

１枚ずつ、おとな狼・こども狼が３枚ずつの

計 8枚。うまく使い分けて村を支配しよう！ 

 

 

 

▼つまみ喰いチップ（10 枚）…村周辺の

動物や果実で、人狼たちの腹の足しとなる

得点チップ。 ひつじが 1 枚、うさぎが 3 枚、

ハーフリンゴが 6枚の計 10枚。 

 

 

▼護衛マーカー（1 枚）…狩人の護衛対

象を示す。 

《ゲームの準備》 

 下の図のように6枚の「役職カード」を円状

に並べ人間たちの村を作ります。カードの配

置は毎回ランダムです。 

 村の中央には１０枚すべての「つまみ喰い

チップ」を裏向きに置きます。 

 各プレイヤーは同色の「話術カード」8 枚と、

「狼チップ」8枚を受け取ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役職カードのすぐ外側のスペースをエリアと

呼びます 

 

※3 人でプレイする場合はつまみ喰いチップ

をランダムに 3枚ゲームから取り除きます 

 

▸つまみ喰いチップは村にいる動物や果実を

表しています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エリア 

つまみ喰いチップ 

ボス狼・狂人 おとな狼 こども狼 

[村の配置図] 
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《ゲームの目的》 

 プレイヤーは人狼の一族を操り、人間の村

を支配することを目指します。 

 

《勝利条件》 

 支配したエリアの合計得点が最も高いプ

レイヤーが勝利し、村を支配します。「役職

カード」の数字がエリアの得点となります。

また、ゲームの途中で手に入る「つまみ喰い

チップ」も数字分得点となります（小数点

以下切り捨て）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【同点の場合】 

支配したエリアがより多い方、それも同じであ

れば、使用しなかった話術カードの数字が大

きい方が勝利です。 

 

 

 

 

《エリアを支配するためには…》 

 誰がどのエリアを支配するかはゲーム終了

時に判定します。各エリアごとに狼チップの枚

数を数え、より枚数の多いプレイヤーがそ

のエリアを支配します。 

 この時、 

▸「ボス狼（おもての数字が２）」は 

  2枚分として数えます 

▸「狂人（おもての数字が０）」は 

  エリアから取り除きます 

 

 ※他プレイヤーと同数の場合、そのエリア

の支配権を失います。したがって、同数にな

らなかったプレイヤーの中で、より枚数の多い

プレイヤーがそのエリアを支配します 

 

▸「狂人」は人狼としての力がないため、戦

力になりません 

 

 

 

 

 

 

 

 

《ゲームの流れ》 

 以下の 1.～4.の流れを１日とし、七日間

くり返すとゲームが終了します。 

 

 1．行動する順番を決める  

 2．つまみ喰いチップの獲得  

 3．狼チップで村人たちを扇動  

  （昼のフェイズ） 

 4．各エリアへ忍び込む  

  （夜のフェイズ） 

 

▸七日目の夜は満月。その時、人狼たちは

モンスターとしてのパワーを手に入れ、一気に

村を支配するのです…！ 

 

 じゃんけんなどで「ファーストウルフ」（スタ

ートプレイヤー）を決めたらゲームが始まり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1．まずは順番決め！（話術カードの数

字が大きいほど早く行動できる） 

 

 最初にファーストウルフだけが手札から話術

カードを 1 枚表向きに出し、次に他のプレイ

ヤーは 1 枚ずつ裏向きに出します。全員が

話術カードを出したら、「ワオ～ン」というかけ

声で裏向きの話術カードを一斉にオープンし

ます。 

 

※カードを伏せる際、具体的な数字を言わ

なければ多少の相談は OK！不要なバッテ

ィングは避けましょう 

▸話術カードの数字は 1～8 まで。数字は

話術のうまさを表しています 

▸もし自分より話術たくみな人狼とターゲット

（役職カード）が被ったら勝ち目はありませ

ん、先を譲りましょう 

3 点     +1点   +0.5 点 

⇒合計 4点！ 
※0.5点は切り捨て 

緑３枚、青２枚、黄１枚 

⇒最多の緑がエリアを支配 

赤・黄が２枚同数 

⇒次に多い青がエリアを支配 

[話術カード裏面] 
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2．つまみ喰いチップを獲得しよう！（数

字が被った人＆最小の人がもらえる） 

 もし話術カードの数字が誰かと被っていたら

…その日は 3.～4.の行動ができません

（お互いの話が矛盾し、村人たちに怪しま

れてしまいます）。その代わり、数字が被っ

たプレイヤーは「つまみ喰いチップ」を 1 枚

獲得します。 

 

※「つまみ喰いチップ」は獲得したプレイヤー

のみがおもての数字を確認できます 

※「つまみ喰いチップ」の残り枚数が獲得す

べき人数分ない場合、誰もチップを獲得でき

ません！ 

 

▸狼チップが置けなくても慌てずに。動物や

果実で腹ごしらえをして、次の日に備えましょ

う！ 

 次に、数字が被ったプレイヤーを除いて、

最も数字が小さいプレイヤーも「つまみ喰

いチップ」を 1枚獲得します。 

 

※4人中3人が同じ数字だった場合、全員

が「つまみ喰いチップ」を獲得できます。ただし、

獲得する順番は「数字が被ったプレイヤー」

⇒「最も数字が小さいプレイヤー」です。もし

途中でチップがなくなった場合、獲得できま

せん！ 

 

3．狼チップで村人たちを扇動しよう！ 

 （昼のフェイズ） 

 話術カードの数字が大きい順に手持ちの

狼チップ1枚を裏向きに配置します。配置す

る場所は「他の狼チップが置かれていない役

職カードの上」です（エリアの狼チップ有無は

関係ありません）。配置後、その役職カード

の能力を使用することができます（任意）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※一日目はエリアに狼チップがないため、実

際に能力を発揮できるのは二日目以降とな

るでしょう（狩人の能力は一日目から有効

です） 

▸なぜ人狼たちが能力を使用できるのか…

それはたくみな話術で村人たちを騙し、扇動

しているからなのです！ 

 

 話術カードの数字が被らなかったプレイヤー

全員が狼チップを配置したら、昼のフェイズは

終了です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「妖狐」の能力を使い過ぎると手持ちの狼

チップがなくなる場合があるので要注意！

配置する狼チップが手元にない場合は手番

をパスします 

 

 

 

4．エリアへ忍び込もう！ 

 （夜のフェイズ） 

 役職カードの上に置かれたすべての狼チッ

プをすぐ外側のエリアへ移動させます。エリア

へ忍び込んだ人狼たちは、七日目の満月の

夜までひっそりと息を潜めていることでしょう。 

 

※「狩人」の能力によって配置された「護衛

マーカー」は夜のフェイズで取り除かれます 

※使用した話術カードは全員に数字が見え

るよう脇によせておきます。再使用することは

できません 

 

翌日のファーストウルフは、最後に狼チップを

配置したプレイヤーとなります 
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《役職カードの能力》 

 狼チップを移動させる、入れ替えるなどの

能力がありますが、対象となるのはエリアに

ある狼チップのみです！役職カードの上にあ

るチップは動かせません。エリアにあるチップで

あればどのプレイヤーのものでも構いません

（妖狐除く）。 

 

《村人：5点》 

 

 

 

 

 村一番の美人。能力は特になし。 

 

《狩人：４点》 

 

 

 

 

 

 

 誰かを護衛して狼による扇動を防ぎます。 

能力：すきな役職カードを 1 枚選び、その

上に護衛マーカーを置く。その役職カードの

上にはその日、狼チップを置くことができない。

※護衛マーカーは夜のフェイズ毎に取り除く 

 

《占い師：３点》 

 

 

 

 

 

 占い師に正体を見破られた狼は別のエリア

へ逃げ出します。 

能力：すきなおとな狼 1枚を今あるエリアか

らすきなエリアへ移動させる。 

 

《見習い占い師：２点》 

 

 

 

 

 

 見習い占い師に正体を見破られた狼は隣

のエリアへ逃げ出します。 

能力：すきなこども狼 1枚を隣接する（左

右どちらかの）エリアへ移動させる。 

 

 

 

 

 

 

《怪盗：２点》 

 

 

 

 

 

 こっそり狼チップをすり替えてしまいます。 

能力：すきな狼チップ 1 枚を、別のエリアに

ある同色の（同じプレイヤーの）狼チップ 1

枚と入れ替える。 

 

《妖狐：-２点》 

 

 

 

 

 

 妖術によって化かされ、敵と味方を見間違

えてしまいます。 

能力：他プレイヤーのこども狼、またはおとな

狼 1枚を手元へ返す。その狼チップが 

 

  

 

自分の手持ち狼チップからそのエリアへ 1 枚

置く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※エリアへ配置すべき手持ち狼チップを持っ

ていない場合は、この能力を使用できない 

 

※手元へ返された狼チップは元のプレイヤー

へ戻り、再使用することができる 

◆村を支配するためのヒント 

 狩人は初日から能力が使用できる

有能な役職。序盤で早く行動でき

る時はぜひ使ってみよう！ 

 おとな狼は動かしやすく・動かされや

すい。こども狼は隣のエリアまでしか

動かされないが、妖狐の対象になり

やすい。狼チップの特性を考えて配

置しよう！ 

 怪盗は序盤に能力が使えないが、

他の役職よりチップが置かれづらい

ため、少ない枚数でエリアを支配で

きることが多いぞ！ 

 バッティングしてしまったら…翌日以

降に妖狐を使うことで遅れを取り戻

せる。妖狐エリアのチップは他へ移

動させたり、敵のチップを持ってくる

等して、マイナス点を回避しよう！ 

こども狼なら ⇒ おとな狼を 

おとな狼なら ⇒ ボス狼、または狂人を 
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《3人でプレイする場合》 

 3 人でプレイする場合は、10 枚のつまみ

喰いチップのうち 3 枚をランダムに取り除いた

状態でゲームをはじめます。取り除いたチップ

の数字は誰も確認できません。 

 また、使用しない色の狼チップのうち、ボス

狼・狂人・おとな狼・こども狼をそれぞれ 1

枚ずつ適当なエリアへ配置してからプレイ

することもできます（ボス狼・狂人は表の数

字を確認できません）。その狼が支配したエ

リアは、誰の得点にもなりません。これにより、

1日目から能力を発揮する機会が生まれ戦

略の幅が広がります。 

 

《拡張ルール：～共同戦線～》 

 共同戦線を組むことでバッティング（数字

が被って行動ができなくなること）をなくした

ルールです。話術カードの使い方が変わりま

す。 

 話術カードは 1 色のみを使用し、4 人なら

1～6、3 人なら 1～5 のカードだけを使いま

す。残りのカードは箱にしまってください。また、

つまみ喰いチップは 10枚のうち 3枚をランダ

ムにゲームから取り除きます。 

 1 日目は話術カードをシャッフルして各プレ

イヤーに１枚ずつ配り、受け取ったカードを

公開します。余った 2 枚は全員に見えるよう

表向きにして置いておきます。通常ルールと

同様、数字が大きい人から行動し、最後に

行動する（数字が最小の）人はつまみ喰

いチップを 1枚獲得します。 

 2 日目以降は受け取った話術カードの数

字がより小さい順に、「余った 2 枚の話術カ

ードのうちどちらか 1 枚と、持っていた話術

カードを交換する」という動作を繰り返して、

次の行動順を決めます。 

 このルールでは 1 日 1 枚ずつ「つまみ喰い

チップ」がなくなるため、７枚のつまみ喰いチッ

プが村の中央からなくなった日でゲーム終了

となります。 

 【同点の場合】 

支配したエリアも同数の場合は、つまみ喰い

チップの枚数が少ない方が勝利となります。 

 

《お問い合わせ》 

 この度は「狼と七日間」をご購入いただき

誠にありがとうございました。内容物やルール

等についてご不明な点などございましたら、

下記のメールアドレスまでご連絡ください。 

 

 

 

 

Mail： 

Twitter： 

Web：     

yuruart.gm@gmail.com 

@yuruartist 

http://ookami7.strikingly.com 


